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(税込価格) (本体価格)

￥２１，６００－ ￥２０，０００－

￥２１，６００－ ￥２０，０００－

￥３２，４００－ ￥３０，０００－

(本体価格)

No,10860 公開特許 平.24 65点 ￥16,000

No,10866 登録・公開 平.24 80点 ￥20,000

No,10503 公開特許 平.21 63点 ￥30,000

No,10492       〃 平.18 - 21 63点 ￥30,000

No,10309 登録・公開 平.19-平.20 71点 ￥23,300

No,10050       〃 平.17-平.18 75点 ￥23,400

No,9794       〃 平.15-平.16 74点 ￥19,300

No,9461       〃 平.13 78点 ￥19,500

No,9055       〃 平.11-平.12 81点 ￥27,900

No,9424 公開特許 平.11-平.13 100点 ￥20,000

*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：〒

                   〃

                   〃

スケート･キックボードの構造

ＬＥＤ携帯電灯の構造

玩具花火の組成と製造加工方法

                   〃

                   〃

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

健康器具の構造と装置

ペット型ロボットの構造

脚式歩行ロボットの構造

※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      

知育用組立玩具の構造と製品
[公開編]平成24年～平成25年（2年間）　　79点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０９１６

お   申   込   書

既刊関連セットのご案内

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

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 組み立て玩具 株式会社タカラトミー 38 建築物および玩具の組み立て構造 有限会社ｅ－ｃａｎｖａｓ

2 言語習得用の学習玩具 池場　健太郎 39 建築物および玩具の組み立て構造 有限会社ｅ－ｃａｎｖａｓ

3
立方体及び他の形状を形成するため
の、分散されて複雑さの程度の低いポ
リキューブを有するパズル

ダミアン　ジェラード　ラヴラ
ンド

40 知育用メカトロ融合型木製積木
公立大学法人札幌市立大
学

4 組立てブロック ヨシリツ株式会社 41 組み立て玩具 豊福　里佳

5 組み立て玩具 株式会社バンダイ 42 幼児用玩具 木田　純一

6 メジャー機能を備えた工作部材 有限会社　村岡製作所 43 幼児用玩具 木田　純一

7 積み木セット 株式会社モリセイ 44 クッション体 学校法人東北工業大学

8 知育玩具 有限会社福益工業所 45 知育玩具とそのケース 満間　昭典

9 組み立て玩具 株式会社バンダイ 46 ユニット組立体 廣野　耕之助

10 組み立て玩具 株式会社バンダイ 47 知育玩具の玩具箱 庭野　芳夫

11
組み立て方認識機能を備えた玩具ブ
ロックシステム

株式会社日立製作所 48 可動式組立嵌め合い構造 有限会社ＴＳＤＥＳＩＧＮ

12 健康玩具 株式会社ＮＳ企画 49 磁石取付け用部品及び磁石玩具
オルダ・コリア・カンパニー・
リミテッド

13 人形体 ささのやドットコム株式会社 50
可動モジュールを用いたビルディング
ブロックシステム

オシューツ，レオンハルト

14 組立てブロック ヨシリツ株式会社 51
磁石が内蔵された組み立て式玩具ブ
ロック

バリューション．インク．

15 ブロック・パズル 浅野　隆 52 可変性の強固な構造的玩具
クリエイティブ　トイズ　エル
エルシー

16
電気的接続構造を備えたポールフ
レームセット

林　嘉彦 53 照明玩具構築システム及び方法 カプリオラ，ジョナサン

17 電気接続構造を備えた発光積木 林　嘉彦 54
噛み合い型建築用ブロック、舗装用ユ
ニット、タイルもしくは玩具エレメントお
よびその構築方法

バーリント、アーダーム

18 乳児用のブロック玩具 リ，キュフィ 55
モジュール組立システム、組立要素、
連結要素、エンド要素、およびこのよう
な組立システムに用いられる工具

ウィデー・ベスローテン・フェ
ンノートシャップ

19
玩具セット、この玩具セットに使用され
る立体部品又は配置部品

仲　慎二郎 56 玩具組立セット レゴ　エー／エス

20 ブロック玩具
株式会社エイチ・ディー・エ
ス

57 玩具組立セット レゴ　エー／エス

21 ブロック玩具
株式会社エイチ・ディー・エ
ス

58 玩具組立セット レゴ　エー／エス

22
機能ブリックを有する玩具組立システ
ム

レゴ　エー／エス 59 玩具組立セット レゴ　エー／エス

23
磁気ブロック及び磁気ブロックを作製
する方法

テグ 60 玩具組立セット レゴ　エー／エス

24 組立て式連結体 木田　眞紀夫 61 玩具組立セット レゴ　エー／エス

25 身体機能訓練器具または知育用玩具 月田　一三 62 玩具組立セット レゴ　エー／エス

26 身体機能訓練器具または知育用玩具 月田　一三 63 玩具構築システム
ストルテン，マーク　ランドー
ル

27 積み木 高槻電器工業株式会社 64 嵌め合い式組み立てブロック 株式会社テラテック

28 積木構造 嵩▲フォン▼實業有限公司 65 積木ユニット 福岡　学

29 発光積木の電気接続構造 林　嘉彦 66 組立てパズル 株式会社くもん出版

30 積み木固定構造 得禎興業有限公司 67 骨組み組立て部材 伴　泰誉

31 組み合わせ式積木 林　嘉彦 68 組み合わせ式組み立てブロック 株式会社テラテック

32
防水及び絶縁機能を備える装飾用発
光積木

林　嘉彦 69
ケース本体内に収納した駒上面の色と
配列を記憶し、別のケース本体内に別
の駒を使い、記憶どおりに収納・・・

一瀬　敏夫

33 遊戯用ブロック 株式会社バンダイ 70 魔方陣玩具 大須賀　昌美

34 積み木玩具 加藤　純子 71 置物 村田　文規

35 直方体組立パズル 廣田　正元 72 限定空間中の立体パズル 神谷　修

36 組み立てブロック 株式会社テラテック 73 組み立て玩具用部品 有限会社ＷＡＴＡＮＡＢＥ

37 立方体の平行移動を学ぶ知育教具 越阪部　俊彦 以下6点省略

知育用組立玩具の構造と製品　　　No.10916

[公開編]　　平成24年～平成25年（2年間）　　　　79点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥21,600    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥21,600　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥32,400　）


