
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)

￥２１，６００－ ￥２０，０００－

￥２１，６００－ ￥２０，０００－

￥３２，４００－ ￥３０，０００－

(本体価格)

No,10952 登録・公開 平.25 99点 ￥20,000

No,10837       〃 平.23-平.24 79点 ¥20,000

No,10839 公開特許 平.19-平.24 65点 ¥18,000

No,10100       〃 平.14-平.18 80点 ¥27,900

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,10717       〃 平.23 67点 ¥18,000

No,10592 公開特許 平.13-平.22 70点 ¥20,000

No,9385       〃 平.4-平.13 99点 ¥19,700

No,9386       〃 平.4-平.13 122点 ¥24,400

No,10489       〃 平.21 74点 ¥22,000

No,10099       〃 平.14-平.18 81点 ¥28,300

No,10591       〃 平.19-平.22 70点 ¥21,000

No,10094       〃 平.13-平.18 79点 ¥27,600

*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：〒

木製家具の製造加工方法

集成材の製造加工方法

昇降天板付きデスクの構造

               〃

               〃

木造建築の耐震補強方法

家具の転倒防止装置

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０９９６

お   申   込   書

               〃

避難所用簡易パーティション

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      

枠組壁工法住宅の構造と建材

仮設住宅の構造と装置

               〃

食器棚の構造と製造方法

木製家具の製造加工方法

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

[登録・公開編]平成26年（1年間）　　99点

木造家屋の補強装置

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

既刊関連セットのご案内



1 長椅子の構造 土井木工株式会社 41 髄部補強木材の製造方法 住友林業株式会社

2 表面加工板 アルプス株式会社 42 収納家具 大建工業株式会社

3 家具転倒防止器具 佐藤　孝典 43 木質板積層圧密接合構造
地方独立行政法人北海道
立総合研究機構

4 目地材 折口　英明 44 木材集成板 有限会社内木木工所

5
天然木薄紙、その製法、その施工方法
および金属化粧板

株式会社ビッグウィル 45 収納家具の棚取り付け構造
内藤家具インテリア工業株
式会社

6 ベッドフレーム 友澤木工株式会社 46 転倒防止家具 丸山　厚

7 間仕切り家具の組付構造 株式会社インテンザ 47 収納付き椅子及び玄関構造 大建工業株式会社

8 塗料及び塗装木材 住友林業株式会社 48 交叉リンク昇降台 株式会社　中居木工

9 リクライニングシート 朝日木材加工株式会社 49
壁面収納システム及び同壁面収納シ
ステムの構築方法

株式会社シンケン

10 リクライニングシート 朝日木材加工株式会社 50 杢目レリーフ板、およびその製造方法 有限会社　富樫銘木

11 収納家具及びこれに用いる固定金具 大建工業株式会社 51 鞄の保管構造 市場株式会社

12
軽量棚板及びこの棚板に用いられる木
質芯材

光洋産業株式会社 52
バンブー集成部品の製造方法、およ
び、バンブー・ステアリングホイールの
製造方法

株式会社　天童木工

13
発光機能付き筐体およびその製造方
法

田中木材工業株式会社 53
埋込みナット、それを利用した積層部
品および椅子

株式会社　天童木工

14
立体形状木製成形体およびその製造
方法

株式会社ＪＶＣケンウッド 54 家具転倒防止装置 株式会社　大塚家具

15 収納家具 永大産業株式会社 55 木製昇降テーブル 鈴木　安治

16 木材乾燥方法 有限会社　二和木材 56
板材、当該板材の製作方法、当該製
作方法に用いる掘削工具、及び家具

株式会社星野民藝

17 壁面家具 株式会社すえ木工 57 木質化成品複合ボード 光洋産業株式会社

18 転倒防止装置及び転倒防止構造 大建工業株式会社 58 木製品 千々岩　茂弘

19 天然木積層突き板及びその製造方法
株式会社　ニチモクファン
シーマテリアル

59 収納家具
株式会社シギヤマ家具工
業

20 家具転倒防止機能付き収納箱 佐々木　利機 60 家具固定具及び家具の壁面固定構造 大建工業株式会社

21 仕切部材の取付構造 永大産業株式会社 61
木製ブロック、および木製ブロックの連
結を補強する方法

大田　信介

22 空間活用型多用途家具の回動装置 ユン，チュンベ 62 家具転倒防止装置 株式会社　大塚家具

23 家具と建物面との間の隙間閉塞装置 アクシス株式会社 63 単板集成材積層体
公立大学法人秋田県立大
学

24
木質調加飾シート、その製造方法、木
質調樹脂成形物およびその製造方法

株式会社ウェーブロック・ア
ドバンスト・テクノロジー

64 書見台 森　泰男

25 化粧板の製造方法 大建工業株式会社 65
裏割れを利用する板材並びにその製
造方法

株式会社ユニウッドコーポ
レーション

26
ねじ保持力を補強した多層構造の組
立ボード

株式会社シカタ 66 化粧板および化粧板の製造方法 株式会社ノダ

27 立ち上がり補助椅子 株式会社　中居木工 67 棚板及び収納家具 大建工業株式会社

28 木材の管理システム 瀬戸製材株式会社 68 収納家具 大建工業株式会社

29 家具の開口部閉塞用のキャップ部材 大建工業株式会社 69 木材の耐火性付与方法 並木木材株式会社

30
木質化粧板の製造方法及び木質化粧
板

小島プレス工業株式会社 70 収納家具 大建工業株式会社

31 家具用昇降装置 アクシス株式会社 71 収納家具 永大産業株式会社

32 収納家具の棚取り付け構造
内藤家具インテリア工業株
式会社

72 壁面設置部材 大建工業株式会社

33 長椅子の構造 土井木工株式会社 73 ロック機能付き収納装置 大建工業株式会社

34 家具転倒防止装置 株式会社　大塚家具 74 転倒防止機能を有する家具 株式会社　大塚家具

35 家具転倒防止装置 株式会社　大塚家具 75
針葉樹材圧密化・成形方法、およびそ
れによって製造した家具

株式会社　天童木工

36 転倒防止機能を有する家具 株式会社　大塚家具 76 家具 株式会社サンカ

37
組立式収納家具及びこれに用いられ
る連結具

国立大学法人岩手大学 77 カバー部材 大建工業株式会社

38
収納庫及びそれに用いる天板の使用
方法

大山　惠美子 78 脚固定構造 株式会社シモオカ

39 接合板の製造方法 吉田　清 79 ユニット家具 大建工業株式会社

40 学習用家具 株式会社Ｎｏｚ 以下20点省略

木製家具の製造加工方法　　　No.10996

[登録・公開編]　　平成26年（1年間）　　　　99点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥21,600    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥21,600　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥32,400　）


