
株式会社国際技術開発センター
東京都千代田区内神田１－１５－６藤井第二ビル

 ＜日本特許･実用新案明細書収録セット＞                                    ホームページ公開中！ http://www.itdc-patent.com

＊最新の特許情報が満載！

(税込価格) (本体価格)

￥１８，９００－ ￥１８，０００－

￥１８，９００－ ￥１８，０００－

￥２８，３５０－ ￥２７，０００－

(本体価格)

No,9174 公開 昭.5-平.12 72点 ￥24,800

No,9838A 　　〃 平.13-平.16 89点 ￥24,000

No,9342A 　　〃 平.10-平.13 92点 ￥21,400

No,8361A 　　〃 平.7-平.9 72点 ￥22,000

No,9838B 　　〃 平.13-平.16 73点 ￥19,700

No,9342B 　　〃 平.10-平.13 64点 ￥16,200

No,8361B 　　〃 平.7-平.9 61点 ￥18,000

No,7826B 　　〃 平.1-平.6 64点 ￥18,400

No,9837 　　〃 平.13-平.16 110点 ￥27,800

No,9754 　　〃 昭.6-平.15 100点 ￥23,000

No,8034 　　〃 平.3-平.7 50点 ￥21,300

No,9340 　　〃 昭.5-平.13 79点 ￥23,700

No,9492 　　〃 昭.5-平.14 87点 ￥19,000

No,10363 　　〃 平.15-平.20 85点 ￥25,500

No,10359 　　〃 平.15-平.20 80点 ￥25,000

No,9516 　　〃 昭.5-平.14 91点 ￥18,400

No,10366 　　〃 平.14-平.20 83点 ￥25,200

No,9341 　　〃 昭.5-平.13 80点 ￥19,700

No,10060 　　〃 平.13-平.18 72点 ￥21,900

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、ＥメールまたはＦＡＸ・郵便にてお送りください。
（メール宛先： kokusai@itdc-patent.com お電話でも承ります）

［CD-ROM版はＰＤＦファイルにしおりリンク機能、Ｂ５製本版はＢ５サイズ･目次製本済みです。

 ニュースガイドNo,

 題名

合計 ￥

 E-mail:

 TEL: FAX:

住所：〒

既刊関連セットのご案内

　　　　　　　　　　　〃

外反母趾矯正用品

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

医療用ガーゼの製造加工方法

　　　　　　　　　　　〃

医療廃棄物収納容器

　　　　　　　　　　　〃

抗ウイルス・マスクの製造加工方法

外反母趾矯正用品
[公開編]平成13年～平成21年（9年間）　　67点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０４８０

お   申   込   書

　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　〃

美顔マスクとその製造方法

磁気治療用絆創膏の製造方法

磁気健康装身具とその製造方法

医療処理キットの構造

※料金には別途送料がかかります。

２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）
ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３      

