
株式会社国際技術開発センター
東京都千代田区内神田１－１５－６藤井第二ビル

 ＜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)

￥１８，９００－ ￥１８，０００－

￥１８，９００－ ￥１８，０００－

￥２８，３５０－ ￥２７，０００－

(本体価格)

No,10422 登録・公開 平.21 69点 ￥23,400

No,10296       〃 平.20 71点 ￥25,600

No,10149       〃 平.19 80点  ￥27,900

No,10035       〃 平.18 82点  ￥28,700

No,9917       〃 平.17 72点  ￥21,600

No,9774       〃 平.16 72点  ￥28,300

No,9643       〃 平.15 62点  ￥14,300

No,9444       〃 平.14 62点  ￥14,300

No,9256       〃 平.13 67点  ￥16,700

No,9045       〃 平.12 57点  ￥19,800

No,8223 公告特許 平.3-8 73点  ￥25,000

No,8211 公開特許 平.5-8 87点  ￥29,700

No,8111       〃 平.8 93点  ￥33,700

No,7974       〃 平.7 105点  ￥35,000

No,7890       〃 平.6 103点  ￥34,300

No,7742       〃 平.5 111点  ￥38,700

No,10036 公開特許 平.18 77点  ￥25,500

No,9914       〃 平.17 66点  ￥20,700

No,9773       〃 平.16 84点  ￥19,600

*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：〒

◎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

既刊関連セットのご案内

仮設トイレの構造と装置

               〃

屎尿浄化槽の構造と製法

               〃

               〃

               〃

仮設トイレの構造と装置
[登録・公開編]平成22年（1年間）　　59点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０５６１

お   申   込   書

               〃

               〃

               〃

               〃

人造大理石の製造加工方法

※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      

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

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
自己処理型便器並びに該便器に用い
る乾燥室、分離車、圧縮車、掃除車

西川  昇治 43 景観トイレ
株式会社  林物産発明研
究所

2 吸引型仮設トイレ装置 日野興業株式会社 44 循環式水洗トイレ
株式会社オリエント・エコロ
ジー

3 用便用遮蔽具 長谷川  緑 45 循環式水洗トイレ
株式会社オリエント・エコロ
ジー

4 災害時用便器付きマンホール 北勢工業株式会社 46 複合発酵法に基づく循環式トイレ 株式会社地球環境秀明

5
螺旋構造濾過方式による縦樋内壁面
雨水利用装置および災害時用水洗ト
イレ配水システム

渋谷  俊一 47
景観を考慮した花壇付き非常用トイレ
と竈

株式会社  林物産発明研
究所

6 排便処理槽 山田  経三 48
無水屎尿処理方法と無水屎尿処理トイ
レシステム

堀岡  佑吉

7 ポータブルトイレ
ジンソウン  モバイル  カン
パニー  リミテッド

49 タンク式トイレ用液体消臭剤 高砂香料工業株式会社

8 仮設小便用トイレ 大竹  房人 50 常用非常用兼用トイレ 株式会社神田製作所

9 汚物処理装置 株式会社フジ 51 トイレにおけるリン酸トリアミドの使用
ビーエーエスエフ  ソシエタ
ス・ヨーロピア

10 災害用トイレ 旭コンクリート工業株式会社 52 非常用糞尿処理袋 有限会社レイノ

11 簡易トイレ 株式会社木村技研 53 仮設トイレ 株式会社昌利

12 簡易トイレ 齋藤  信仁 54 小用簡易トイレ 田中  勇

13 組立式トイレ 株式会社ケンユー 55 移動式温水シャワー兼トイレルーム 李  栄彦

14 移動式トイレ 株式会社木村技研 56 無放流式環境配慮型水洗トイレ 株式会社ハイテックス

15 セパレート便器 大央電設工業株式会社 57 地震耐応机 大高  慶子

16 簡易トイレ 住金プラント株式会社 58 簡易トイレ用使い捨てバッグ ヘルスアシスト株式会社

17 自己完結型トイレ 大和化学工業株式会社 59 簡易トイレ及び簡易トイレ用成型物 村上  文世

18 循環式トイレ ネポン株式会社

19 トイレ及びトイレの施工方法 株式会社木村技研

20 トイレシステムおよびその使用方法 株式会社東洋製作所

21 尿処理装置 正和電工株式会社

22 仮設トイレ 日野興業株式会社

23 バイオトイレ装置 中国電力株式会社

24 循環水洗式トイレ 株式会社東陽綱業

25 防災用収納箱 不二サッシ株式会社

26 非常用テント
株式会社  林物産発明研
究所

27 災害時トイレ 有限会社エマージェンシー

28
簡易トイレの排泄物処理方法および排
泄物ゲル化隠蔽消臭用おとし紙

株式会社アイ・イー・ジェー

29 消化槽付きトイレ コトヒラ工業株式会社

30 エレベータ用簡易トイレ 株式会社  シコク

31 バイオトイレ 株式会社エール・ケア

32 防災用収納箱 不二サッシ株式会社

33
避難所体育館等に短時間少人数で間
仕切り個室を建てる方法装置

株式会社バンスポーツ

34 トイレ収納ベンチ 株式会社エスエスシー

35
屎尿用消臭剤及びそれを使用した消
臭方法

有限会社オガワテクノ

36 し尿処理装置、及びバイオトイレ 株式会社東京サンツール

37 汚水浄化装置 東和安全産業株式会社

38 男子用水洗トイレ 朝日テック工業株式会社

39 トイレシステム リンフォース工業株式会社

40 凝集剤による循環式水洗トイレ 広江  晃

41 仮設トイレ 中家  正行

42 簡易式トイレ
合資会社レールローダサー
ビス 以上59点収録

仮設トイレの構造と装置　　　No.10561

[登録・公開編]　　平成22年（1年間）　　　　59点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥18,900    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥18,900　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥28,350　）


