
株式会社国際技術開発センター
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 ＜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)

￥２４，８４０－ ￥２３，０００－

￥２４，８４０－ ￥２３，０００－

￥３７，２６０－ ￥３４，５００－

(本体価格)

No,10852 登録・公開 平.24 70点 ￥18,000

No,10894 登録特許 平.25 65点 ￥18,000

No,10832       〃 平.24 64点 ￥18,000

No,10772       〃 平.23 59点 ￥16,000

No,10595 公開特許 平.20-平.22 80点 ￥24,000

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

No,10611       〃 平.19-平.22 70点 ￥20,000

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

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

No,10902 登録・公開 平.25 74点 ￥20,000

No,10823       〃 平.24 74点 ￥20,000

No,10713       〃 平.23 69点 ￥18,000

No,10873 登録特許 平.25 71点 ￥20,000

No,10814       〃 平.24 71点 ￥20,000

No,10776       〃 平.23 60点 ￥16,000

No,10591 公開特許 平.19-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：〒

津波対策建築物

地盤の液状化防止方法

               〃

               〃

               〃

木造建築の耐震補強方法

◎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

仮設住宅の構造と装置

津波避難装置の構造

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

防災用品保管庫の構造

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）
ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３      

津波対策建築物
[登録・公開編]平成25年（1年間）　　99点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０９１５

※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。］

お   申   込   書

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

防波堤と構築方法

               〃

               〃

               〃

津波防災装置の構造



1 津波シェルター 佐藤　千治 41 非常用防護装置 フジワラ産業株式会社

2 歩道橋 フジワラ産業株式会社 42 浮上式津波避難ホーム 外山　喜一

3 防災キャビン 石崎　麻砂美 43 建築物 清水建設株式会社

4 水害避難室
日本セイリングハーバー株
式会社

44 浸水防止構造 沢田　克也

5 シェルターおよびシェルター構築方法 山口　忠政 45 避難装置 フジワラ産業株式会社

6 津波避難地下シェルター 小島　一剛 46 浮体式水害避難シェルター 田口　政行

7 防水設備の緊急閉鎖制御システム
株式会社丸島アクアシステ
ム

47 避難用フロート 三井造船株式会社

8 緊急避難用装置 阿久津　一郎 48 避難シェルター ▲高▼松　直徳

9 浮体式津波避難艇 佐々木　一夫 49 避難用建物 清水建設株式会社

10 津波避難地下シェルター 小島　一剛 50
鉄筋コンクリート外装木造建築物及び
その建築方法

石原　宏明

11 避難用フロート 三井造船株式会社 51 津波対策装置 フジワラ産業株式会社

12 住宅などの建造物の防護装置 フジワラ産業株式会社 52 津波対策用扉 三和鋼業株式会社

13 養護装置とその使用方法 中川　武男 53
ユニットバス型災害シェルター脱出カ
プセル分離破壊特性パニックルーム装
置及び工法

久永　善三

14 地下シェルター 石川島建材工業株式会社 54 津波避難装置 フジワラ産業株式会社

15 津波対応型階段 構建設計株式会社 55 建造物 城戸　國男

16 シェルター付建物 植松　寧 56 簡易津波・耐震シェルター 小田原　勉

17 大きな外力を考慮した両開き扉 株式会社イトーキ 57 避難用道路および避難用構造物 大成建設株式会社

18
建物用浮力付与装置及びこれを用い
た建物

松中　泰徳 58
津波・洪水など非常事態用の避難装
置

フジワラ産業株式会社

19 防災用シェルター コスモパワー株式会社 59 津波避難装置 フジワラ産業株式会社

20 避難用多層建物 三井住友建設株式会社 60 津波避難装置 フジワラ産業株式会社

21 避難用地下施設 尾又　康之 61 高所避難施設の躯体
丸栄コンクリート工業株式会
社

22 避難用フロート 三井造船株式会社 62
海上コンテナを利用する防災シェル
ター

有限会社　野田商事

23 避難用フロート 三井造船株式会社 63 建築物 榎田　寛治

24 歩道橋 フジワラ産業株式会社 64 建築構造物 清水建設株式会社

25 浮上式津波避難塔と津波救命いかだ 外山　喜一 65 水害防止構造 大成建設株式会社

26 手巻き式ゴンドラ 株式会社高知丸高 66 津波避難施設 ＳＭＣコンクリート株式会社

27 津波からの避難建屋用コンテナ 表谷　正則 67 水害対策建物 大成建設株式会社

28 津波・洪水対策用ビル 坂野　房夫 68 建物 株式会社熊谷組

29 避難シェルタ 大成建設株式会社 69 建物 株式会社熊谷組

30 避難用建物 大成建設株式会社 70 浮上型水害シェルター 常石鉄工株式会社

31 津波シェルター 井川　洋 71
津波・洪水など非常事態時の避難装
置

フジワラ産業株式会社

32
地震対策カプセル・津波対策カプセ
ル・船救難カプセル

伊賀　雅人 72 津波避難用建造物 アグナス株式会社

33 筒状構造物の施工方法 石川島建材工業株式会社 73
津波退避部屋及びそれに用いる空気
保持独立体

冨田　盟子

34 筒状構造物の施工方法 石川島建材工業株式会社 74 避難設備
一般社団法人　日本知的
資産業際開発懇談機構

35 防災キャビン 石崎　麻砂美 75
津波対応浮力型住宅、津波対応浮力
型避難カプセル、及び浮力住宅自動
位置復元耐震構造、並びに船舶・・・

中澤　孝作

36 津波避難シェルター 原田　美喜男 76 津波避難用シェルター 株式会社高知丸高

37 津波対策用岸辺構造 日本特装株式会社 77 避難装置 五洋建設株式会社

38
災害用緊急避難カプセル（簡易据置
型）

須▲崎▼　晴雄 78
津波・洪水など非常事態時の避難用
シェルター

有限会社フジカ

39 津波対策用避難小屋 株式会社　Ｆ設計 79 大型鋼管を用いた緊急避難施設 株式会社横河住金ブリッジ

40
津波等災害対策用躯体支柱の支持構
造

フジワラ産業株式会社 80
浮遊体を備えた津波避難用タワー及
び浮遊体

福井鐵工株式会社

以下19点省略

津波対策建築物　　　No.10915

[登録・公開編]　　平成25年（1年間）　　　　99点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥24,840    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥24,840　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥37,260　）


