
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)

￥２２，０５０－ ￥２１，０００－

￥２２，０５０－ ￥２１，０００－
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(本体価格)

No,10095 公開特許 平.9-平.18 84点 ￥29,300

No,10490       〃 平.16-平.21 70点 ￥30,000

No,10525       〃 平.12-平.21 100点 ￥28,000

No,10561 登録・公開 平.22 59点 ￥18,000

No,10422       〃 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,9643       〃 平.15 62点 ￥14,300

No,9444       〃 平.14 62点 ￥14,300

No,9256       〃 平.13 67点 ￥16,700

No,9988 公開特許 平.9-平.17 61点 ￥23,400

No,8137       〃 平.1-平.8 50点 ￥19,700

No,10491       〃 平.16-平.21 70点 ￥30,000

No,10516       〃 平.21 70点 ￥30,000

No,10503       〃 平.21 63点 ￥30,000

No,10492       〃 平.18-平.21 63点 ￥30,000

*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：〒

お掃除ロボットの構造

脚式歩行ロボットの構造

ペット型ロボットの構造

               〃

緊急脱出用工具の構造

               〃

介護・介助用ロボット

               〃

               〃

               〃

               〃

仮設トイレの構造と装置

               〃

               〃

               〃

防災シェルターの構造と装置

災害救助用ロボット

緊急時用浄水装置の構造

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　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。］

お   申   込   書

既刊関連セットのご案内

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）
ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３      

津波避難装置の構造
[公開編]平成16年～平成22年（7年間）　　72点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０５９０

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

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
津波・洪水等の非常事態からの避難装
置

有限会社フジカ 43
建築物用の水害・雪害および土砂災
害対策構造

富士商事株式会社

2
津波又は洪水に対する防災用として地
上設置される浮遊型シェルタ

松葉　文嗣 44 津波避難施設及びその構築方法 株式会社高知丸高

3
津波・洪水等の非常事態からの避難装
置

有限会社フジカ 45 津波、洪水に対する浮上避難設備 ジャパンアメニティ有限会社

4 簡易救命浮き 有限会社フジカ 46 耐高潮建築物とその施工方法 林　武

5
津波避難方法及びこの方法に使用す
る移動体装置

前田　伊典 47 避難用タワー ＳＫハウジング株式会社

6 災害安全装置 藤原　充弘 48 避難装置 有限会社フジカ

7 避難施設 坂野　房夫 49 避難装置 有限会社フジカ

8
津波・洪水等の非常事態からの避難装
置

フジワラ産業株式会社 50 家屋付設式津波避難用シェルター 株式会社高知丸高

9
津波・洪水等の非常事態からの避難装
置

フジワラ産業株式会社 51
津波などに対する避難用施設並びに
その築造方法

有限会社フジカ

10 水域での津波用避難装置 有限会社フジカ 52 収容カプセル 吉留　敏信

11
津波・洪水等の非常事態からの避難装
置

フジワラ産業株式会社 53 津波対策用避難設備 木村　豊

12
津波・洪水等の非常事態からの避難装
置

フジワラ産業株式会社 54 津波避難装置 有限会社フジカ

13 浮体建築物 林　武 55 津波避難用タワー フジワラ産業株式会社

14 津波防災シェルター 砂本　邦彦 56
防災システム、避難状態監視装置、避
難シェルター及びプログラム

株式会社雪研スノーイー
ターズ

15 津波避難用タワー 株式会社野田テック 57 災害時用小屋 株式会社ベストプレス

16 高架式津波避難所 株式会社高知丸高 58
津波・洪水等の非常事態からの避難装
置

有限会社フジカ

17 油圧昇降式津波避難所 株式会社高知丸高 59 非常時避難装置 有限会社フジカ

18 フロート式津波避難所 株式会社高知丸高 60 津波シェルター装置 田口　政行

19 津波からの避難設備 夏山　惠次 61
津波・洪水等の非常事態からの避難装
置

有限会社フジカ

20 津波または大水災害避難用装置 岩井　忠憲 62 水害避難タワー ▲浜▼田　欣哉

21
避難装置並びに避難装置の基礎施工
方法

有限会社フジカ 63
津波・洪水等の非常事態からの避難装
置

有限会社フジカ

22 津波避難所 岡本　耕一 64 防災用ドーム コスモパワー株式会社

23 防災シェルター 山城　充 65 津波からの避難通路。 東急建設株式会社

24 災害対策装置 有限会社フジカ 66 歩道橋 フジワラ産業株式会社

25 避難装置ならびにその施工方法 有限会社フジカ 67 建造物の耐震補強構造 菊川　清

26 津波シェルター 田口　政行 68 津波避難用装置 藤原　充弘

27 水害浮上建築物の浮体施工方法 林　武 69 水害回避免震建築物 林　武

28 避難装置 有限会社フジカ 70 津波からの避難装置 フジワラ産業株式会社

29
浸水浮上建築物およびその施工方
法。

林　武 71 避難用構造物 清水建設株式会社

30 防水救命容器 羽立工業株式会社 72 避難装置 有限会社フジカ

31 浮上建築物とその建造方法 林　武

32 高潮水害浮上建築物とその建造方法 林　武

33 水害浮上建築物とその建造方法 林　武

34 災害緊急居住区システム
日本テクノサービス株式会
社

35 浸水対応建築物とその建造方法 林　武

36 高潮浮上建築物の浮体施工方法 林　武

37
津波などに対する避難用施設並びに
その築造方法

有限会社フジカ

38 多目的災害避難建築物 林　武

39 水害対応免震建築物 林　武

40
津波襲来時における安全避難装置
ロープ網

戸塚　雄次郎

41 浸水対策用ネットワーク避難施設 株式会社栗本鐵工所

42 避難用タワー ＳＫハウジング株式会社 以上72点収録

津波避難装置の構造　　　No.10590

[公開編]　　平成16年～平成22年（7年間）　　　　72点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥22,050    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥22,050　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥33,075　）


