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＊最新の特許情報が満載！

(税込価格) (本体価格)
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(本体価格)

No,10237 公開特許 平.15 - 19 79点 ￥27,700

No,9854       〃 平.13-16 84点  ￥25,400

No,9233       〃 平.5-12 75点  ￥23,300

No,9853       〃 平.13-16 84点  ￥25,400

No,9232       〃 平.6-12 68点  ￥19,700

No,9231       〃 平.6-12 72点  ￥25,100

No,7675       〃 昭.59-平.5 76点  ￥22,100

No,9234       〃 平.6-12 91点  ￥20,700

No,7669       〃 平.1-5 67点  ￥21,700

No,8010       〃 平.5-7 165点  ￥47,600

No,7612       〃 平.2-4 72点  ￥19,700

No,9818(B)       〃 平.14-16 100点  ￥30,000

No, 〃 (A)       〃 平.11-13 100点  ￥30,000

No,8684       〃 平.8-10 84点  ￥25,000

No,8571       〃 平.5-9 64点  ￥23,300

No,10218       〃 平.14-19 86点  ￥28,700

No,10217       〃 平.17-19 69点  ￥25,600

No,10216       〃 平.17-19 59点  ￥21,700

No,10215       〃 平.17-19 65点    ￥23,300

*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: 2 FAX:

住所：〒

ペットボトルの破砕機の構造

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      

廃油燃焼装置の構造

               〃

廃タイヤ用焼却炉の構造と装置

               〃

消煙装置付小型焼却炉の構造と装置

木質ペレット用ストーブの構造
[公開編]平成20年～平成21年（2年間）　　72点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０４４２

お   申   込   書

               〃

病院用焼却炉の構造と装置

               〃

小型焼却炉の構造と装置

               〃

ゴミの燃料化方法と装置

ペットボトルの減容機の構造

ペットボトルの選別機の構造

               〃

               〃

スクラップ原料の脱油方法

木質ペレット用ストーブの構造

◎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

廃ペットボトルの洗浄装置

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)



1 温水ボイラ 木村  茂樹 41 固形燃料ストーブ 株式会社丸山鐵工所

2 電着塗装装置 トリニティ工業株式会社 42
木質系バイオマス、または、炭化物を
燃料とするバッチ式燃焼用ボイラと温
風発生装置

宮谷  和雄

3 燃焼装置 株式会社タカハシキカン 43 薪等の固体燃料の燃焼装置 宮本  拓

4 木質燃料燃焼装置 金子農機株式会社 44 バーナ 株式会社御池鐵工所

5
化石燃料に代わる木質バイオマス燃料
を利用とした燃焼機器における遮熱熱
交換システム

江部  良広 45 木質ペレットストーブ
株式会社エアパス・エコ・プ
ロジェクト

6 木質ペレット焚き蒸気ボイラ
九州オリンピア工業株式会
社

46 粉粒状燃料の燃焼装置 宮本  拓

7
木材チップ（木質ペレット）焚温室用温
風暖房機

明工業有限会社 47 ペレットストーブ用ペレットバーナー 阿▲蘓▼  武

8 燃焼器具 有限会社さいかい産業 48 燃焼炉 株式会社御池鐵工所

9
固体燃料ガス化燃焼システム、燃焼炉
の炉心構造、およびボイラー

株式会社工藤 49
薪・石油焚燃焼装置の燃焼状態検出
装置

株式会社長府製作所

10 木質ペレット燃焼装置 サンポット株式会社 50 ペレットストーブ 株式会社山本製作所

11 固形燃料燃焼装置 ネポン株式会社 51 木質ペレット燃焼装置 株式会社山本製作所

12 固形燃料燃焼装置 株式会社ホンマ製作所 52 木質ペレット燃焼装置 矢崎総業株式会社

13 燃焼装置 國分農場有限会社 53 木質燃料燃焼装置 サンポット株式会社

14 燃焼式ストーブの供給エア改質機構 有限会社シモタニ 54 木質燃料燃焼装置 サンポット株式会社

15 防霜装置 古川  正司 55 籾殻燃焼方法及びその装置 金子農機株式会社

16 燃焼装置 株式会社相愛 56 固形燃料燃焼器 金子農機株式会社

17 木質バイオマス暖房装置 国立大学法人愛媛大学 57
木質系ペレット燃料直焚き吸収冷温水
機の高温再生器

矢崎総業株式会社

18 温風暖房機 ウィ  スン  チョン 58 床下暖房システムハウス 株式会社ヤマダタッケン

19
下方ガス化燃焼構造に混合燃焼室を
設けたボイラー

平原  太慶夫 59 木質ペレット搬送装置 矢崎総業株式会社

20
防火壁・防火床装置、燃料供給装置、
および、燃料供給装置付燃焼装置

古川  正司 60 炊飯可能のストーブ 明和工業株式会社

21 固形燃焼物用燃焼装置
フルカワ・テクノロジィ株式
会社

61 木質ペレット燃焼装置 株式会社山本製作所

22 木質ペレット燃焼器及びその運転方法 株式会社山本製作所 62 木質ペレット燃焼装置 株式会社山本製作所

23 ペレット状固形燃料燃焼装置 金子農機株式会社 63 木質ペレット燃焼装置 株式会社山本製作所

24
木焚き燃焼炉を備えた園芸ハウス加温
装置

ネポン株式会社 64 ノズル式バーナー及び熱供給システム 株式会社相愛

25 バイオマス燃料の燃焼装置 吉村  清己 65 木質バイオマス暖房装置 国立大学法人愛媛大学

26 超臨界水バイオマス燃焼ボイラー 国立大学法人東北大学 66
燃料ガス発生装置及び燃料ガスを発
生させる方法

ミュラー．ホルスト

27 溝型燃焼ポット 古川  正司 67 燃焼の改良を伴う固定燃料ストーブ
コーニンクレッカ  フィリップ
ス  エレクトロニクス  エヌ
ヴィ

28
下降煙管式熱交換器を利用した固体
燃料暖房器具

株式会社コスモテック 68 固体燃料ストーブ 北日本精機株式会社

29 バイオマス燃焼装置 小池  正志 69 燃焼器具 新越金網株式会社

30 横置き燃焼炉 有限会社サンカ 70 乾燥バイオ燃料粉燃焼炉 株式会社五常

31
木質燃料燃焼装置及び、木質燃料燃
焼装置付ボイラー

吉田  真 71 ストーブ 西谷  尚

32
薪燃焼機能を兼備したペレットボイラ
－

河西  廣實 72 温風暖房装置 阿部  直樹

33
粒状物搬送機構及びこれを備えた燃
焼装置

松井  久雄

34 燃焼装置 松井  久雄

35 燃焼器具 古川  正司

36 二種燃料の燃焼が可能な温風器 黄  美  善

37 ボイラ装置 ▲高▼木  繁勝

38 木質ペレット燃焼装置 株式会社山本製作所

39 木質ペレット燃焼装置 株式会社山本製作所

40 木質ペレット燃焼装置 株式会社山本製作所

以上72点収録

木質ペレット用ストーブの構造　　　No.10442

[公開編]　　平成20年～平成21年（2年間）　　　　72点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥23,940    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥23,940　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥35,910　）


