
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)

￥１９，４４０－ ￥１８，０００－

￥１９，４４０－ ￥１８，０００－

￥２９，１６０－ ￥２７，０００－

(本体価格)

No,10283 公開特許 平.10 - 19 91点 ￥29,800

No,10061       〃 平.13-平.18 91点 ￥27,600

No,7019       〃 平.1-2 87点  ￥23,300

No,7021       〃 平.1-2 60点  ￥19,000

No,6912       〃 昭.60-平.1 88点  ￥20,000

No,6910       〃 昭.62-平.1 96点  ￥21,700

No,6841       〃 昭.63-平.1 64点  ￥19,600

No,6850       〃 昭.63-平.1 58点  ￥19,800

No,6712       〃 昭.59-63 58点  ￥19,700

No,6713       〃 昭.59-63 63点  ￥21,000

No,8327       〃 平.9 70点  ￥30,600

No,8073       〃 平.8 85点  ￥32,000

No,8016(D)       〃 平.7 100点  ￥33,500

No, 〃 (C)       〃 平.6 91点  ￥27,000

No, 〃 (B)       〃 平.5 84点  ￥20,300

No, 〃 (A)       〃 平.4 89点  ￥24,000

No,7440       〃 平.3 81点    ￥24,600

*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：〒

               〃

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

※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      

洋服芯地の製造加工方法

肩パッドの製造法と取付方法

ベビー服の構造と製造方法

帽子の構造と付属品
[登録・公開編]平成25年（1年間）　　87点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０９０６

お   申   込   書

病人・老人用夜衣とその製法

レインコート類の改良

クリーンルーム用無塵衣の構造と製法

学生服の構造と製造方法

スキーウェアの構造と製造方法

               〃

               〃

安全ヘルメットの構造

               〃

               〃

夜間交通安全用チョッキ

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

汗取りパットとその製造方法

既刊関連セットのご案内

               〃

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)



1 帽子 株式会社シオジリ製帽 46 丸められるサンバイザー キム、ボク　ギュ

2 帽子 斉藤　泰生 47 被り物用発光体 株式会社クラフト

3 帽子の製造方法及び帽子 株式会社デルタツーリング 48 裾周りの長さ調整機構 ビルマテル株式会社

4 帽子 株式会社シマノ 49 サンバイザー付きハチマキ 金子　実

5 帽子 株式会社シオジリ製帽 50 鍔部折り畳み可能帽子 株式会社ヒッツ

6 作業用キャップ 吉田　崇 51 丸編み型ヘッドウェア
衣衫衣舞股▲ふん▼有限
公司

7 帽体帽子の製帽補助具 株式会社カタマサ 52 頭部冷却機能付帽子 加藤　正幸

8 帽子用つば芯及び帽子 株式会社シオジリ製帽 53 ニット帽子 株式会社ノグチニット

9 帽子 株式会社シオジリ製帽 54 ライト付き帽子 成田　通庸

10 ヘルメットカバーを兼ねた帽子 株式会社　日本パレード 55 イヤホン付きニット帽 聲騰企業有限公司

11
ポリエステル編地およびその製造方法
および繊維製品

帝人株式会社 56 帽子
ブリヂストンスポーツ株式会
社

12 帽子 一田　啓子 57 帽子インナー 信田　千津留

13 帽子 株式会社コカジ 58 着用感を改善した帽子 ダダ・コーポレーション

14 着脱式マフラー付き帽子 鈴木　矩子 59 帽子 ムーンバット株式会社

15 帽子 山中　克茂 60 照明付き帽子 寺田株式会社

16 頭部被覆体 株式会社シマノ 61 帽子の構造 頼栄豊

17 帽子 株式会社デサント 62 サンバイザー アイメディア株式会社

18 禿頭・白髪隠蔽用帽体 京田　稔 63 帽子 阿部　道子

19 携帯が簡便なバイザー ダダ・コーポレーション 64 帽子 株式会社林シャポー

20 帽子 株式会社シオジリ製帽 65 穴付きつばの帽子 高西　翼

21 帽子 株式会社デサント 66 首巻きサンバイザー 久家　弘子

22 帽子 株式会社シオジリ製帽 67 頭部保護具 安岡　貴治

23 帽子 株式会社エスエスシー 68 穴をあけた帽子の構造 吉田　幸明

24 ルーバー機構付き帽子 ビルマテル株式会社 69 顔覆い布付帽子 上野　るり子

25 スライドアジャスタを備えた帽子 ビルマテル株式会社 70 折り畳みハット 中央帽子株式会社

26 収納部付き帽子 株式会社パワードクター 71 掛け止体及びこれを備えたフード モリト株式会社

27 帽子 株式会社コカジ 72 ボリュームハット 林八百吉株式会社

28 襟消臭・制菌ライナー 森谷　明弘 73 展示帽子用保護テープ 森谷　明弘

29 帽子用吸汗シート 大王製紙株式会社 74 日除け帽子 株式会社ユニワールド

30 帽子等の吹飛び防止紐 花田　由也 75 帽子
▲諸曁▼市▲絲▼百内▲
紡織▼品有限公司

31 着脱式マフラー付き帽子 鈴木　矩子 76 スペック染め和紙糸製帽子 水野ミリナー株式会社

32 通気性および遮光性を有する帽子 ビルマテル株式会社 77 多機能帽子
▲諸曁▼市▲絲▼百内▲
紡織▼品有限公司

33 複鍔帽子 河田　卓司 78 両用帽子
▲諸曁▼市▲絲▼百内▲
紡織▼品有限公司

34 後頭部日除け幕取り付けバンド 山地　康弘 79 防護用インナー付き帽子 株式会社金星

35 目の下の鍔 河田　卓司 80 帽子 株式会社マウント

36 サイズ調節装置を有する伸縮帽子 由豊實業株式会社 81 形状復元帽子 ダダ・コーポレーション

37 帽子 有限会社テレホンワークス 82 日除け付き帽子 株式会社エクレティコ

38 帽子 株式会社ｆｉｎｅｔｒａｃｋ 83 ライナー 森谷　明弘

39 ＬＥＤ照明付き頭部被り物 ジャパンライフ株式会社 84 帽子 株式会社ミヤタ物産

40 磁器混合帽子 里吉　清造 85 帽子及びブレード帯 株式会社エクレティコ

41 冷却機能又は加温機能を有する衣料 パナソニック株式会社 86 帽子 株式会社エクレティコ

42 帽子 株式会社ｆｉｎｅｔｒａｃｋ 87 つけ毛付き帽子 間島　かなえ

43 患者用帽子 関　則雄

44
アパレル及びアクセサリのための構造
体及び方法

シャンハイ　ファン　タイ　ジ
マオ　リミテッド

45 ヘッドウェア ハッツ　ライフ　リミテッド

以上87点収録

帽子の構造と付属品　　　No.10906

[登録・公開編]　　平成25年（1年間）　　　　87点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥19,440    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥19,440　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥29,160　）


