
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,10906 登録・公開 平.25 87点 ￥18,000

No,11000       〃 平.26 70点 ￥16,000

No,10929       〃 平.25 70点 ￥16,000

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,8327       〃 平.9 70点  ￥30,600

No,8073       〃 平.8 85点  ￥32,000

*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：〒

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

※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26年（1年間）　　71点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１１０１０

安全ヘルメットの構造

               〃

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

               〃

◎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



1 折畳み式帽子 株式会社イエロー 44 帽子 株式会社シオジリ製帽

2 帽子用通気補助具 斉藤　泰生 45 応援グッズ 赤嶺　嘉英

3 揺動傾斜を制止したひさし付き帽子 花田　由也 46 帽子用保護具及び帽子 ＤＩＣプラスチック株式会社

4 帽子 株式会社シオジリ製帽 47 振動減衰材料
マッツサイテクノ　ライセンシ
ング　カンパニー

5
帽子用装着具、及びこの帽子用装着
具で用いられる線条体支持具

小阪　一美 48 日除け部材用フック及び日除け部材 株式会社タイムリンク

6
メガネ掛け具及びメガネ掛け具付き頭
部装身具

佐野　雄哉 49
太陽光追跡機能を備えるソーラーエネ
ルギー通風帽

▲チュ▼　華苓

7 帽子 桑原　順一 50 日除け帽子 盧茂安

8 衝撃吸収構造体及び人体保護具
一般財団法人日本自動車
研究所

51 ヘッドネット及びウォーマー 日中ビジネス　株式会社

9 通気性を有する野球帽タイプの帽子 ビルマテル株式会社 52 日除け用庇付頭巾 シンエイ産業株式会社

10 折りたたみ式の携帯用安全帽子 株式会社リード 53 帽子 株式会社エルゴミクス

11 帽子用庇及び帽子 株式会社シオジリ製帽 54 装飾付き帽子 高西　翼

12 被服用パーツ
ダブリュ．エル．ゴア　アンド
アソシエーツ，ゲゼルシャフ
ト　ミット　ベシュレン・・・

55
電磁波シールド材を用いた衣服，帽
子，袋体，板体

有限会社ピー・エム・シー
サービス

13 ハンズフリー照明装置 ウォーターズ、マイケル 56 耐衝撃頭部保護帽子 山田　秀雄

14 目出し帽子 株式会社　ＩＳＺＫ 57 髪どめのためのゴム付き帽子 内田　ちづる

15 通気機能を有する庇 斉藤　泰生 58 クールハット 小野　三八男

16 タオル係止装置 東福　憲郎 59 帽子用遮光具 エイトビーシー有限会社

17
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

60
再帰性反射材を装着した前鍔付き帽
子

株式会社カインズ

18 折畳み式帽子 株式会社イエロー 61 扇子式折りたたみ帽子 中野　操

19 アンダーキャップ
住ベテクノプラスチック株式
会社

62 帽子 名和興産株式会社

20 帽子 株式会社ミヤタ物産 63 帽子構造
元亨精紡工業股▲ふん▼
有限公司

21 一枚のシートから切り出した帽子 山地　渉 64 頭部装着物のカバー 株式会社栗原

22 飛んで行かない帽子 藤野　博子 65 帽子 株式会社栗原

23 帽子 一田　啓子 66 ガーゼ生地の吸汗性バンダナキャップ 泉　知恵子

24 日除け付き帽子 中村　大二郎 67 シームレス帽子用作製装置
全成製帽廠股▲ふん▼有
限公司

25 携帯が簡便なバイザー ダダ・コーポレーション 68 扇子兼用折り畳み帽子
株式会社宗家日本印相協
会

26 折畳み式帽子 株式会社イエロー 69 ウィッグなぼうし
独立行政法人国立がん研
究センター

27 帽子用冷却具 高橋　宏和 70 ストール巻き付けの帽子 藤原　純行

28 冷却帽子 京田　稔 71 衛生帽子 シゲモリ株式会社

29 帽子 松本　誠

30 組み立て帽子 株式会社　加賀紙器

31 通気性を有する野球帽タイプの帽子 ビルマテル株式会社

32 スライドアジャスタを備えた帽子 ビルマテル株式会社

33 リバーシブル防災帽子 齊藤　武子

34
頭部保護部材及びこの頭部保護部材
を設けた帽子

株式会社谷沢製作所

35 帽子用インナーウエア セダージャパン株式会社

36 タオル係止装置 東福　憲郎

37 禿頭・白髪隠蔽用帽体 京田　稔

38 防護面付き帽子
有限会社高芝ギムネ製作
所

39 顔面保護具 株式会社斎藤撚糸

40 帽子 株式会社ディスコ

41 ルーバー付き帽子 ビルマテル株式会社

42 帽子の製造方法 株式会社シオジリ製帽

43 帽子用通気補助具 斉藤　泰生 以上71点収録

帽子の構造と付属品　　　No.11010

[登録・公開編]　　平成26年（1年間）　　　　71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　）


