
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)

￥２１，６００－ ￥２０，０００－

￥２１，６００－ ￥２０，０００－

￥３２，４００－ ￥３０，０００－

(本体価格)

No,11007 登録・公開 平.26 70点 ￥20,000

No,10936       〃 平.25 67点 ￥20,000

No,10943       〃 平.25 69点 ￥20,000

No,10910 公開特許 平.25 70点 ￥20,000

No,10859       〃 平.24 65点 ￥18,000

No,10499       〃 平.17-平.21 70点 ￥20,000

No,10777       〃 平.18-平.23 72点 ￥18,600

No,10369       〃 平.19-平.20 89点 ￥27,000

No,10480       〃 平.13-平.21 67点 ￥18,000

No,9174       〃 平.5-平.12 72点 ￥24,800

No,8172       〃 平.4-平.8 70点 ￥19,700

No,9168       〃 平.5-平.12 84点 ¥24,700

No,6909       〃 昭.60-平.1 102点 ¥22,600

No,6710       〃 昭.59-昭.63 42点 ¥12,000

No,9757       〃 平.6-平.15 100点 ￥23,000

No,9172       〃 平.5-平.12 91点 ¥29,700

*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：〒

エアクッション靴底の構造

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

既刊関連セットのご案内

健康サンダルとその製造方法

               〃

               〃

高齢者用履物の製造方法

健康シューズの製造方法

婦人靴の製造方法

婦人靴の製造方法
[登録・公開編]平成27年（1年間）　　70点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１１０７５

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

お   申   込   書

地下足袋の構造と製造方法

水虫予防治療用品

腰痛帯とその製造方法

※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      

スポーツシューズの製造方法

外反母趾矯正用品

               〃

使い捨て靴用中敷

使い捨てスリッパとその製造方法

防寒ブーツの構造と製造方法

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



1 硬度が不連続に変化するインソール 株式会社村井 43 シート状物 東レ株式会社

2 皮革様シート状物およびその製造方法 東レ株式会社 44
解体可能な靴及び交換可能な紐、並
びにそれを作製及び使用する方法

シーエルアイシー　ライフス
タイル　リミテッド

3 履物の底部材 株式会社卑弥呼 45 変換可能な靴 マルホランド、サラ　メリッサ

4
履物用のインナーソールサポートシス
テム

アンジェラ・シングルトン 46
接着性、洗濯可能、抗菌性の靴用イン
サートライナー及びその製造方法

ジェイシーエー　インベスト
メント　ホールディングス　イ
ンコーポレイティド

5 靴の中敷
株式会社アサヒコーポレー
ション

47 シート状物およびその製造方法 東レ株式会社

6 ヒール交換ができる靴 ▲吉▼田　智美 48 インソール及び履物 株式会社　日元倶楽部

7 履物製品
エイチビーエヌ　シュー　エ
ルエルシー

49
アウトソールおよびミッドソールを備え
た靴底

株式会社アシックス

8 履物用着脱式補助ベルト 福田　江津子 50 サンダル基板及びサンダル 株式会社いきいき堂

9 靴底 広島化成株式会社 51 履物装飾用シール 溜島　進

10 インソール 株式会社村井 52 履物 株式会社いきいき堂

11
着脱式ウェッジヒールおよびそのカスタ
マイズ方法

ジャン　ミョン　ホー 53 装飾機能を備えた履物 株式会社Ｄａｚｚｙ

12 靴 鄭　賢雄 54 靴裏フェルト 道善　玲乃

13 靴中敷 加曽利　正美 55 靴の中敷き プロテ産業株式会社

14 ハイヒール 李伯曜 56 靴底及びその靴底を備える履物 カワノ株式会社

15
ハイヒール靴用インソール及びハイ
ヒール靴

共和ゴム株式会社 57 換気機能を備えた靴 株式会社シュアレ

16 靴中敷
株式会社アサヒコーポレー
ション

58 靴の中敷き 大内　健次

17 靴底及び靴 株式会社ジャパーナ 59 靴用滑り止部材 佐藤　貞夫

18 靴底
株式会社アサヒコーポレー
ション

60 靴ベルト用バックル 川村通商株式会社

19 インソール 広島化成株式会社 61 踵の滑り止め付き靴 株式会社卑弥呼

20 履物 田中　圓造 62
靴用中敷きの滑り止め構造、靴用中敷
き及び靴

株式会社ジーフット

21 開放型履物 田中　圓造 63 靴 陳俊誠

22 履物用のカバー 田中　圓造 64 スリッパ 株式会社いきいき堂

23 スポンジ貼付型中底 株式会社村井 65
ヒールがある靴に使用される支持パッ
ド

白　淳升

24 紐靴及びその使用方法 有限会社プレーン 66 インソール構造 劉　▲ルオ▼庭

25 靴底 広島化成株式会社 67 インソール及び履き物 岩▲崎▼　和江

26 靴 花王株式会社 68 中敷き及び靴 有限会社プレーン

27 靴 株式会社ミューテーション 69 履物の底板及び履物、靴の中敷 株式会社ＤＣ

28 サンダル 株式会社　ＭＴＧ 70 靴装着用靴ベラ 小泉　朝雄

29 サンダル 株式会社　ＭＴＧ

30 シート状物およびその製造方法 東レ株式会社

31 ピアノ演奏用の靴 倉知　真由美

32 靴 有限会社中山靴店

33 履物 株式会社エヌシィシィ

34 靴底とその靴底を備えた靴
株式会社リーガルコーポ
レーション

35 ヒール交換ができる靴 ▲吉▼田　智美

36 吊り具付き靴 米丸　実夫

37 本底とその本底を使用した靴
株式会社リーガルコーポ
レーション

38 ハイヒール 李伯曜

39 足指履物 宮阪　清人

40 シート状物およびその製造方法 東レ株式会社

41
前すべり防止用パッド及び前すべり防
止用パッド内蔵女性靴

株式会社村井

42 シート状物およびその製造方法 東レ株式会社

以上70点収録

婦人靴の製造方法　　　No.11075

[登録・公開編]　　平成27年（1年間）　　　　70点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥21,600    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥21,600　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥32,400　）


