
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,10956 公開特許 平.26 69点 ￥18,000

No,10934       〃 平.25 70点 ￥18,000

No,11003 登録・公開 平.26 60点 ￥16,000

No,10922       〃 平.25 60点 ￥16,000

No,10940       〃 平.25 67点 ￥18,000

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,11000 登録・公開 平.26 70点 ￥16,000

No,10929       〃 平.25 70点 ￥16,000

No,11010       〃 平.26 71点 ￥18,000

No,10906       〃 平.25 87点 ￥18,000

No,10283 公開特許 平.10-平.19 91点 ￥29,800

No,11007 登録・公開 平.26 70点 ￥20,000

No,10936       〃 平.25 67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：〒

ランドセルの構造と付属品

               〃

手提げバッグと製作方法

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

婦人靴の製造方法

               〃

夜間交通安全用チョッキ

スーツケースの構造と付属品

スーツケースの構造と付属品
[公開編]平成27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)

               〃

               〃

※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      

防災グッズと使用方法

               〃

帽子の構造と付属品

               〃

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１１０３５

お   申   込   書

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



1 キャリーカート兼用歩行器 南原　博志 36
キャリーバッグ及びキャリーバッグ搬送
装置

富士コム有限会社

2 金属／樹脂複合構造体 三井化学株式会社 37 マルチウェイバッグ 株式会社ＳＴＡＲＴＴＳ

3
荷物用ハンドル構造体及びかかるハン
ドル構造体を備えた荷物

フォキアー　ゲゼルシャフト
ミット　ベシュレンクテル　ハ
フツング

38 スーツケース ラムアンドジャック株式会社

4 皺軽減バッグ 柴野　戸仁子 39 鞄錠 株式会社日乃本錠前

5 キャリーバッグ アジア・ラゲージ株式会社 40 手元ブレーキ付きキャスター 株式会社日乃本錠前

6 旅行かばん物品及びその構成方法
アイティ　ラゲージ　リミテッ
ド

41
熱可塑性樹脂組成物およびその成形
品

東レ株式会社

7
ケース容積を拡充できるハードタイプ
スーツケース

頼　偉浤 42 キャスター付バッグのキャリーハンドル エース株式会社

8 キャリーカート 黒須　誠治 43
インターロック式ジッパー引き手を持つ
手荷物ケース

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．

9 バッグ 株式会社ティーアンドエス 44 ポリカーボネート樹脂組成物 帝人株式会社

10 内部保持部材を有する手荷物ケース
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．

45
ハードタイプスーツケースの隠し収納
構造

頼　偉浤

11 キャリーバッグ 新山　摩梨花 46 スーツケース 株式会社ティーアンドエス

12 鞄のハンドル装置 株式会社日乃本錠前 47 支持物品 有限会社アルファ・セレクト

13 緩衝キャスター 株式会社日乃本錠前 48 ファスナー式スーツケース 有限会社池田屋カバン店

14
金属／樹脂複合構造体および該構造
体の製造方法

三井化学株式会社 49 キャリーカート フジマイクロ株式会社

15 耐久性に優れた軽量化旅行鞄 サンコー鞄株式会社 50 ストッパー付きキャスター 株式会社日乃本錠前

16 静音キャスター
クェソ　インダストリー　カン
パニー　リミテッド

51 車輪付き荷物ケース
トラベルプロ　インターナ
ショナル，インク．

17
細長いアームを有する片持ち梁式車
輪ブラケットを用いた鞄物品

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．

52 スーツケースないし旅行鞄
ベーシックネット　ソシエタ
ペル　アチオニ

18 キャリーバッグ 株式会社ティーアンドエス 53 衣類キャリア
スートパック　ピーティーワイ
エルティーディー

19 バッグカバー 縄田　紀美子 54 バッグ 株式会社シフレ

20 キャリーカート 株式会社ティーアンドエス 55
旅行かばん用補強フレームおよび補
強フレームを有する旅行かばん

皇冠皮件工業股▲分▼有
限公司

21 キャリーカート 株式会社ティーアンドエス 56 調整可能なバックル
富川精密工業股▲フン▼
有限公司

22 キャリーバッグ エンドー鞄株式会社 57 スーツケース 株式会社メルヘン

23 ショッピングカート兼用キャリーバッグ 株式会社エクセディ 58 固定ハンドル付きスーツケース 株式会社シフレ

24 金属／樹脂複合構造体 三井化学株式会社 59
中央ハンドルを有するキャリーバー付
きスーツケース

東莞市美而美旅行用品有
限公司

25 キャスター 株式会社日乃本錠前 60 バッグ 株式会社シフレ

26 キャリーカート 加治屋　徹 61 キャリーカートアセンブリ 梁　勝忠

27 キャリーバッグ 小林　正樹 62 スーツケース アジア・ラゲージ株式会社

28
ファブリック強化樹脂成形体の製造方
法及びファブリック強化樹脂成形体

宇部エクシモ株式会社 63 データセンタ
株式会社アイピーコア研究
所

29
ファブリック強化樹脂成形体の製造方
法及びファブリック強化樹脂成形体

宇部エクシモ株式会社 64 キャリーケース 株式会社シフレ

30 キャリーケース 広和エムテック株式会社 65 制動可能な輪座 呉禎權

31 キャリーケース 広和エムテック株式会社 66 バッグ
株式会社サンリオファー
イースト

32 スーツケース 黒田　まさみ 67 キャリーケース用底足 株式会社シフレ

33 キャリーバッグ 株式会社　アイエムエフ 68 計量メータ付き手提げハンドル 株式会社シフレ

34 車輪及び移動装置 鏡　和夫 69
キャリーケースの車輪格納雪中運搬用
具

酒井　正勝

35 手押しカート 株式会社幸和製作所 以上69点収録

スーツケースの構造と付属品　　　No.11035

[公開編]　　平成27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　）


