
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,10947 公開特許 平.25 70点 ￥16,000

No,10929 登録・公開 平.25 70点 ￥16,000

No,10906       〃 平.25 87点 ￥18,000

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,9573       〃 平.5-平.14 92点 ￥21,400

No,8247       〃 平.5-平.8 64点 ￥24,600

No,9835       〃 平.13-平.16 78点 ￥23,400

No,9154       〃 平.9-平.12 64点 ￥19,800

No,8275       〃 平.4-平.8 68点 ￥19,700

*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：〒

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

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

防災グッズと使用方法

安眠枕の製造方法

汗取りパットとその製造方法

既刊関連セットのご案内

スキーウェアの構造と製造方法

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

帽子の構造と付属品

               〃

介護用シーツとその製造方法

使い捨てシーツとその製造方法

化粧綿・脱脂綿とその製法

               〃

※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

寝具の製造加工方法
[登録編]平成25年（1年間）　　69点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０９５１

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

お   申   込   書



1
羽毛袋用不織布およびこれを用いた
衣料

日本バイリーン株式会社 38 ポリエステル複合繊維 東レ株式会社

2
羽毛袋用不織布及びこれを用いたダ
ウンプルーフ構造体

日本バイリーン株式会社 39
羽毛布団及びその羽毛布団が用いら
れた組み合わせ布団

フランスベッド株式会社

3 寝具用上掛けのズレ止め具 株式会社太田興産 40 羽毛布団 小林　裕三

4 掛け布団及びその製造方法
パシフィック・コースト・フェ
ザー・カンパニー

41 新規製品 ピーツーアイ　リミティド

5 シート材 セーレン株式会社 42 積層クッション構造体 東洋紡株式会社

6
ノロウイルスを不活化する性能を備え
た繊維又は繊維製品及びその製造方
法

シキボウ株式会社 43 発泡体からなる寝具 株式会社カネカ

7 クッション材
日本合成化学工業株式会
社

44 三層構造織編物および繊維製品 帝人フロンティア株式会社

8 健康増進及び環境改善のパウダ 白石　淑子 45 電位・温熱組合せ家庭用電気治療器 株式会社京都西川

9 防虫性布団綿の製造方法 山中商事株式会社 46 機能性繊維及び機能性繊維製品 帝人株式会社

10 エコスリープ寝具 鈴木　善雄 47 羽毛成形体の製造方法
農工大ティー・エル・オー株
式会社

11 寝具用クッション体
株式会社イノアックコーポ
レーション

48
消臭性セルロース繊維構造物および
その製造方法、並びにこの消臭性セル
ロース繊維構造物を用いた消臭性・・・

東洋紡スペシャルティズト
レーディング株式会社

12 寝具 八重樫　盛彦 49
羽毛含有シートおよび羽毛含有構造
体

有限会社梅田事務所

13
ポリエステル重合触媒およびこれを用
いて製造されたポリエステル並びにポリ
エステルの製造方法

東洋紡株式会社 50
羽毛、羽毛製品及び羽毛又は布団側
地用処理剤

ダイワボウホールディングス
株式会社

14
静粛性に優れたポリエステル系弾性網
状構造体およびその製造方法

東洋紡株式会社 51
寝具類の高さ調整具および高さ調整
具を備えた寝具類

ナオ・シング株式会社

15 発泡体を含む繊維成形体の製造方法 エーティー技研株式会社 52 寝具用寝起き補助装置 新葉産建株式会社

16 褥瘡改善具 ブルネエズ株式会社 53 詰め綿 倉敷紡績株式会社

17 真綿製品作成体験キット 株式会社ロマンス小杉 54 寝返りシート 大嶋　克彦

18 布団および布団収納袋 鵜川　恵子 55 流体袋を備えた寝具用傾斜装置 大場　和夫

19 吸湿後の冷え感の少ない布製製品 東洋紡株式会社 56
クッション材及びそれの製造方法並び
にインソール

株式会社ライフリング

20
詰め綿、その製造方法及びこれを用い
た製品

倉敷紡績株式会社 57 寝装側地および寝装品 帝人株式会社

21 敷寝具用発泡体及びその製造方法 ＤＭノバフォーム株式会社 58 掛け布団 後閑　始

22
軟化剤を含有するフォームラバーおよ
びその製造方法

株式会社イノアックコーポ
レーション

59 クッション材 西川産業株式会社

23 縫製製品及び縫製方法 伊藤忠商事株式会社 60 寝具 ブルネエズ株式会社

24
繊維素繊維加工用水性樹脂分散体の
製造方法

ＤＩＣ株式会社 61 ベタツキ感のない布帛及び繊維製品 旭化成せんい株式会社

25
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 62
繊維クッション材およびその製造方法
および繊維製品

帝人株式会社

26 多層構造織編物および繊維製品 帝人株式会社 63 敷具 吉開　紀男

27 寝装具用積層体
東洋紡スペシャルティズト
レーディング株式会社

64
セルロースステープルファイバーおよ
び充填材としてのその利用

レンツィング・アクチエンゲ
ゼルシャフト

28 赤外線吸収布帛およびその製造方法 小松精練株式会社 65 電位・温熱組合せ家庭用電気治療器 株式会社京都西川

29 赤外線吸収布帛およびその製造方法 小松精練株式会社 66
寝具用クッション、寝具用マット及び寝
具用クッションの製造方法

森田　信義

30 寝具装置 太田　ミエ子 67 クッション台 野口　宏

31
スペーサ物質層と組み合わせた活性
熱吸収／放出層を備えるマットレス

キルツ　オブ　デンマーク
アクティーゼルスカブ

68 クッション体
株式会社イノアックコーポ
レーション

32 中綿 東洋紡株式会社 69 寝袋兼担架 ブルネエズ株式会社

33 袋状シーツ及びこれを備えた敷寝具 黒田株式会社

34
吸水撥油性防汚加工剤、該防汚加工
剤で処理された繊維又は繊維製品及
びその製造方法並びにスプレー容器

シキボウ株式会社

35 空気流通式寝具 西川産業株式会社

36 親水性化セルロース繊維の製造方法 グンゼ株式会社

37 複合繊維の製造方法 東レ株式会社 以上69点収録

寝具の製造加工方法　　　No.10951

[登録編]　　平成25年（1年間）　　　　69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　）


