
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)

￥１６，８００－ ￥１６，０００－

￥１６，８００－ ￥１６，０００－

￥２５，２００－ ￥２４，０００－

(本体価格)

No,10687 登録・公開 平.23 60点 ￥15,000

No,10561       〃 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,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：〒

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      

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

仮設トイレの構造と装置
[登録・公開編]平成24年（1年間）　　60点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０８０４

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

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

◎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



1 し尿固化剤及び簡易トイレ 株式会社エス・エイ・プラン 44 循環式水洗トイレ
株式会社オリエント・エコロ
ジー

2
備蓄水装置、及び操作レバーの停止
構造

地方独立行政法人鳥取県
産業技術センター

45 テント 齋藤　信仁

3 仮設トイレ 澤田　豊彦 46 仮設建物の基本ユニット 第一建設株式会社

4 マンホール型の災害用トイレ 旭コンクリート工業株式会社 47 簡易折畳式フレーム構造体 株式会社三永技研工業

5 複合積層体 株式会社ジェイエスピー 48 非常時のサポートユニット 株式会社テイル

6 仮設トイレ トリノ株式会社 49 組立式個室 株式会社フジアウテック

7 仮設トイレ トリノ株式会社 50 集合トイレ 伊藤忠セラテック株式会社

8 脱着式仮設事務所 株式会社テクノミズホ 51 トイレ・シャワー室ユニット ＴＯＴＯ株式会社

9 汚水処理装置及び無排水トイレ装置 藤田　寛 52 便所システム 有限会社ハッピーワーク

10 組立式簡易ハウス 佐々木　三男 53 個用ブースドアの吊元構造 信越ユニット株式会社

11 トイレユニット 加藤　宗▲悟▼ 54 トイレブース用化粧パネル 中川　経司

12 特殊環境用可搬建物 大和リース株式会社 55
閉鎖回路型循環式水洗トイレの循環
水の浄化方法及び装置

株式会社マルイチ

13 ダンボール箱に便座を固定したトイレ 青山　一夫 56 パネル構造体 株式会社オメガ

14 廃棄物処理槽用水分計
スターエンジニアリング株式
会社

57 非常用仮設トイレ 佐原　章允

15
公衆トイレに於ける汚物の搬送装置及
び搬送方法

山海　敏弘 58 循環水洗式トイレ 株式会社東陽綱業

16 ユニット式ルーム、及び止水部材 株式会社ブリヂストン 59 膜利用による水循環使用システム 東レ株式会社

17 仮設トイレ設備 フジワラ産業株式会社 60
仮設建物工事用パーツ間仕切施工方
法

西條産業株式会社

18 非常用マンホールトイレ 日本ステップ工業株式会社

19 緊急用簡易トイレ 株式会社クリテー

20 水処理システム及び水処理方法 株式会社菊池エコアース

21
幼児用トイレブース及び幼児用トイレ
ブースの改修方法

三和シヤッター工業株式会
社

22 大災害における軽便トイレ。 小野瀬　一

23 無放流式環境配慮型水洗トイレ 株式会社ハイテックス

24 減容型簡易トイレ 広瀬　幸雄

25 便器及びこの便器を備えたトイレ 飯高　友之

26 汚水浄化装置 株式会社リガルジョイント

27 便器及びこの便器を備えたトイレ 飯高　友之

28 循環式トイレ 株式会社ビオ・ミクト

29 携帯用便器 沈　金▲龍▼

30 非常用品収納箱の保持台 有限会社レイノ

31 仮設トイレ用消臭剤 株式会社キムラ

32 トイレ用給水装置 城戸　正之

33 強化段ボール製の簡易トイレ モスト技研株式会社

34 非常時用水洗トイレ
株式会社フューチャーテッ
ク

35 トイレユニットケース 川端　毅

36 トイレ用給水装置 城戸　正之

37 簡易トイレ兼用収納容器 株式会社三協商会

38 簡易トイレ 日中東北物産有限会社

39 仮設用浄化槽ユニット 三協フロンテア株式会社

40 組立式個室 ユーテック株式会社

41 人糞処理方法及び装置 デレク　ラム

42 仮設トイレ用配管装置 ダイカポリマー株式会社

43
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 以上60点収録

仮設トイレの構造と装置　　　No.10804

[登録・公開編]　　平成24年（1年間）　　　　60点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥16,800    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥16,800　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥25,200　）


