
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,10100 公開特許 平.14-平.18 80点 ￥27,900

No,10837 登録・公開 平.23 - 24 79点 ￥20,000

No,10099 公開特許 平.14-平.18 81点 ￥28,300

No,10823 登録・公開 平.24 74点 ￥20,000

No,10713       〃 平.23 69点 ￥18,000

No,10612 公開特許 平.20-平.22 70点 ￥20,000

No,10835 登録特許 平.24 68点 ￥20,000

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,10591       〃 平.19-平.22 70点 ￥21,000

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

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

No,10489       〃 平.21 74点 ￥22,000

No,10488       〃 平.21 77点 ￥24,000

No,10487       〃 平.21 80点 ￥24,000

No,10271       〃 平.19 81点 ￥28,700

No,10272       〃 平.19 80点 ￥28,300

No,10270       〃 平.19 79点 ￥28,300

No,9824       〃 平.13-平.16 90点 ￥27,000

No,10095       〃 平.9-平.18 84点 ￥29,300
*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：〒

既刊関連セットのご案内

仮設住宅の構造と装置

耐震住宅の構造と部材

               〃

木造建築の耐震補強方法

免震住宅の施工方法

集成材の製造加工方法

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０８３９

お   申   込   書

住宅用換気装置の構造

免震住宅の構造と装置

木造住宅の免震基礎構造

枠組壁工法住宅の構造と建材

液状化防止建物基礎構造

ログハウスの構造と建材

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

※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      

防災用品保管庫の構造

木造家屋の補強装置

省エネ住宅と部材

住宅用雨水利用装置

外断熱住宅の構造と装置

建物の不等沈下修復方法

ログハウスの構造と建材

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

[公開編]平成19年～平成24年（6年間）　　65点

防災シェルターの構造と装置

避難所用簡易パーティション

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入



1 木質系の建築材 増田　正雄 43 間仕切り壁の取付け構造 株式会社アールシーコア

2 間伐材で構成されたパネル 金子　照夫 44 木造建築の面構造とその構築方法 坂井　修

3
木造や木造校倉造り自然外気功建物
とベッドや椅子の外気功家具類。

藤堂　智就 45
軟質木質繊維ボードを含む成形ブロッ
ク

パヴァテックス　ソシエテ・ア
ノニム

4 木造建築 株式会社水鍬 46 木製壁構造 飛島建設株式会社

5 木組ブロック 糸井　謙一郎 47 立体構造物 山内　信雄

6 家屋等の壁面用ブロック 中尾　繁男 48 ログハウス 有限会社あすなろ建設

7 木製壁 佐々木木材防腐株式会社 49 壁要素 アンティ・ハルティカイネン

8 水止ログ材と水止片付ログ壁 津田　勝 50
繊維シートを接合主材として用いた建
築部材の接合構造

ジェイ建築システム株式会
社

9
接合材及びその製造方法、並びにそ
れを用いた構造物及びその建築方法

宮崎県 51
ログハウス用のログ、および、ログの壁
構造

株式会社アンジ

10 新校倉造の木造建造物 株式会社木澤工務店 52 積層構造体用角材 白川　昇

11 壁組構造 株式会社きぬがさ 53 ログ壁 今瀬　満

12 木材乾燥装置及び木材乾燥方法 株式会社ヤスジマ 54 壁面構造物 中田　浩吉

13 簡単組立式ログハウス 堀内　健二 55 ログ材 今瀬　満

14 壁構造 篠原　勝雄 56 建築物のパネル構造 マリーテクニクス有限会社

15 等断面集積木材構造
株式会社建築研究所アー
キヴィジョン

57 木製格子組部材 有限会社　福　椿

16 細長木材組立式一体工法 川添　順 58 嵌め合わせ木材パネル 有限会社中山建築

17 ログハウス組立キット及びログハウス 株式会社ナカツカ 59
耐震強度を上げた木造落とし込み（板
倉）工法の耐力壁

馬場　大輔

18 ログハウス 株式会社アールシーコア 60 木造家屋 株式会社こうこうの家

19 建物 株式会社アールシーコア 61 木造建築物 夢木香株式会社

20 ログハウス 株式会社アールシーコア 62 ログ材 菊地　邦彦

21
パネル構造及びこれを備えるログハウ
ス

株式会社ナカツカ 63 ログハウス用座金付きナット
株式会社タロ・インターナ
ショナル

22 木造耐震壁 北谷建設株式会社 64 建築資材 株式会社大崎材木店

23 間伐材を用いた面構成体 堤　勝次 65 角材の組立構造 根本　幸一

24 間仕切り壁構造およびその施工方法 株式会社ダイチ

25 制振部材
東建コーポレーション株式
会社

26 移設可能な簡易イベントハウス。 澤田　昌治

27 建築物用面構成体 堤　勝次

28 壁面用ブロック 中尾　繁男

29 ガーデンサウナハウス サニーペット株式会社

30
建築用又は土木用の壁構造体、これ
に用いる柱状材及びこの柱状材の製
造方法並びにこの壁構造体・・・

遠藤　博

31 構造物用部材 長谷川　仁

32
丸太組工法耐力壁線交叉部の防水構
造

有限会社ウッディー工房

33 建物 株式会社アールシーコア

34 建築物 馬場　光正

35 ログハウス 株式会社アールシーコア

36 ログハウス 株式会社アールシーコア

37 連結部材及び建築構造体 南　宗和

38
ハンドカット丸太組工法耐力壁線交叉
部の防水構造

堺　雅美

39 細長木材組立式一体工法 川添　順

40
間伐材を用いた組立構造及びその施
工方法

根本　幸一

41
ログハウスの外壁を構成するための木
質壁材

古田　元

42 木造建築物
株式会社あったか森の国か
ら 以上65点収録

ログハウスの構造と建材　　　No.10839

[公開編]　　平成19年～平成24年（6年間）　　　　65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　）


