
株式会社国際技術開発センター
東京都千代田区平河町１－３－６BIZMARKS麹町

 ＜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)

￥３２，４００－ ￥３０，０００－

￥３２，４００－ ￥３０，０００－

￥４８，６００－ ￥４５，０００－

(本体価格)

No,10369 公開特許 平.19-平.20 89点 ￥27,000

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

No,10910       〃 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,10480       〃 平.13-平.21 67点 ￥18,000

No,9174       〃 平.5-平.12 72点 ￥24,800

No,11075 登録・公開 平.27 70点 ￥20,000

No,11007       〃 平.26 70点 ￥20,000

No,10936       〃 平.25 67点 ￥20,000

No,10943       〃 平.25 69点 ￥20,000

No,8172 公開特許 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：〒

婦人靴の製造方法

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

※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

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

スポーツシューズの構造
[登録・公開編]平成28年（1年間）　　80点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１１１７５

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

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

               〃



1
シューズカバーの供給方法及びシステ
ム

シー，　チェン 32 ゴルフシューズ取付用ブラシ 相川　亮二

2
スパイク又はスパイク収容部を備えた
運動靴

エボニック　デグサ　ゲーエ
ムベーハー

33 テニス靴
ダンロップスポーツ株式会
社

3
靴底及びその靴底を有する靴、並びに
靴底の製造方法

プーマ　エス　イー 34 楽々坂道シューズ 村上　茂

4
履物のアイテムを適合させる装置およ
び方法

フィッシャー　シュポルツ　ゲ
ゼルシャフト　ミット　ベシュ
レンクテル　ハフツング

35 運動靴のための平緯編みアッパー アディダス　アーゲー

5 インドアスポーツシューズのソール構造 美津濃株式会社 36 シューズ アキレス株式会社

6 ゴルフシューズのソール構造 美津濃株式会社 37 運動靴 バボラ　ヴイエス

7 緩衝および前進を起こす改良した靴 エンコ 38 表示部を有する靴 株式会社エクスプロア

8 靴、特に運動靴 プーマ　エス　イー 39 シューズ用のベースプレート アディダス　アーゲー

9 靴、特に運動靴 プーマ　エス　イー 40
スポーツ用品の製造のための方法およ
び装置、ならびにこれにより製造される
スポーツ用品

アディダス　アーゲー

10 水中運動用レッグウェア 岡本株式会社 41
プラスチック構成要素を製造するため
の方法、プラスチック構成要素、および
シューズ

アディダス　アーゲー

11 野球靴 株式会社アシックス 42 シューズ用ソール アディダス　アーゲー

12 スパイク付き運動靴及びその製造方法 株式会社キャステム 43 運動靴
ブート　テクノロジーズ　リミ
テッド

13 靴、特にスポーツ靴 プーマ　エス　イー 44 靴底構造及び靴 ダイヤテックス株式会社

14
スポーツシューズ用アウトソールプレー
ト構造

美津濃株式会社 45 靴用の安定要素 アディダス　アーゲー

15 自動締付け靴
パリディウム，インコーポ
レーテッド

46
スポーツシューズ用ソール、およびそ
の製造

アディダス　アーゲー

16 バネ式矯正用デバイス
キング　ファミリー　キンジェ
ティクス，　エルエルシー

47 シューズのアッパー構造 美津濃株式会社

17 結合器具
フロー　モーション　テクノロ
ジー　アクチエボラグ

48 ソールおよびシューズ アディダス　アーゲー

18 スポーツブーツ
ダウー・スポーツ・カンパ
ニー・ソシエテ・アノニム

49 ニット構成要素
ナイキ　イノヴェイト　シー
ヴィー

19
ブーツ、特にスキーブーツ又はスノー
ボードブーツ

ディーラックス　シュポルトア
ルティーケル　ハンデルス
ゲーエムベーハー

50 ゴルフシューズのソール構造 美津濃株式会社

20 履物 アイソン株式会社 51 ゴルフシューズのソール構造 美津濃株式会社

21
靴、特にスポーツシューズのための改
良

デッカーズ　アウトドア　コー
ポレーション

52
運動能力向上インソールとそれを使用
した運動シューズ

村山　哲夫

22 運動靴 エンリコ・カンパリ 53 スポーツシューズ用シューアッパー アディダス　アーゲー

23
多機能的アウトドアシューズ、特に登山
シューズ、マウンテンランニングシュー
ズ、トレイルランニングシ・・・

アディダス　アーゲー 54 スポーツシューズ用のソール アディダス　アーゲー

24 非対称靴
テーラー　メイド　ゴルフ　カ
ンパニー　インコーポレイ
テッド

55 ゴルフシューズのソール構造体 美津濃株式会社

25
緩衝構造、緩衝板及びこの緩衝構造
或いは緩衝板を内蔵した靴

マイクロインテレクス株式会
社

56
シューズ、特にスポーツシューズ、およ
びその製造方法

アディダス　アーゲー

26
スポーツシューズのアッパー構造およ
びその製造方法

美津濃株式会社 57
調整可能なシューアッパーおよび調整
可能なソール

アディダス　アーゲー

27 靴 広島化成株式会社 58 スパイクシューズのスタッド修正方法 ▲塗▼旭東

28 ａｄｉｓｔａｒｂｏｏｓｔ アディダス　アーゲー 59 靴のための巻付きワイヤ支持
テーラー　メイド　ゴルフ　カ
ンパニー　インコーポレイ
テッド

29
付加製造された金属スポーツパフォー
マンス履物構成要素

アディダス　アーゲー 60 球技用シューズ アディダス　アーゲー

30 是正促進履物 林　博樹 61 履物用の引き締めシステム
ヴァンス　インコーポレイ
テッド

31 インナーブーツ フッド株式会社
以下19点省略

スポーツシューズの構造　　　No.11175

[登録・公開編]　　平成28年（1年間）　　　　80点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥32,400    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥32,400　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥48,600　）


