
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)

￥２１，０００－ ￥２０，０００－

￥２１，０００－ ￥２０，０００－

￥３１，５００－ ￥３０，０００－

(本体価格)

No,10095 公開特許 平.9-平.18 84点 ￥29,300

No,10592       〃 平.13-平.22 70点 ￥20,000

No,10603       〃 平.18-平.22 70点 ￥20,000

No,10595       〃 平.20-平.22 80点 ￥24,000

No,10590       〃 平.16-平.22 72点 ￥21,000

No,10591       〃 平.19-平.22 70点 ￥21,000

No,10094       〃 平.13-平.18 79点 ￥27,600

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

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

No,10483       〃 平.17-平.21 73点 ￥24,000

No,10580       〃 平.21-平.22 69点 ￥21,000

No,10374       〃 平.18-平.20 90点 ￥30,000

No,10546       〃 平.15-平.21 90点 ￥30,000

No,10561 登録・公開 平.22 59点 ￥18,000

No,10422       〃 平.21 69点 ￥23,400

No,10610 公開特許 平.18-平.22 100点 ￥30,000

No,10609       〃 平.18-平.22 70点 ￥21,000

No,10601       〃 平.20-平.22 99点 ￥30,000

No,10602       〃 平.19-平.22 98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：〒

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

仮設住宅の構造と装置

◎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

津波避難装置の構造

津波防災装置の構造

防災シェルターの構造と装置

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０６１１

お   申   込   書

               〃

太陽光追尾式ソーラーパネル

仮設トイレの構造と装置

               〃

液状化防止建物基礎構造

避難所用簡易パーティション

放射性廃棄物の処理方法

※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      

               〃

緊急時用浄水装置の構造

災害救助用ロボット

洋上風力発電装置の構造

太陽電池屋根材と取付装置

防災用品保管庫の構造

防災シェルターの構造と装置

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

建物の不等沈下修復方法

[公開編]平成19年～平成22年（4年間）　　70点

放射能汚染検査装置



1 安全防護装置 有限会社フジカ 39
市販ベッドにも適用可能な電動防災フ
レーム

富澤  稔

2 建築構造物
株式会社ダイナミックデザイ
ン

40
市販ベッドを包摂できる汎用防災フ
レーム

富澤  稔

3 地震避難シェルター 有限会社ワタセイ 41 建築物倒壊防止装置 グランデータ株式会社

4 防災シェルター
チャールズ・ウェイン・クルッ
ク

42 安全防護装置 フジワラ産業株式会社

5 免震装置及び屋内設置シェルター
株式会社マリーナホテルシ
ステム

43 安全防護装置 フジワラ産業株式会社

6 食卓兼用シェルター 秋山  茂▲じゅ▼ 44 防護装置 有限会社フジカ

7 防災対応ベッド 有限会社日本クレセント 45 防護シェルター 吉村産業有限会社

8 耐震補強構造 馬渕  秀彦 46 歩道設置型防災シェルター フジワラ産業株式会社

9 介護管理装置システム 湯田  秋夫 47
リブフレーム構造体の設置方法及びそ
の設置構造

樫原  健一

10 防災装置 藤原  充弘 48 防災シェルター フジワラ産業株式会社

11 家屋付設式津波避難用シェルター 株式会社高知丸高 49 ドーム型シェルター 有限会社ジャパン通商

12 核シェルター機能付低圧室 山野邉  洋一郎 50
地震時に重錘で作動する室内用防護
装置

今永  勝利

13
地下シェルターおよび地下シェルター
耐力間仕切壁形成方法

日本シェルターシステム株
式会社

51
スチール製パネル式組立て耐震シェ
ルター

株式会社プログレス

14 核シェルター型低圧室 山野邉  洋一郎 52 耐震組立家具用枠体、耐震組立家具 江尻  岩夫

15 収容カプセル 吉留  敏信 53 耐震組立机 江尻  岩夫

16 木造軸組住宅倒壊防止構造 株式会社ライフ・ベア 54 防災避難及び備蓄テーブル エフワン株式会社

17 緊急時用シェルター カネパッケージ株式会社 55 災害ライフユニット付シェルターベッド 岸  剛

18 地震用シェルター 梅原  永一 56 防災シェルター フジワラ産業株式会社

19 安全防護装置 有限会社フジカ 57 安全防護装置 フジワラ産業株式会社

20
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

58 地震・落雷などの防災シェルター フジワラ産業株式会社

21 非常時避難装置 有限会社フジカ 59 安全介護ベッド フジワラ産業株式会社

22 耐震構造体 谷口  雅春 60 シェルターの建設方法
株式会社タイシン技建フク
ダ

23
内壁と外壁の間隔を１０ｃｍを越える様
に保たれた部分に中性子の侵入を防
ぐ性質のある水を充填密封した・・・

松林  昭義 61
既存木造建物に設置する２段構造の
建物耐震補強を兼ねた耐震シェル
ター。

楠見  賢二

24 患者防護・隔離用テント 株式会社環境機器 62
既存家屋内に設置する木造耐震シェ
ルター

株式会社ワールドプランシ
ステムズ

25 シェルタ用屋根構造 エー・アイ・エム株式会社 63
耐震シェルターの組立方法及び耐震
シェルター

有限会社  宮田鉄工

26
家屋内に設置する耐震シェルターの
地震衝撃を緩和する装置。

山村  誠示 64 耐震シェルターを備えた住宅 株式会社プロジェクト  アイ

27 災害時における避難者収容シェルター 都築  巌 65 防護シェルター
ヘスコ  バスチョン  リミテッ
ド

28 防災用ドーム コスモパワー株式会社 66
耐震机、結合耐震机、連結耐震机及
び耐震仮設住宅

江尻  岩夫

29 耐地震用ユニット 美馬  準一 67
木造家屋に構築する災害用鋼製組
シェルター部屋

小関川  芳明

30 歩道橋 フジワラ産業株式会社 68 地震耐応机 大高  慶子

31 安全防護装置 有限会社フジカ 69 セーフティー耐震テーブル 鈴木  晶子

32 家屋倒壊対策工法 有限会社フジカ 70
木造耐震シェルター、および木造耐震
シェルターを内部に設置した建物

株式会社さつき

33 建造物の耐震補強構造 菊川  清

34 地震シェルター 森田  一三

35 安全防護装置 フジワラ産業株式会社

36 避難用シェルター
アカマツコートテック株式会
社

37 地震対策用屋内シェルター 佐伯  譲一

38 木造シェルター部屋を有する木造家屋
有限会社テクニカル・システ
ム・キープ 以上70点収録

防災シェルターの構造と装置　　　No.10611

[公開編]　　平成19年～平成22年（4年間）　　　　70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　）


