
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
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＊最新の特許情報が満載！

(税込価格) (本体価格)

￥１７，２８０－ ￥１６，０００－

￥１７，２８０－ ￥１６，０００－

￥２５，９２０－ ￥２４，０００－

(本体価格)

No,11000 登録・公開 平.26 70点 ￥16,000

No,10929       〃 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,8327       〃 平.9 70点  ￥30,600

No,8073       〃 平.8 85点  ￥32,000

No,8016(D)       〃 平.7 100点  ￥33,500

No, 〃 (C)       〃 平.6 91点  ￥27,000

No,10597       〃 平.15-平.22 69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：〒

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

タオルの製造加工方法
[公開編]平成26年（1年間）　　60点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１１０１２

災害時用非常食の製造方法

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

防災グッズと使用方法

◎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

               〃



1 ボデータオル 森谷　夫美子 43 身体洗浄用具 タツネ株式会社

2 温泉水を含有加工し得た生地 杉山　俊博 44 手拭き 株式会社フェリシモ

3
加工紡績糸およびそれを用いた織編
物

浅野撚糸株式会社 45 多用途タオル 株式会社福原鋳物製作所

4
布片の縁部の自動検出方法とその装
置、および、該装置を有する布片展開
送り装置

倉敷紡績株式会社 46 浴用タオル 有限会社岩本通信

5 雌型面ファスナの製法 妙中パイル織物株式会社 47 洗浄用タオル 株式会社ゼンシン

6
パイル編成方法、パイル編地部を有す
る編地

株式会社島精機製作所 48 縫製品 内野株式会社

7 編物 倉敷繊維加工株式会社 49 浴用タオル 石松　千津子

8 足清掃具 久保田　善三 50 浴用ボディタオル 東和産業株式会社

9 糸わた及び糸わたを用いた織編物 楠橋紋織株式会社 51 おしぼり 株式会社山文

10
布生地、汗取りパット等の縫製物、及
び布生地の製造方法

川本産業株式会社 52 タオルパンツ
有限会社デザインハウスレ
モン

11 消臭フィラメントミシン糸 帝人株式会社 53 タオルふんどし
有限会社デザインハウスレ
モン

12 ループ状ボディタオル 八木岡　茂一 54 手拭い 岡▲崎▼　義教

13 伸縮性編物 倉敷繊維加工株式会社 55 喉用エプロン 竹田　敬子

14 あかすりタオル 株式会社山敏 56 アパレルとしてのタオル 藤山　奉文

15
嵩高紡績単糸および嵩高紡績単糸を
含む布帛

株式会社日興テキスタイル 57 タスキ形タオル 石嶋　節子

16 足洗浄用手袋 株式会社グラフィコ 58 喉用エプロン 竹田　敬子

17 タオル ソン，デウプ 59
バスタオルを簡単に着脱できるカバー
型シーツ

境　栄子

18 湯浴み着 株式会社オールゲイン 60 喉エプロン 竹田　敬子

19 手袋型ミトン付入浴用ボディタオル 秦　澄江

20
介護や緊急時において、臥床している
人や怪我人等を敷布と一体に移動で
きる多機能敷布。

近藤　賢治

21 ポリウレタン繊維
東レ・オペロンテックス株式
会社

22 ポリウレタン繊維
東レ・オペロンテックス株式
会社

23 タオル ＳＯ＆ＣＯ株式会社

24
タオル製品およびタオル製品の製造
方法

内野株式会社

25 背負える冷却マット 儀間　恵子

26 接触冷感生地 株式会社ムーブニック

27 タオルマスク 佐藤　紀美代

28 タオル製品 株式会社都市と生活社

29
熱融着性複合糸およびこれを用いた
織編物

日清紡テキスタイル株式会
社

30
布製品の風合い検査機能を備えた折
り畳み装置

前嶋　洋左右

31 滑り止め付タオル 森本　文恵

32 フリル付タオル 原田織物株式会社

33 片方の手だけでも絞れる多機能タオル 星　勲

34 紙糸を含む織編物及びその製造方法 株式会社サンマジー

35 改良抗菌性能を有する繊維
フォス，ステファンス　ダブ
リュー．

36
親水性化セルロース繊維の製造方法、
及び酸化セルロース繊維の還元方法

グンゼ株式会社

37 タオル 内野株式会社

38 タオル 永井　敏之

39 浴用ボディタオル 原田織物株式会社

40 タオル製装飾体 株式会社丸辰

41 多重ガーゼ織物 株式会社成願

42 ファスナー式ラップタオル 古山　知佳子 以上60点収録

タオルの製造加工方法　　　No.11012

[公開編]　　平成26年（1年間）　　　　60点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥17,280    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥17,280　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥25,920　）


