
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,10922 登録・公開 平.25 60点 ￥16,000

No,10914       〃 平.24 - 25 86点 ￥20,000

No,10511B 公開特許 平.18 - 21 62点 ￥16,000

No,10511A       〃 平.14-平.17 62点 ￥16,000

No,9295       〃 平.10-平.13 60点  ￥15,000

No,8408       〃 平.7-平.9 62点  ￥23,400

No,9294       〃 平.10-平.13 74点  ￥18,500

No,8405       〃 平.7-平.9 80点 ￥29,700

No,7938       〃 平.4-平.6 73点  ￥24,300

No,8404       〃 平.5-平.9 79点 ￥27,700

No,8159A       〃 平.4-平.8 63点 ￥19,700

No,8159B       〃 平.4-平.8 63点 ￥19,700

No,10436A 特許登録 平.21 55点 ￥14,200

No,10303A       〃 平.20 49点 ￥13,500

No,10152A       〃 平.19 50点 ￥13,900

No,10046A       〃 平.18 50点 ￥13,900

No,9912A       〃 平.17 61点 ￥16,500

No,9785A       〃 平.16 46点 ￥10,800

No,9649A       〃 平.15 44点 ￥9,600

*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：〒

手押し運搬台車のハンドル装置

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      

かご形運搬台車の構造と装置

               〃

               〃

折り畳み運搬台車の構造

手押し運搬台車のブレーキ装置

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０９３４

お   申   込   書

キャスターの構造と製造方法

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

スーツケースの構造と付属品
[公開編]平成25年（1年間）　　70点

               〃

               〃

ショッピング・カートの構造と装置

               〃

既刊関連セットのご案内

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

キャリーバッグの構造と付属品

ランドセルの構造と付属品



1 バッグ及び蛇腹構造 二宮　フミ子 34
軟質面型手荷物ケースのための一体
型持運び取っ手付き手荷物ケース・パ
ネル

サムソナイト　アイピー
ホールディングス　エス．
エー．アール．エル．

2
拡張式仕切、および該仕切を用いたか
ばん

株式会社シフレ 35 旅行かばん物品およびその構成方法
アイティ　ラゲージ　リミテッ
ド

3 収容部の構造
株式会社　セピア・クワー
ティー・インターナショナル

36
スーツケース、荷物、搬送容器等用の
旋回キャスタ

ズートハウス　ゲゼルシャフ
ト　ミット　ベシュレンクテル
ハフツング　ウント　コ・・・

4 軽量で高強度の旅行鞄 トゥミ，インコーポレイティド 37 手元ブレーキ付きキャスター 株式会社日乃本錠前

5
自己調整式持ち運び用ストラップシス
テムおよび自己調整式持ち運び用スト
ラップシステムの製造方法

カーステン　マニュファク
チュアリング　コーポレー
ション

38 スーツケース改良構造 宋文恭

6 鞄のキャスター固定構造 サンコー鞄株式会社 39 スーツケースのフレーム
皇冠皮件工業股▲分▼有
限公司

7 バッグのキャスター 有限会社テックメック 40 スーツケース アートウエルド株式会社

8 キャスター 住友ゴム工業株式会社 41 キャスター付きカバン アイシン通商株式会社

9 鞄用キャスター 株式会社日乃本錠前 42 スーツケースのハンドル定位構造
▲チャン▼新科技股▲ふん
▼有限公司

10
ショルダーストラップ、携帯用運搬具お
よびショルダーストラップ用肩パッド

浦　賢治 43
スーツケース用台座及びこれを使用し
たスーツケース

株式会社ティーアンドエス

11 リフトアップキャスター 株式会社日乃本錠前 44 旅行かばんの伸縮ハンドル
皇冠皮件工業股▲分▼有
限公司

12 キャスターを有する鞄 株式会社スワニー 45 スーツケースのプルバーハンドル構造 頼　偉浤

13 キャスター 有限会社ファースト 46 硬質トランクケースのＰＣ収納構造 頼　偉浤

14 手荷物運搬用腰ベルト補助装置 向山　重吉 47 スーツケース用錠前装置 株式会社ティーアンドエス

15 名札付き結束用ベルト ワタナベ株式会社 48 多変バッグ 百興国際文具有限公司

16 キャリーバッグ用ハンドルカバー エース株式会社 49 容量が可変できるスーツケース 株式会社モア

17 バッグ類のキャスターロック装置 株式会社ティーアンドエス 50 鞄 株式会社ヒューネット

18 キャスター 住友ゴム工業株式会社 51 容積が変わる旅行鞄 戸口　吉雄

19
ファスナーストリンガー、カバン用スライ
ドファスナー、及びカバン

ＹＫＫ株式会社 52 スーツケース用錠前装置 株式会社ティーアンドエス

20 キャリーバッグ 清水　静治 53 バッグ
山一コーポレーション株式
会社

21
多機能ボード付旅行用衣類収納ケー
ス

八幡　順子 54 フロントオープン型キャリーケース
山一コーポレーション株式
会社

22 スーツケース 株式会社シフレ 55 スーツケース用フレーム サンコー鞄株式会社

23
自己強化された熱可塑性プラスチック
材料からプラスチック部品を製造する
方法、装置、および、そのプラ・・・

サムソナイト　アイピー
ホールディングス　ソシエテ
ア　リスポンサビリテ　リミテ

56 トラベルケースの錠前装置 株式会社ティーアンドエス

24 キャリングケース
ペリカン　プロダクツ　イン
コーポレイテッド

57 スーツケースの箱体伸縮構造 頼　偉浤

25 バッグ用キャスターの車輪 株式会社水野鞄店 58 フロントオープン型キャリーケース
山一コーポレーション株式
会社

26 かばん
ジェイディジャパン株式会
社

59 肩掛け用ストラップ及び鞄 インダストリア株式会社

27 ラゲッジ
フォイ　ギア　ゲゼルシャフト
ミット　ベシュレンクテル　ハ
フツング

60 キャスター付きトートバッッグ 本間　郁子

28 ジッパー錠 株式会社日乃本錠前 61 バッグ類のキャスターロック装置 株式会社ティーアンドエス

29
ショルダーストラップ、中央ベルト部材
および携帯用運搬具

浦　賢治 62
スーツケース等のバッグ類における
キャスターロック装置

株式会社ティーアンドエス

30 キャスター 株式会社ゼロワンデザイン 63 バッグ用カバー 平田　耕一

31
キャスター用板バネ及びそれを用いた
キャスター

株式会社ゼロワンデザイン 64 バッグ類における自重計測装置 株式会社ティーアンドエス

32 ストッパー付き双輪キャスター 株式会社日乃本錠前 65 バッグセット 株式会社リミックス

33
鞄用ベルト及びその鞄用ベルトを備え
た鞄

有限会社ピーアール・デザ
イン・インク 以下5点省略

スーツケースの構造と付属品　　　No.10934

[公開編]　　平成25年（1年間）　　　　70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　）


