
株 式会社国際技術開発センター
東京都千代田区内神田１－３－４藤村ビル

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）

ニュースガイﾄﾞＮｏ， １０２４７ ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３

＜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！

コンクリート養生シートと養生方法
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］平成１０年～平成１９年（１０年間） １００点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥３４，６５０－ ￥３３，０００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥３４，６５０－ ￥３３，０００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥５１，４５０－ ￥４９，０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,10242 公開特許 コンクリート用離型剤と剥離用塗料 平.10-19 85点 ￥29,700
No,8556 〃 〃 昭.63-平.9 67点 ￥23,700
No,10240 〃 離型剤の組成と製造加工方法 平.17-19 83点 ￥29,000
No,9848 〃 〃 平.14-16 75点 ￥22,500
No,9293 〃 〃 平.11-13 75点 ￥22,500
No,8611 〃 〃 平.8-10 82点 ￥34,600
No,7997 〃 〃 平.6-7 64点 ￥28,000
No,7636 〃 〃 平.4-5 63点 ￥27,800
No,7315 〃 〃 平.2-3 64点 ￥27,700
No,8622(A) 公告特許 〃 平.6-10 73点 ￥29,600
No,7691(A) 〃 〃 平.2-5 48点 ￥19,700
No,9486 公開特許 ゴム成形金型用離型剤の組成 平.10-14 70点 ￥16,100
No,8558 〃 〃 平.5-9 68点 ￥25,500
No,9320(A) 公告特許 鋳造用離型剤の組成 昭.62-平.13 62点 ￥18,600
No, 〃 (B) 〃 鋳造用塗型剤の組成 昭.62-平.13 64点 ￥19,000
No,9306 公開特許 鋳造用潤滑剤の製造加工方法 平.5-13 80点 ￥25,000
No,10242 〃 離型剤の塗布方法と装置 平.17-19 85点 ￥29,700
No,9849 〃 〃 平.14-16 73点 ￥23,500
No,9319 〃 〃 平.11-13 66点 ￥17,300
No,8623(B) 〃 〃 平.8-10 94点 ￥36,600
No, 〃 (A) 〃 〃 平.5-7 80点 ￥23,400

