
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)

￥１７，２８０－ ￥１６，０００－

￥１７，２８０－ ￥１６，０００－

￥２５，９２０－ ￥２４，０００－

(本体価格)

No,11012 公開特許 平.26 60点 ￥16,000

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27年（1年間）　　60点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１１０７２

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

タオルの製造加工方法

◎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 タオルポーチ 株式会社レイアップ 38 タオル モリリン株式会社

2 洗顔用アームカバー 松尾　久子 39 タオル 篠崎　規子

3 タオル巻き装置 有限会社ラブ・グリーン 40 印刷タオル プリントメモリアル株式会社

4
人体の背中洗い用の持ち手付き専用
タオル

富士精版印刷株式会社 41 着用具およびパイルアンドフック 菊谷　好男

5
デコレーション用パーツの装飾固定方
法

平岡織染株式会社 42 多機能枕 細谷　数美

6 立体パイル布帛 上野　昭 43 タオル 稲垣　宗員

7
紙フィブリル糸とその製造方法及びこ
れを用いた繊維製品

株式会社サンマジー 44 衣類等圧縮袋用トレイ 久野　浩

8
中空形状記憶糸を使用した自動調温
繊維類と自動調温糸と衣類。

池上　豊彦 45 タオル 久保　貴資

9 洗髪用巻きつけタオル 矢田　昌美 46 ペット用手袋型タオル 株式会社庭遊館

10 スリット付タオル 鷹井　勤 47 優しいエコ・タオル 川島　文彦

11 巻きタオル 大竹　恭子 48
１種のコアスパンヤーン及びそれで作
られる中空糸、空芯生地、中空タオル

余燕平

12 清掃用タオルとその使用方法 太陽技研株式会社 49
二枚または二枚以上重ねで独自の絞
り方ができる多用途タオル

吉田　正敏

13
布製品の展開方法及びこれに用いる
展開用器具

国立大学法人信州大学 50
ボタンホールを備えた掛け布団カバー
とボタンを備えた掛け布団カバーのえ
りに掛ける布

山本　暁子

14 ヘッドマッサージ専用タオル 中村　雄二 51
タオル、タオル製品、及びタオル地を
用いた被服

リポス株式会社

15 吸水速乾性編地
ユニチカトレーディング株式
会社

52 乳幼児用メモリアル寝具セット 株式会社サンデシカ

16 ふくふく手拭 熊田　静子 53 タオルおよびタオル生地 有限会社Ｇ．Ｐ．

17 布地の巻付方法 加藤　晴久 54 汗とりタオル 池田　勝秀

18
着脱式温泉用タオル・男女兼用（紐っ
ちゃう！）

笠巻　伸宏 55 小袋付手拭い 郡　通夫

19 布製身の回り品 株式会社ベネフィット 56 身体洗浄用具 タツネ株式会社

20 多機能身体洗い具 平塚　清徳 57 スポンジ入り手拭い 村上　晴子

21
伸縮性紙糸、これを用いた織編物及び
その製造方法

林撚糸株式会社 58 肌着
特定非営利活動法人アー
ク・サポート

22 ペット用タオル 株式会社ホワイトフォックス 59 タオル 稲垣　宗員

23 ボディタオル 株式会社アイセン 60 よだれ掛け 島津衣料株式会社

24 ゴム紐付き帽子タオル 新崎　勝典

25 垢すり用具用生地の製造方法 ベ　ジェオンジュン

26 昇華転写プリント織物 織江株式会社

27 着替え用のカバー 廣瀬　和男

28
吸水性・蒸散性に加え抗菌活性を有
するプラチナ繊維

株式会社バイオフェイス東
京研究所

29
カットループ組織を有する生地、その
製造方法及びそれを用いた製品

クレンボン　カンパニー　リミ
テッド

30
カットループ組織を有する生地、その
製造方法及びそれを用いた製品

クレンボン　カンパニー　リミ
テッド

31
カットループ組織を有する生地、その
製造方法及びそれを用いた製品

クレンボン　カンパニー　リミ
テッド

32 タオル ソン、デプ

33 吸熱用タオル ソン、デプ

34 おしぼり及びおしぼりの製造方法
ＶＢジャパンテクノロジー株
式会社

35
リネン製品の製造方法及びクリーニン
グ方法

ＶＢジャパンテクノロジー株
式会社

36 ファスナー付タオル 根岸　真宏

37 パイル起毛繊維製品 プリントメモリアル株式会社

以上60点収録

タオルの製造加工方法　　　No.11072

[公開編]　　平成27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　）


