
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)

￥１５，７５０－ ￥１５，０００－

￥１５，７５０－ ￥１５，０００－

￥２３，６２５－ ￥２２，５００－

(本体価格)

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,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,10591 公開特許 平.19-平.22 70点 ￥21,000

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

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

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

No,10095       〃 平.9-平.18 84点 ￥29,300

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

No,10610       〃 平.18-平.22 100点 ￥30,000

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

*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)

               〃

◎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

建物の不等沈下修復方法

防災用品保管庫の構造

避難所用簡易パーティション

防災シェルターの構造と装置

緊急時用浄水装置の構造

仮設トイレの構造と装置
[登録・公開編]平成23年（1年間）　　60点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０６８７

お   申   込   書

               〃

               〃

仮設住宅の構造と装置

               〃

液状化防止建物基礎構造

※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 仮設トイレ 海原  東成 43 組立式便器 株式会社アイ・イー・ジェー

2 便器 飯高  友之 44 循環式簡易トイレ
株式会社アクア・プロジェク
ト

3 バイオトイレ 大央電設工業株式会社 45 糞尿処理方法および糞尿処理装置 株式会社エクセルシア

4 水処理システム、排水桝、水処理方法 フジクリーン工業株式会社 46
トイレ用具備蓄ボックス及びその収納
バッグ

株式会社トルネックス

5 仮設トイレ用配管装置 ダイカポリマー株式会社 47 脱着式トイレハウス 株式会社テクノミズホ

6
屎尿処理を微生物の発酵能力を利用
して行うトイレシステム

コスモ・エース工業株式会
社

48 バイオトイレ 中田  千鶴子

7
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 49 簡易トイレ 株式会社クリテー

8 便器 飯高  友之 50 携帯用便器 沈  金▲龍▼

9 仮設トイレ 日野興業株式会社 51 移動式水洗トイレ設備 日成プラント株式会社

10
電気焼却式便器及び電気焼却式便器
の焼却制御方法

株式会社ディラック 52
プラスチック段ボールからなる簡易便
器

吉岡  肇

11 組立式簡易トイレボックス 山田ダンボール株式会社 53
プラスチック段ボールからなる簡易便
器及び簡易トイレ

吉岡  肇

12 簡易トイレ及びトイレセット 株式会社ケンユー 54
プラスチック段ボールからなる簡易男
子トイレ

吉岡  肇

13 バイオトイレ 諸永  好則 55 簡易トイレ用便座 多摩川クラフト有限会社

14 折畳自在な軽便トイレ 小野瀬  一 56 大便収容用具 上田  明美

15 仮設トイレ トリノ株式会社 57 携帯型の組立式簡易トイレ 林邉  智

16 屋外型公衆水洗トイレシステム 二和設備工業株式会社 58 オガ簡易トイレ 株式会社藤井商会

17 便器 飯高  友之 59 トイレ コスモス工業株式会社

18 便器 飯高  友之 60 携帯便器 株式会社川井

19
汚物処理装置およびそれを備える仮
設トイレ

株式会社  関東広興

20 汚物処理槽搬送車 株式会社  関東広興

21 循環型バイオトイレ 株式会社共成レンテム

22 循環式生分解処理トイレ 道機産業株式会社

23
循環式トイレシステムおよび循環システ
ム

株式会社勝製作所

24 バイオトイレ 大央電設工業株式会社

25 トレーラーハウス 中村  博信

26 仮設トイレユニット キョーラク株式会社

27 便器装置及びスライドバルブ装置 株式会社テシカ

28 小型簡易トイレ 株式会社クリテー

29 拡張型ユニットハウス 川端  ゆかり

30 非常時兼用トイレ 飯高  友之

31 水の要らないトイレ
株式会社  林物産発明研
究所

32 ハイブリット型洗浄水浄化装置 株式会社バイオラファー

33
小便乾燥装置及びそれを備えたトイレ
設備

株式会社ＬＩＸＩＬ

34
強制排水ポンプ、及び強制排水システ
ム

橋本産業株式会社

35
無放流型水循環式簡易水洗トイレ、及
び無放流型水循環式簡易水洗トイレ
における汚水の浄化方法

株式会社ＨＭエスパス

36 移動式水洗トイレ装置 有限会社シンセツ工業

37 大集会、災害用におけるトイレ 小野瀬  一

38
バイオトイレの屎尿処理剤とその製造
方法

澤田  昌治

39 循環式浄化装置 有限会社森久ＬＵＭＢＥＲ

40
電気焼却式便器及び電気焼却式便器
の焼却制御方法

株式会社ディラック

41 車載用便所 株式会社ハマネツ

42 殺菌・消臭機能付き仮設トイレ みのる化成株式会社 以上60点収録

仮設トイレの構造と装置　　　No.10687

[登録・公開編]　　平成23年（1年間）　　　　60点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥15,750    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥15,750　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥23,625　）


