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［公開編］平成１４年～平成１８年（５年間） ８４点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥３０，１３５－ ￥２８，７００－(抄録版付)
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既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9824 公開特許 木造住宅の免震基礎構造 平.13-16 90点 ￥27,000
No,9160 〃 〃 平.8-12 94点 ￥30,700
No,9159 〃 木造住宅の耐震補強方法と部材 平.8-12 74点 ￥24,500
No,9823 〃 既存建物の免震化工法と装置 平.12-16 100点 ￥30,000
No,8897 〃 防音床下地材と防音方法 平.5-11 103点 ￥33,000
No,9158 〃 屋内段差解消用スロープ材 平.5-12 78点 ￥24,700
No,9170 〃 浴室のリフォーム方法と部材 平.5-12 67点 ￥23,400
No,9171 〃 バリアフリー型浴室の構造 平.5-12 119点 ￥29,700
No,9879C 〃 屋上緑化工法と部材 平.16 67点 ￥21,400
No,9879B 〃 〃 平.15 68点 ￥17,300
No,9879A 〃 〃 平.14 68点 ￥17,300
No,9880C 〃 壁面緑化工法と部材 平.16 65点 ￥17,300
No,9880B 〃 〃 平.15 67点 ￥17,300
No,9880A 〃 〃 平.14 67点 ￥17,300
No,10094 〃 仮説住宅の構造と装置 平.14-18 79点 ￥27,600
No,10095 〃 防災シェルターの構造と装置 平.9-18 84点 ￥29,300
No,10035 登録・公開 仮設トイレの構造と装置 平.18 82点 ￥28,700
No,9917 〃 〃 平.17 72点 ￥21,600
No,9774 〃 〃 平.16 72点 ￥21,600
No,9643 〃 〃 平.15 62点 ￥14,300

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、Ｅメールまたは 郵便にてお送りください。ＦＡＸ・
（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。
２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］
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℡ （ ） FAx （ ）
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※料金には別途送料・消費税がかかります。
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1 簡易組立て構造物 株式会社日江金属 38
集合物置、及び、集合物置の建築方
法

株式会社ライゼ

2 組立家屋 有限会社ササケン 39 屋根緑化構造
元旦ビューティ工業株式会
社

3 簡易建物
三協アルミニウム工業株式
会社

40 簡易構築物の壁パネル取付構造 四国化成工業株式会社

4
駐車場付建物、及び、駐車場付建物
の建築方法

株式会社ライゼ 41
ユニット構造物ならびにその組立方法
および解体方法

中村　優宏

5 反転式蓄光壁材を設置した収納庫 斉藤　一夫 42 引戸扉のロック構造 株式会社田窪工業所

6 屋根、屋上用植物生育構造体 株式会社田窪工業所 43 屋外書庫 牛山　昂夫

7 組み立てキット及び組み立て構造体 北川　一彦 44 Ｍ型柱 佐藤　茂利

8 簡易構築物 四国化成工業株式会社 45 簡易建物
三協アルミニウム工業株式
会社

9 組立家屋 株式会社淀川製鋼所 46
四個のブロック材をクロス状に結合する
装置

酒井　且

10
組立家屋における引戸の吊り込み構
造

株式会社淀川製鋼所 47 トランクルーム用間仕切 第一メッタクス株式会社

11 組立物置の寄せ棟屋根構造 株式会社田窪工業所 48 物置用扉 鋼鈑建材株式会社

12 簡易建物
三協アルミニウム工業株式
会社

49 建築用複合パネル 株式会社リボール

13 簡易建物
三協アルミニウム工業株式
会社

50 引戸扉のロック構造 株式会社田窪工業所

14 物置付きガレージ 秋山　茂じゅ 51 簡易建物
三協アルミニウム工業株式
会社

15 寄せ棟屋根の構造 株式会社田窪工業所 52 建築用複合パネル及びその施工方法 株式会社リボール

16 伸縮可能型店舗 株式会社セイワホーム 53 物置の照明装置と音声装置 株式会社田窪工業所

17 扉の牽引装置 株式会社田窪工業所 54 収納庫の断熱材取付構造 株式会社田窪工業所

18 屋根や屋上における緑化構造 株式会社田窪工業所 55 収納庫付ガレージ
株式会社ユアーズ・コーポ
レーション

19
複数の折板を互いに連結してなる屋根
を具備した構造物

山上マテック株式会社 56 簡易ハウス アイン株式会社総合研究所

20 壁板の接合構造 株式会社田窪工業所 57 保管庫
有限会社　バトルファクト
リー

21 木製の壁板構造 株式会社田窪工業所 58 折畳みパネル 松下電工株式会社

22 収蔵庫、および収蔵庫の施工方法 株式会社ウエル工業 59 スライドドア 株式会社久力製作所

23 組立式物置 株式会社田窪工業所 60 組立建物
三協アルミニウム工業株式
会社

24 組立式物置の把手構造 株式会社田窪工業所 61 倉庫内収納庫
株式会社ユアーズ・コーポ
レーション

25
木質合成材組成物の板材から構成さ
れた物置

アイン株式会社総合研究所 62 簡易建物の浸水防止構造 株式会社田窪工業所

26
木質合成材組成物の板材から構成さ
れた物置

アイン株式会社総合研究所 63
パネル及び建物及びパネル枠体の組
立方法

不二サッシ株式会社

27
木質合成材組成物の板材から構成さ
れた物置

アイン株式会社総合研究所 64 樹脂製組立式家屋 有限会社ジャパン通商

28
簡易建造物の床パネルと側面パネル
の接続構造

株式会社田窪工業所 65 簡易建物
三協アルミニウム工業株式
会社

29 錠前構造 株式会社田窪工業所 66 ゴミ置き場 新日軽株式会社

30 錠前構造 株式会社田窪工業所 67
機能別部屋ユニット、および機能別部
屋ユニットを備えた建造物

小峯　登

31 収納庫 ワイケイケイ株式会社 68 防爆型危険物収納庫 有限会社シービーサービス

32 収納庫付き簡易建物 ワイケイケイ株式会社 69 組立式建物 柿田　仁敏

33 収納庫 ワイケイケイ株式会社 70 簡易建物
立山アルミニウム工業株式
会社

34 外装化粧模様取替自在組立物置 株式会社リボール 71 簡易建物
三協アルミニウム工業株式
会社

35 高架床面の下層の物置構造 呉　進峰 72 簡易構造物
立山アルミニウム工業株式
会社

36 タイヤ収納装置 株式会社田窪工業所 73 組立居室 杉山　裕也

37
ガーデニング環境などに適合する組立
式物置

株式会社傳來工房 以下１１点省略

組立物置の構造と部材　　　No.10101

[公開編]　　平成14年～平成18年（5年間）　　　84点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥30,135    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥30,135 　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥45,150　）


