
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)

￥１９，４４０－ ￥１８，０００－

￥１９，４４０－ ￥１８，０００－

￥２９，１６０－ ￥２７，０００－

(本体価格)

No,10901 公開特許 平.25 79点 ￥20,000

No,10846       〃 平.24 80点 ￥20,000

No,10841 登録特許 平.24 67点 ￥18,000

No,10275 公開特許 平.14-平.19 79点 ￥27,700

No,10274       〃 平.14-平.19 76点 ￥30,000

No,10806       〃 平.24 65点 ￥16,000

No,10705       〃 平.23 66点 ￥16,000

No,10570       〃 平.22 80点 ￥23,000

No,10529       〃 平.21 80点 ￥23,000

No,10372D       〃 平.20 72点 ￥20,000

No,10372C       〃 平.19 70点 ￥20,000

No,10372B       〃 平.18 72点 ￥20,000

No,10372A       〃 平.17 70点 ￥20,000

No,9879C       〃 平.16 67点 ￥21,400

No,9879B       〃 平.15 68点 ￥17,300

No,10774 登録特許 平.23 60点 ￥16,000

No,10631 公開特許 平.13-平.22 65点 ￥18,000

No,9867       〃 平.7-平.16 97点 ￥27,400

No,8782       〃 平.6-平.10 68点 ￥24,500

*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：〒

植物工場と栽培方法

既刊関連セットのご案内

人工培土の製造加工方法

無農薬・有機栽培法と資材

◎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

緑化システムと部材

園芸ハウス用温風暖房機

リサイクル緑化基盤材の緑化工法

水耕栽培方法と装置

農業用ハウスと部材
[登録編]平成25年（1年間）　　69点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０９２０

お   申   込   書

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

※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      

残留農薬処理法と処理剤

屋上緑化工法と部材

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

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



1 建造物 中村　鉄哉 34 農業用フィルム 大倉工業株式会社

2 積層フィルムおよび農園芸用施設 住友化学株式会社 35 フッ素樹脂フィルム 東レフィルム加工株式会社

3 積層体の製造方法 旭硝子株式会社 36
温室構造におけるアーチ部材のねじ
れ防止構造

佐藤産業株式会社

4 天幕被覆操作用補助具 増　川　　清　司 37
熱可塑性樹脂ペレットの製造方法、そ
れにより得られた熱可塑性樹脂ペレッ
ト、および熱可塑性樹脂ペレッ・・・

三菱レイヨン株式会社

5 ハウス栽培システム 愛知県 38 農業用ポリオレフィン系樹脂フィルム オカモト株式会社

6
ポリエステル樹脂、それを用いた水分
散体および接着剤

東洋紡株式会社 39
紫外線吸収性樹脂組成物、および該
紫外線吸収性樹脂組成物を用いた積
層体

株式会社日本触媒

7 栽培用ハウス 株式会社りょくけん 40
熱線反射性透明材料、熱線反射性透
明材料の製造方法及び熱線反射性透
明材料を備えた温室

旭硝子株式会社

8 農業用ハウス 株式会社若本製作所 41
農業ハウス用内張りカーテンおよびそ
れに利用する給気装置

福山　望

9 農業用ハウスの巻取シートガイド構造 シーアイ化成株式会社 42
反射防止物品、画像表示装置及び反
射防止物品の製造用金型

大日本印刷株式会社

10 果実の成熟を促進する方法
独立行政法人理化学研究
所

43
農業用光散乱フッ素樹脂フィルム及び
その製造方法

旭硝子株式会社

11 遮熱性膜材料 平岡織染株式会社 44 親水性シート 日東電工株式会社

12
フィルム、その製造方法、積層フィルム
もしくはシート、および積層体

三菱レイヨン株式会社 45 照明器具及びビニルハウス パナソニック株式会社

13 農業用フィルム 住友化学株式会社 46 ビニルハウス用パイプ チェ　ギュイル

14 植物育成ユニット ＭＫＶドリーム株式会社 47
シート及びシートを用いた果樹栽培用
簡易ハウス及びシートを用いた果樹栽
培用簡易ハウスの組立方法

株式会社一色本店

15
疎水化酸化ケイ素被覆金属酸化物粒
子の製造方法

旭硝子株式会社 48 調光方法、調光システムおよび建造物
ＡＧＣグリーンテック株式会
社

16 連棟型栽培用ハウス 協伸化成株式会社 49 パイプハウス用取付部材 株式会社セイオー技研

17 結露水回収装置 東都興業株式会社 50 緩衝吸音材および吸音構造 名古屋油化株式会社

18 農業用フィルム
三菱樹脂アグリドリーム株式
会社

51
植物用カバー及びこれを用いた農業
用ハウス

パナソニック株式会社

19 野菜苗供給システム 三協フロンテア株式会社 52
無機塗料組成物の製造方法、親水性
塗膜および農業用フィルム

旭硝子株式会社

20 防汚性を有する複合部材
株式会社ＮＢＣメッシュテッ
ク

53
超高分子量ポリオレフィン製シート及
びその製造方法

旭化成ケミカルズ株式会社

21
換気用シート巻き軸と回転機出力軸と
を接続する軸継手構造および軸継手
部材

東都興業株式会社 54 光反射性フィルムおよびその製造方法 富士フイルム株式会社

22 棟方向傾斜建築物
独立行政法人農業・食品産
業技術総合研究機構

55
赤外光反射フィルムおよびその製造方
法。

富士フイルム株式会社

23
網又はシートの定着装置及びこれを利
用した植物育成用ハウス

東都興業株式会社 56 簡易温室の自動開閉ドア装置 東都興業株式会社

24 生分解性栽培用光反射シート 古河電気工業株式会社 57
ポリ乳酸系樹脂組成物からなるチップ
状物

東レ株式会社

25
生分解性樹脂組成物および生分解性
フィルム

昭和電工株式会社 58
ポリ乳酸系樹脂組成物からなるチップ
状物

東レ株式会社

26 新規なポリ塩化ビニル樹脂可塑剤
エスケー　イノベーション
カンパニー　リミテッド

59
栽培植物局部微小水滴吐出装置およ
び栽培植物局部微小水滴吐出方法

国立大学法人愛媛大学

27 農業用ハウス パナソニック株式会社 60 蛇腹式トンネル 株式会社　ダイツウ

28 連結金具 佐藤産業株式会社 61
屋根シート材敷設方法及び同敷設用
仮止め具

渡部　正和

29 パイプジョイント 佐藤産業株式会社 62 生分解性農業用被覆資材 ユニチカ株式会社

30
ハウス用栽培装置及び同装置を備え
たビニルハウス構造

佐藤産業株式会社 63 植物栽培装置 株式会社Ｓｋｉｐ

31 生分解性合成樹脂フィルム ヤマトエスロン株式会社 64
農業用資材、その製造方法、その使用
方法

ユニチカ株式会社

32 植物栽培用ハウス 伊藤　利朗 65
超高分子量ポリオレフィンシートの製造
方法

旭化成ケミカルズ株式会社

33 農業用被覆材 オカモト株式会社 以下4点省略

農業用ハウスと部材　　　No.10920

[登録編]　　平成25年（1年間）　　　　69点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥19,440    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥19,440　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥29,160　）


