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(税込価格) (本体価格)

￥２１，０００－ ￥２０，０００－

￥２１，０００－ ￥２０，０００－

￥３１，５００－ ￥３０，０００－

(本体価格)

No,9880C 登録・公開 平.16 65点 ¥17,300

No,9880B       〃 平.15 67点 ¥17,300

No,9880A       〃 平.14 67点 ¥17,300

No,9347 公開特許 平.9-10 63点  ￥24,700

No,9348       〃 平.5-8 73点  ￥25,900

No,8727       〃 平.9-10 58点  ￥22,500

No,8726       〃 平.5-8 63点  ￥24,700

No,8888       〃 平.8-10 56点  ￥23,500

No,9544       〃 平.5-14 86点  ￥18,900

No,9469       〃 平.5-14 86点  ￥18,900

No,8708       〃 平.7-10 90点  ￥26,300

No,7837       〃 平.2-6 90点  ￥26,300

No,8711       〃 平.7-10 72点  ￥23,600

No,7838       〃 平.2-6 90点  ￥29,500

No,9874B       〃 平.14-16 66点  ￥17,800

No,9874A       〃 平.11-13 60点  ￥16,200

No,9871       〃 平.7-16 100点  ￥27,400

No,9867       〃 平.7-16 97点  ￥27,400

No,9022       〃 平.5-11 65点  ￥21,700

*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：〒

お   申   込   書

暴風フェンスの構造と施工法

落石防護柵の構造と装置

防護柵の構造と設置方法

               〃

造木苗木用食害防止具

リサイクル緑化基盤材と緑化工法

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      

屋上緑化工法と部材

壁面緑化工法と部材

法面緑化用型枠の構造と施工法

法枠用型枠の構造と施工法

ポーラス・コンクリートの製造加工方法

防雪フェンスの構造と施工法

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０３７３Ａ

芝生保護材と保護方法

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

               〃

               〃

壁面緑化工法と部材

 蛇籠の構造と設置方法

               〃

壁面緑化工法と部材
[公開編]平成17年（1年間）　　71点

落石防護柵の構造と装置

既刊関連セットのご案内

http://www.itdc-patent.com


1 緑化構造体 積水樹脂株式会社 38
薄型植栽用基盤体と無土壌面の薄型
緑化工法と薄型緑化システムを構築す
る方法。

株式会社丹勝

2 植物体及び基盤材一体スティック センシン株式会社 39
薄型緑化システムセットと薄型緑化シス
テムと薄型植栽用基盤体

株式会社丹勝

3
複合セラミックス構造体及びその製造
方法

近江化学陶器株式会社 40
コケ類固定粘着シート及びその製造方
法

株式会社スリオンテック

4 造成地の樹木植栽方法 ミサワホーム株式会社 41
樹木系植物の緑化工法と薄型緑化シ
ステム

株式会社丹勝

5 緑化構造体 積水樹脂株式会社 42 緑化防音壁 日鐵建材工業株式会社

6
シラスコンクリート装飾材及びその製造
方法

鹿児島県 43 コケ植物を固定した表面 志村　光春

7 珪質頁岩硬化体および緑化装置 パナホーム株式会社 44
軽量ポーラスコンクリートおよびその製
造方法

センシン株式会社

8
緑化材料及びその緑化材料を用いた
緑化工法

株式会社竹中工務店 45 コケ植生ポット 末松　大吉

9 壁面を覆う緑化システム 株式会社ヒューネット 46 壁面緑化基盤材および緑化壁 クラレ不動産株式会社

10 下垂型壁面緑化システム 清水建設株式会社 47
蘇苔類植物担持体およびそれを用い
た緑化方法

積水樹脂株式会社

11 植栽基盤装置 株式会社淺沼組 48 緑化貯留浸透槽 林　慎一郎

12 花卉植栽構造
丸和バイオケミカル株式会
社

49 緑化システム 株式会社井上事務所

13
廃プラ、廃ゴム、廃ＦＲＰ等のリサイクル
品を基材とした苔を植裁する為の緑化
構造物。

井原　良忠 50
蘇苔類植物担持体およびその製造方
法

積水樹脂株式会社

14
壁面複合パネルとそれを使用した構造
体

鹿島建設株式会社 51 植生基盤及びそれを用いた緑化工法 株式会社興人

15
柱部材の取付金具並びに該金具を含
むツル科植物育成用装置

野村　博行 52
網状構造体を培地として選択された苔
の固定化工法と緑化構造体。

井原　良忠

16
構築物におけるツル科植物育成用パ
ネル装置

野村　博行 53
コケ稚苗の生産方法及びコケマットの
生産方法並びにコケ稚苗

財団法人大阪産業振興機
構

17 ツル科植物育成用装置 野村　博行 54 壁面緑化構造 旭化成ホームズ株式会社

18 選択匍匐植物育成装置 松下電工株式会社 55
鉄骨建築物に組合わせた垂直立体機
械回転昇降式植物栽培システム

財團法人祐生研究基金會

19 緑化用蘇苔類植物担持体 積水樹脂株式会社 56
植栽容器と植栽容器を使用した植生
構造

株式会社　八ヶ代造園

20
柔壁面を有する補強土壁における補
強材の敷設方法

株式会社熊谷組 57 植栽基盤材および植物培地
クラレトレーディング株式会
社

21 壁面緑化構造 株式会社アイディ 58 水吸上げ筒状体
クラレトレーディング株式会
社

22 壁面緑化システムの取付け構造 株式会社ドコー 59
植物育成用のプランター及びそれを用
いた屋上緑化および壁面緑化

林　慎一郎

23 壁面緑化構造 マックストン株式会社 60 壁面緑化具 林　慎一郎

24 格子状パネルに対する物品の取付具 野村　博行 61 花卉植栽構造
丸和バイオケミカル株式会
社

25
ポケット付き化粧用シートとその施工方
法

日本ナチュロック株式会社 62 壁面緑化用壁およびその施工方法 日本総合住生活株式会社

26 ツル科植物育成装置 野村　博行 63 壁面緑化用人工土壌シート 日本板硝子株式会社

27 組立式プランター 株式会社八木熊 64 壁面緑化工法 株式会社竹中工務店

28 芝育成用土壌構造 東洋企業株式会社 65 壁面緑化工法 株式会社イングス

29 壁面緑化システム 白水興産株式会社 66 園芸用の積層構造及び積層体 タマパック株式会社

30 建物用緑化構造体
クボタ松下電工外装株式会
社

67 多目的植栽基盤 日本地工株式会社

31 ブロック置き敷き露天床構造 マックストン株式会社 68 壁面緑化部材および壁面緑化方法 林　慎一郎

32
苔マット栽培方法、苔マット、及び緑化
パネル

日東紡績株式会社 69 壁面緑化具 林　慎一郎

33 壁面緑化装置 株式会社サンレール 70 植栽用タイル 玉川窯業株式会社

34 コケ緑化用マットおよびパネル
株式会社モスキャッチシス
テム山形

71 緑化エコ・プランター装置 豊田　茂

35 緑化設備及び緑化ユニット 共同カイテック株式会社

36 リサイクル緑化パネル 日特建設株式会社

37 多目的緑化盤及び緑化方法 日本地工株式会社 以上71点収録

壁面緑化工法と部材　　　No.10373A

[公開編]　　平成17年（1年間）　　　　71点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥21,000    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥21,000　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥31,500　）




