
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,10934 公開特許 平.25 70点 ￥18,000

No,10940 登録・公開 平.25 67点 ￥18,000

No,10922       〃 平.25 60点 ￥16,000

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

No,10511B 公開特許 平.18-平.21 62点 ￥16,000
No,10511A       〃 平.18-平.21 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,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,10929 登録・公開 平.25 70点 ￥16,000

No,10906       〃 平.25 87点 ￥18,000

*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：〒

スーツケースの構造と付属品

               〃

防災グッズと使用方法

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      

キャスターの構造と製造方法

               〃

               〃

               〃

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０９５６

お   申   込   書

帽子の構造と付属品

◎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26年（1年間）　　69点

               〃

               〃

キャリーバッグの構造と付属品

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)

ランドセルの構造と付属品

手提げバッグと製作方法



1
折畳み式旅行バッグおよび折畳み式
旅行バッグを製造する方法

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
旅行鞄用ラチェット・タイプ拡張システ
ム

ブリッグス　アンド　ライリー
トラヴェルウエア　エルエル
シー

2 カバン用ロック装置 アイシン通商株式会社 39 ボックスの持ち手 陳首卯

3 鞄 株式会社ティーアンドエス 40 ハンドル付きスーツケース 陳首卯

4
バッグ用ストラップアッセンブリおよびス
トラップアッセンブリを有するバッグの
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

41 多機能スーツケース
廣東明家科技股▲フン▼
有限公司

5 一軸キャスター 株式会社日乃本錠前 42 キャリーバッグ 有限会社ファーストシーン

6 バッグ付きキックスケータ
ジェイディジャパン株式会
社

43 木製合成素材を用いた鞄 株式会社谷口

7 カバン又はバッグ用サポートシュウズ 加藤　祥治 44 ブレーキ機能を備えたホイールセット
金泰祥精密五金（昆山）有
限公司

8 非常用鞄 株式会社守乃宮 45 旅行用キャリーケース 土田　仁史

9 盗難防止機能が付与された鞄 サンコー鞄株式会社 46 車輪付き鞄用カバー アンドウ株式会社

10 随意座 周勝騰 47 ディスプレイボックス 株式会社シフレ

11 ジッパーロック 株式会社日乃本錠前 48 携帯式多用途収納箱 盧　景成

12 キャスターを有する鞄 株式会社スワニー 49 旅行かばん
皇冠皮件工業股▲分▼有
限公司

13 鞄 萩原　朗子 50 嵌め込み装飾可能なスーツケース 呉禎權

14 調理器具や燃焼器具になる鞄 彦根　伸広 51 前開き型ベルトバックル
富川精密工業股▲分▼有
限公司

15 車輪装置 株式会社俵屋 52 スーツケースの連結ベルトリング
富川精密工業股▲分▼有
限公司

16 車輪装置 株式会社俵屋 53 収納ケース アジア・ラゲージ株式会社

17 凹凸専用収納ケース 八幡　順子 54 キャリーバッグ 株式会社ドウシシャ

18 カバン内収納整理用具 角元　純一 55 キャリーバッグ兼用トートバッグ 片倉　圭佑

19
ディスプレイを備えたカバン物品及び
カバン物品のための通信システム

エアバス　オペレーションズ
ゲーエムベーハー

56
取り替え可能な装飾部材を用いたスー
ツケースのキャスター構造

呉禎權

20 キャリーバッグ 西村　礼貴 57 ハンドル付きスーツケース 株式会社シフレ

21 キャスター付き鞄 有限会社アピア 58 付属品陳列具 株式会社ティーアンドエス

22 ソリ機能付きキャリーバック 水喰　文子 59 軟質複合材料 曾　凱熙

23
開口部に止水ファスナーを接続した
ロール式防水バック。

有限会社金野縫製 60 キャリーバック 伊藤　勉

24 収納部材及びこれを備えた鞄 高橋　宏通 61 旅行かばん用ダイヤル式施錠装置 株式会社協和

25
硬質鞄用シェルの製造方法及び硬質
鞄

株式会社二友 62 旅行かばんのファスナー用施錠装置 株式会社協和

26 キャリーカート 紅葉　淳一 63 スーツケースのプルバー定位機構
富川精密工業股▲ふん▼
有限公司

27 キャリーバッグ用スキー 横山　一夫 64 キャリーカート 株式会社シフレ

28 ブレーキ付きキャスター 株式会社日乃本錠前 65 保護カバー
鴻海精密工業股▲ふん▼
有限公司

29 キャリーバッグ 株式会社ジャパーナ 66 多層盗難防止ファスナー構造
優徳國際股▲ふん▼有限
公司

30 段スルーバッグ 田中　和夫 67 キャリーカートのバンド構造
瀚堯工業股▲ふん▼有限
公司

31 衝撃緩衝ベルト 長谷川　今朝美 68 キャリーカート
瀚堯工業股▲ふん▼有限
公司

32 成形品の製造方法 株式会社ＫＯＳＵＧＥ 69 組み立てバッグ 曹　巨明

33 ハンドカート 株式会社リッチェル

34 安全包袋装置 カシェック、ハラルト

35 断熱容器用折り畳み硬質ライナー
ザ・コールマン・カンパ
ニー・インコーポレイテッド

36
私物品携帯デバイス、システム、方法
および装身具

フーレスターズ，　エルエル
シー

37 衣類保持装置
マキノリ　ライフスタイル
ビー．ヴイ． 以上69点収録

スーツケースの構造と付属品　　　No.10956

[公開編]　　平成26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　）