*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。］

お 申 込 書

会 社 名 ご 注 文 内 容
ﾆｭｰｽｶﾞｲﾄﾞNo，

CD-ROM版・Ｂ５製本版・一括購入
題 名

所 属 部 署

合計 ￥

担 当 者 名 E-mail

℡ （ ） FAx （ ）

住所 〒

※料金には別途送料がかかります。

http://www.itdc-patent.com/


1 コンクリート体の養生方法 株式会社大林組 41
コンクリート養生方法及びそれに用い
る装置

株式会社ミナミヒーティング
プラン

2 防炎シート 萩原工業株式会社 42 難燃養生ネット 平岡織染株式会社

3 ホルムアルデヒド捕捉養生シート 凸版印刷株式会社 43
コンクリート養生シートおよび打込み用
型枠

株式会社ニッテツ・ファイ
ン・プロダクツ

4 床面、側壁等の養生シート 宝養生資材株式会社 44 コンクリートの断熱養生シート オリエンタル建設株式会社

5 養生シート 大日本印刷株式会社 45
養生材、養生方法及び被覆材、並び
に、養生用被覆体

シーアイ化成株式会社

6 基礎コンクリートの養生方法 積水ハウス株式会社 46 防滑性加工シート 萩原工業株式会社

7 養生シート 宝養生資材株式会社 47 コンクリート養生シート 早川ゴム株式会社

8 凍結防止養生シート 金山　久明 48
コンクリート養生シート及びその使用方
法

萩原工業株式会社

9 水和硬化体用養生シート 凸版印刷株式会社 49 難燃性積層体 アキレス株式会社

10 養生シート 前田建設工業株式会社 50
難燃ポリアミド系フィルム及び養生シー
ト

三菱エンジニアリングプラス
チックス株式会社

11 養生シート 大塚化学株式会社 51 フロア養生シート 萩原工業株式会社

12
養生シートおよびこの養生シートによる
基礎コンクリートの養生方法

積水ハウス株式会社 52 コンクリート養生シート 巴工業株式会社

13 養生シートの製造方法 積水化学工業株式会社 53 基礎コンクリート養生方法 有限会社アイワ技研

14 高強度粉塵吸着養生シート 寄田　忠俊 54
基礎養生シートおよびこれを用いた基
礎養生方法

ミサワホーム株式会社

15 コンクリート養生カバーシート 萩原工業株式会社 55
コンクリートに対する散水機能付養生
保護装置と、これに用いる養生保護
シート

積水化成品工業株式会社

16 養生シート 鐘紡株式会社 56 養生用シート 川上産業株式会社

17 三層構造の高強度養生シート 寄田　忠俊 57
寒中コンクリート養生シート及び養生方
法

有限会社シーエーピ

18 養生シート タキロン株式会社 58
コンクリート面への防水シート施工方法
とその装置

秩父産業株式会社

19 養生シート チッソ株式会社 59 基礎構造体の養生シート 日昌株式会社

20 養生資材の押え部材 宝養生資材株式会社 60 建築工事用養生シート 株式会社エスエスシー

21 養生シート保持ポールとその取付構造 積水化学工業株式会社 61
水膨潤性シートおよびそれを用いた遮
水工法

株式会社ブリヂストン

22 養生シート捲重体 積水化学工業株式会社 62 熱可塑性合成樹脂製通気シート ダイヤテックス株式会社

23 変形保持性に優れた養生シート 大倉工業株式会社 63
基礎コンクリート養生用のカバーの取
付け構造及び養生カバー

大和ハウス工業株式会社

24 養生シートの貼付方法 積水化学工業株式会社 64 モールド印刷成型シート 住友精化株式会社

25 養生シート 積水化学工業株式会社 65 コンクリートの養生シート 前田建設工業株式会社

26 紙製養生シート 北陽製紙株式会社 66 養生シート 株式会社東京ジョイント

27
寒中コンクリート養生シート及び養生方
法

株式会社リバーストン 67 養生シート 株式会社オンテックス

28 コンクリート部材の養生管理方法 オリエンタル建設株式会社 68 養生資材の押えテープ 宝養生資材株式会社

29 養生シート 積水化学工業株式会社 69 養生ボード及び床面の養生方法 住友林業株式会社

30 現場施工物の可搬型養生システム 株式会社コンテック 70 養生シートの連結具 有限会社アクト

31 養生シート コーナー株式会社 71 不織布 ハニースチール株式会社

32 芯体無しロ―ル状養生シ―ト 城北工業株式会社 72
自己消火性シートおよび原子力発電
所用養生シート

日本原子力発電株式会社

33 養生シート 旭コンテナ工業株式会社 73 ドット状コーティングシート 住友精化株式会社

34 コンクリートの養生方法 積水ハウス株式会社 74 基礎コンクリート養生シート 大和ハウス工業株式会社

35 コンクリート養生シート 住友精化株式会社 75 基礎コンクリート養生シート 大和ハウス工業株式会社

36 シート状物およびそのリサイクル法 東レ株式会社 76
リサイクル対応養生シート固定用粘着
テープ

カモ井加工紙株式会社

37
コンクリート表面荒し工法における凝結
遅延シート

株式会社大林組 77 工事用の使い切り養生シート 東洋物産株式会社

38 滑り止めを施した養生シート 川上産業株式会社 78 養生シート 積水化学工業株式会社

39 機能性養生シート 宝養生資材株式会社 79
高耐久性コンクリートにおける結合材
組成物、高耐久性コンクリートの製品
及びその製造方法

株式会社富士ピー・エス

40
コンクリートの養生防水シートおよび養
生防水工法

アオイ化学工業株式会社 以下２１点省略
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