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＊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,10855 登録特許 平.24 69点 ￥18,000

No,9553 公開特許 平.5-平.14 96点 ￥19,700

No,10242 　　〃 平.10-平.19 85点 ￥29,700

No,8556 　　〃 昭.63-平.9 67点 ￥27,400

No,10425 　　〃 平.17-平.21 100点 ￥28,000

No,9827 　　〃 平.12-平.16 99点 ￥27,600

No,9825 　　〃 平.7-平.16 100点 ￥27,600

No,9549 　　〃 平.10-平.14 71点 ￥17,700

No,9533 　　〃 平.9-平.14 97点 ￥19,700

No,9551 　　〃 平.5-平.14 98点 ￥23,800

No,9550 　　〃 平.5-平.14 84点 ￥19,700

No,9826 　　〃 平.7-平.16 100点 ￥27,600

No,10527 　　〃 平.12-平.21 100点 ￥28,000

No,8125 　　〃 平.6-平.8 103点 ￥33,300

No,10851 　　〃 平.24 68点 ￥18,000

*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：〒

コンクリート廃材の再生方法

排水性舗装用排水路の構造

植生用ポーラス・コンクリートの製造加工方法

コンクリート廃材のリサイクル方法

コンクリートブロックの製造加工方法
[登録編]平成24年（1年間）　　70点

コンクリート用離型剤と剥離用塗料

　　　　　　　　〃

◎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

お   申   込   書

側溝用ブロックの連結方法

水質浄化用ブロックと施工法

緑化舗装方法と部材

緑化用コンクリートブロックの製造加工方法

保水性舗装方法と部材

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      

自由勾配側溝と敷設方法

透水性溝蓋の構造と製造方法

路面排水用側溝の構造

　　　　　　　　〃

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０８５８

既刊関連セットのご案内

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。

担当者名

所属部署名



1 多目的漁礁ブロック 早川　理絵 31
保水性ブロックおよびペーパースラッ
ジ灰を用いた低スランプ硬練り水硬性
組成物

国立大学法人宇都宮大学

2 ブロックの据付
丸栄コンクリート工業株式会
社

32 側溝ブロック クリモトコンクリート株式会社

3
白華発生抑制型即時脱型コンクリート
ブロック及び白華発生予測方法

宇部興産株式会社 33
コンクリートブロック、コンクリートブロッ
クの製造装置、コンクリートブロックの製
造方法、コンクリー・・・

株式会社ヤマウ

4
擁壁積み基礎兼用排水ブロック、路側
構造の構築方法、路側構造

愛媛県 34
土木用ブロック製造法及び土木構築
物

日建工学株式会社

5 保水性ブロック 日本土石工業株式会社 35
小動物用通路付ブロックおよびこのブ
ロックを配置した側溝

三和コンクリート工業株式会
社

6 ガードレール用基礎ブロック
佐々波コンクリート工業株式
会社

36 保水性ブロックの製造方法 東京電力株式会社

7
床スラブの構造及びその床スラブに用
いるブロック

株式会社熊谷組 37
側溝蓋及び該側溝蓋によるコンクリート
製側溝ブロックの閉蓋構造

前田製管株式会社

8
水路構築用ブロック及びこれを用いた
水路構造物

カイエー共和コンクリート株
式会社

38 ブロックの製造方法および装置 田村　のり子

9
雨水等貯留浸透施設用コンクリートブ
ロック体、及び、これを用いた雨水等貯
留浸透施設

エバタ株式会社 39 擁壁用基礎ブロックの施工方法 タカムラ総業株式会社

10 曲面ＡＬＣパネルの製造方法 旭化成建材株式会社 40
廃棄物無害化コンクリート密閉遮断型
ブロックとその製造方法

株式会社光大

11 コンクリート製品成形用の型枠装置。 株式会社フォーテック 41
護岸ブロック、この護岸ブロックを用い
た護岸、護岸ブロックの成形型枠装
置、及び護岸ブロックの成形方法

共和コンクリート工業株式会
社

12 コンクリートブロック成型型枠 株式会社桂機械製作所 42
側溝ブロックとこれを連ねて構築される
排水路

ランデス株式会社

13
基礎ブロック及び基礎ブロックを用いた
基礎構造

大阪瓦斯株式会社 43 暗渠型水路ブロック
草竹コンクリート工業株式会
社

14 コンクリートブロックを備えた防護柵 株式会社イビコン 44 保水性ブロックとその製造方法 三菱マテリアル株式会社

15
コンクリート製擬石ブロックの集合体付
マット及びその施工方法

熊谷　和 45 笠コンクリートブロックの施工方法 株式会社アドヴァンス

16 設置物用基礎ブロック 有限会社鴫原コンクリート 46 排水溝構造 有限会社ウイング

17
コンクリートブロック、このコンクリートブ
ロックを用いた壁の構築方法及び補強
方法

株式会社大林組 47 コンクリートブロック 株式会社イビコン

18
コンクリートブロック塀の基礎構造及び
その塀の施工方法

旭化成ホームズ株式会社 48
コンクリートブロックの削掻方法及びコ
ンクリートブロック用削掻装置

株式会社タイガーマシン製
作所

19
プレキャストコンクリートブロックを用い
た構造物の構築方法

オリエンタル白石株式会社 49
コンクリートブロック及びマスコンクリート
構造物の構築方法

浅井　涌太郎

20
モルタル注入路およびエア排出路形
成用治具

株式会社フジタ 50 補強コンクリートブロック造壁体 鹿島建設株式会社

21 軽量コンクリート組成物
ノバ　ケミカルズ，　インコー
ポレイテッド

51 消波ブロックの設置方法 藤原　理貴

22
コンクリート複合構造体及びその製造
方法

栗本コンクリート工業株式会
社

52
メーソンリブロックおよび重なる面を有
するメーソンリブロックを作成する方法

ネス　インベンションズ，　イ
ンコーポレイテッド

23 コンクリートブロック積み擁壁 有限会社インパクト 53 連結ブロック 揖斐川工業株式会社

24 法面張りブロック
和光コンクリート工業株式会
社

54 コンクリート水路の防水施工方法 株式会社風香園

25 笠コンクリートの構築
丸栄コンクリート工業株式会
社

55 舗装ブロックの製造方法とその装置 エスビック株式会社

26
緑化ブロック及びこれを用いた植え込
み構造、並びに緑化工法

安元　英行 56 魚礁用ブロック
独立行政法人水産総合研
究センター

27
藻場造成方法及びこれに用いる海藻
種苗取り付け器具

共和コンクリート工業株式会
社

57 水路ブロック製造用型枠
カイエー共和コンクリート株
式会社

28 コンクリート躯体の嵩上げブロック インフラテック株式会社 58 コンクリートブロック構築体 長沼　潤

29
ポーラスコンクリートブロックユニットお
よびその製造方法ならびにその敷設方
法

鹿島建設株式会社 59
軌道敷き緑化装置及び同装置に用い
る植物育成ブロック

平和コンクリート工業株式会
社

30 笠コンクリートの構築
丸栄コンクリート工業株式会
社 以下11点省略

コンクリートブロックの製造加工方法　　　No.10858

[登録編]　　平成24年（1年間）　　　　70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　）


