
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)

￥１９，４４０－ ￥１８，０００－

￥１９，４４０－ ￥１８，０００－

￥２９，１６０－ ￥２７，０００－

(本体価格)

No,11035 公開特許 平.27 69点 ￥18,000

No,10956       〃 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,11189 登録・公開 平.28 80点 ￥20,000

No,11075       〃 平.27 70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

               〃

スーツケースの構造と付属品

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
[登録・公開編]平成28年（1年間）　　71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,１１１９０

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 トランクケースとその作製方法 頼　偉浤 33 スーツケースのケース本体構成 頼　偉浤

2
ハードタイプスーツケースの隠し収納
構造

頼　偉浤 34 折り畳み式キャリーバッグ
エディー　バウアー　エルエ
ルシー

3 保護体を有するスーツケース 頼家宏 35 スーツケース用ベルト パール金属株式会社

4 キャリーバッグ エンドー鞄株式会社 36
手荷物施錠装置および手荷物管理方
法

デジパス　ユーエスエー
エルエルシー

5
取り外し可能ハンドルおよび車輪アセ
ンブリを備えるビジネスケース

マクレーン・カンパニー，エ
ルエルシー

37 固定脚 信垣　宏行

6 スーツケース 株式会社ティーアンドエス 38 キャリーバッグ 黒須　誠治

7 トランク 本田技研工業株式会社 39
閉鎖機構に使用するための磁気作動
回路

アニーク　レヴェスク

8
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

40 スーツケース
景▲爍▼皮具股▲ふん▼
有限公司

9 抱っこ機能付きショルダーバッグ 株式会社カワキタ 41
バッグ又はスーツケースに持ち手を付
けるための方法、及びその方法で製造
されたバッグ又はスーツケース

プラダ・エッセア

10
自己強化された熱可塑性プラスチック
材料からプラスチック部品を製造する
方法、装置、および、そのプラ・・・

サムソナイト　アイピー
ホールディングス　ソシエテ
ア　リスポンサビリテ　リミテ

42 スーツケース リモワ・ゲーエムベーハー

11 樹脂製手提げバッグの製造方法 株式会社トップメール 43 格納可能ホイール機構
ザ　プッカ　ラゲッジ　カンパ
ニー　リミテッド

12
キャリーバッグ用簡易レインカバー，
ショッピングカー用簡易レインカバー及
びスーツケース用簡易レインカバー

林　昌子 44
拡張可能な鞄及び鞄を拡張させるた
めの方法

エニーベンション　リミテッド

13 ラップトップ用の吊下げアクセス構造
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
引込式ロッドを備える車輪付スーツ
ケース

ルイ　ヴィトン　マルティエ

14 収納体フレームの製造方法 太平洋通商株式会社 46
手荷物等固定ベルト及びキャリーバッ
グ

株式会社コンサイス

15 軽量で高強度の旅行鞄 トゥミ，インコーポレイティド 47 物品保持装置 株式会社ティーアンドエス

16
自己調整式持ち運び用ストラップシス
テムおよび自己調整式持ち運び用スト
ラップシステムの製造方法

カーステン　マニュファク
チュアリング　コーポレー
ション

48
大きな鞄に模様替えできるショルダー
バッグ

株式会社ティーアンドエス

17
シルバーカー及びキャリーバッグのスラ
イド式ハンドル

大同工業株式会社 49 旅行かばんのプルハンドル 中山皇冠皮件有限公司

18 ハードフレームタイプスーツケース 頼　偉浤 50
吊り下げ式折り畳みチェアを有する多
機能キャリーバッグ

杜正欣

19 スーツケースのケース本体構成 頼　偉浤 51 回動式ハンドル付きのスーツケース 株式会社シフレ

20
スーツケース引き棒の把持部回転調節
機構

頼　偉浤 52 ２つのハンドル付きのスーツケース 株式会社シフレ

21 使用形態の変更が可能なバッグ 株式会社ティ・ツウ・オー 53 かばん
リモワ　エレクトロニック　タ
グ　ゲーエムベーハー

22
スーツケース引き棒の把持部回転調節
機構

頼　偉浤 54 補助鞄付きスーツケース 株式会社池田地球

23
二つのジッパー付き袋を有するスーツ
ケース

頼　偉浤 55 スーツケース アーネスト株式会社

24
スーツケース・キャリーバックに傘を固
定するバンド

橋本　知子 56 鞄 株式会社ティーアンドエス

25
収納体フレームの製造方法及び収納
体フレーム

太平洋通商株式会社 57 スーツケース用キャスターロック構造 呉禎權

26 抱っこ機能付きショルダーバッグ 株式会社カワキタ 58 スーツケース 株式会社ティーアンドエス

27 カバン締結用ベルト アイシン通商株式会社 59 拡張機能付き旅行かばん 中山皇冠皮件有限公司

28 鞄及びバッグ 株式会社サンフロイント 60 旅行かばん 中山皇冠皮件有限公司

29 ショルダーバッグ 高橋　房枝 61 模様スーツケース 陳　健志

30
角部の強度を高める表面構造をもつ
手荷物用品

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．

62
スーツケースのコーナーライト装置及
びスーツケース

シュイ、チョンラン

31 ハードタイプスーツケース構成 頼　偉浤 63 キャリーバック 株式会社協和

32 ハードフレームタイプスーツケース 頼　偉浤 以下8点省略

スーツケースの構造と付属品　　　No.11190

[登録・公開編]　　平成28年（1年間）　　　　71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　）