使い捨てマスクとその製造方法

　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　〃

花粉症マスクとその製造方法

　　　　　　　　　　　〃

洋式トイレ用尿飛散防止シート

担当者名

所属部署名

会社名 ご注文内容

CD-ROM版 or Ｂ５製本版 or 一括購入



1 外反ぼうしシート 株式会社キネシオ 42 ３次元形状外反母趾矯正具 有限会社アンゲボード

2 外反母趾・内反小趾防止具 藤井  勝 43 ツボ押し、外反母趾、健康具 大友  弥生

3
外反母趾及び内反小指矯正用サポー
タ

笠原  巖 44 外反母趾を予防できるスリッパ 原田  博

4
外反母趾及び内反小指矯正用サポー
タ

笠原  巖 45
外反母趾予防ハイヒール踵固定ベル
ト・ル・ピェ・フィクス

武藤  隆一

5 外反母指進行防止用サポータ 岩松  雅子 46 外反母趾の予防と矯正シューズ 有限会社永信パイオニア

6 外反足指の矯正具 坂本  清 47
外反母趾及び／又は内反小趾の防止
又は矯正をする矯正具とそれを有する
履物

学校法人国際技能工芸機
構ものつくり大学

7 外反母趾矯正装具 植野  直美 48 足用健康器具 篭島  悦子

8 外反母趾矯正具 株式会社かりん 49 足指健康器具 中川  淑江

9
伸縮性バンドを装着した外反母趾用ケ
アパッド

東京ホージエリー株式会社 50
外反母趾及び内反小指矯正用サポー
タ

笠原  巖

10 外反母趾矯正用ブレース
キャンプ・スカンディネイヴィ
ア・アクチェボラーグ

51 外反母趾用趾間装具 アップル医療機器株式会社

11
クロス状外反母趾及び足部障害軽減
消失バンド

長瀬  善則 52 足指補助用具及び足用補助バンド 佐藤  マキ

12 外反母趾矯正具 ▲高▼山  泰治 53 外反母趾の矯正具 青池  和夫

13 外反母趾矯正具 山田  哲郎 54
外反母趾・内反小指の予防矯正サ
ポーター

牧野  藍

14 外反母趾用装具 株式会社柏木モールド 55 外反母趾矯正スリッパ 大友  弥生

15
外反母趾あるいは内反小指の予防お
よび矯正サポーター

吉利  ミチ子 56
外反母趾を矯正、予防するヘソ付き中
敷とサンダル

中山  宣雄

16 Ｄｒ．快足（ドクターかいそく） デメテル株式会社 57
オー脚変形、膝痛、外反母趾、疲れを
防ぐ履物

和田  廣

17 外反母趾・内反小指矯正具 白須  一彦 58 外反母趾矯正パッド 太田  健二

18 変形性膝関節症外反母趾矯正用履物 有限会社ライフ二十一 59 外反母趾及び内反小指矯正用靴下 笠原  巖

19 足指間の間隔保持具 安藤  敏男 60 外反母趾矯正具
株式会社豊南コーポレー
ション

20
外反母趾及び内反小指矯正用サポー
ター

笠原  巖 61
外反母趾補正方法および外反母趾補
正用履物

株式会社  ＡＫＡＩＳＨＩ

21 外反母趾及び内反小趾のリハビリ用具 秋田　　守 62 外反母趾矯正具 小原  眞琴

22 外反母趾予防具 木原産業株式会社 63 外反母趾対策具 有限会社  サキヤマ

23
外反母趾又は内反小指の予防および
矯正用品

秋田    守 64
靴が履ける外反母趾による痛み軽減
対策中敷付き靴下

松岡  洋子

24 外反足の矯正具 有限会社橋本精工 65 外反母趾矯正用具
株式会社コーポレーション
パールスター

25 外反母趾矯正用サポータ 株式会社東京企画販売 66 外反母趾矯正具 伊岳商事株式会社

26 足指間の間隔保持具 安藤  敏男 67 外反母趾、扁平足矯正訓練具 葛西  庄平

27 外反母趾の矯正具 坂本  清

28
伸縮機能を備えた外反母趾予防用サ
ポータ

石川  富士子

29 靴用外反母趾防止体 株式会社ハスキ－

30 外反母趾治療用中敷および履物 竹村  敏

31 外反母趾矯正用サポーター 豊田  茂

32 外反母指予防矯正用具 加納  圭美

33 外反母趾防止用健康履物 細川  泰生

34 あしゆびグリップ 株式会社ドリーム

35 外反母趾防止草履風スリッパ 大嶽  悦子

36
外反母趾、Ｏ脚及び股関節矯正用足
首ベルト

水元  由美子

37
外反母趾防止体を有する中敷又は中
底

株式会社ハスキ－

38 外反母趾保護具 大西  千代恵

39 外反母趾矯正履物 松田  環

40 簡易装具
株式会社ＣＯＭＦＯＲＴ－Ｌ
ＡＢ

41 外反母趾矯止器具 田中  勝 以上67点収録

外反母趾矯正用品　　　No.10480

[公開編]　　平成13年～平成21年（9年間）　　　　67点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥18,900    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥18,900　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥28,350　）


