
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,9594 公開特許 昭.5-平.14 100点 ￥20,000

No,9593       〃 平.7-平.14 99点 ￥20,000

No,9591       〃 昭.5-平.14 98点 ￥20,000

No,9510       〃 昭.5-平.14 100点 ￥20,000

No,11000 登録・公開 平.26 70点 ￥16,000

No,10929       〃 平.25 70点 ￥16,000

No,10283 公開特許 平.10-平.19 91点 ￥29,800

No,10282       〃 平.15-平.19 88点 ￥29,700

No,10281       〃 平.10-平.19 88点 ￥26,400

No,10280       〃 平.12-平.19 85点 ￥25,500

No,10490       〃 平.16-平.21 70点 ￥30,000

No,9988       〃 平.9-平.17 61点 ￥23,400

No,10525       〃 平.12-平.21 100点 ￥28,000

No,10597       〃 平.15-平.22 69点 ￥20,000

No,10866 登録・公開 平.24 80点 ￥20,000

*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：〒

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

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      

防災グッズと使用方法

夜間交通安全用チョッキ

防弾・防刃用チョッキの製造方法

防犯防災用監視カメラシステム
[公開編]平成26年（1年間）　　75点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１１０１８

災害時用非常食の製造方法

ＬＥＤ携帯電灯の構造

防災グッズと使用方法

既刊関連セットのご案内

緊急時用浄水装置の構造

防弾・防刃用盾とその製造方法

暴漢取押え用刺股の構造

災害救助用ロボット

緊急脱出用工具の構造

ドアー用心錠の構造

サッシ窓用防犯装置

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

ピッキング防止錠構造

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

ドアー錠用防犯装置



1
監視装置、監視方法および監視システ
ム

パナソニック株式会社 34 監視装置 住友電気工業株式会社

2 介護システム パナソニック株式会社 35 解析処理制御システム 日本電気株式会社

3
イベント通知処理装置、イベント通知シ
ステムおよびイベント通知処理プログラ
ム

東芝テリー株式会社 36
監視装置、監視方法および監視プログ
ラム

住友電気工業株式会社

4
通路の交差点上の静止物体の検出
（方法、システム、および、プログラム）

インターナショナル・ビジネ
ス・マシーンズ・コーポレー
ション

37 撮影システム セコム株式会社

5
無線通信ネットワーク監視システム及
び監視方法

株式会社ピクセラ 38 撮影システム セコム株式会社

6
撮像装置、マスクエリア表示方法およ
び撮像装置の制御方法

キヤノン株式会社 39 監視カメラ 長岡　秀樹

7
画像処理プログラムおよび画像処理装
置

ＮＫワークス株式会社 40 通行物体検出装置 セコム株式会社

8 監視システム 株式会社日立国際電気 41 遠隔監視方法及び遠隔監視システム 日本電信電話株式会社

9
記録情報生成装置及び記録情報生成
用プログラム並びに情報記録媒体

大日本印刷株式会社 42
電子制御装置、電子制御装置の制御
方法、および電子制御装置の制御プロ
グラム

株式会社ニコン

10
複数の監視カメラによる安全監視シス
テム

株式会社日立システムズ 43 在宅支援システム 学校法人同志社

11 画像監視装置 セコム株式会社 44
道路における異常挙動監視システム、
プログラム、監視方法

株式会社ワイ・シーソリュー
ション

12 監視カメラシステム
株式会社日立ソリューション
ズ

45 カメラ監視システム及びカメラ監視方法
株式会社ドッドウエル
ビー・エム・エス

13 試験会場用監視カメラシステム 株式会社日立国際電気 46 監視カメラシステム キヤノン株式会社

14 監視カメラ所在公開システム 株式会社日立国際電気 47 街路灯及び撮影システム
エコ・トラスト・ジャパン株式
会社

15
パノラマ画像作成装置、及び、プログラ
ム

株式会社熊平製作所 48 監視装置の制御方法 株式会社デンソーウェーブ

16 監視装置及び監視システム サクサ株式会社 49 監視装置の制御方法 株式会社デンソーウェーブ

17 監視システム 山本　公義 50
ストリーム受信装置、パラメータ設定方
法およびパラメータ設定システム

三菱電機株式会社

18 監視装置及び監視方法 三菱重工業株式会社 51
画像処理装置、画像処理方法および
画像処理プログラム

オムロン株式会社

19
状態監視装置及び状態監視プログラ
ム

株式会社デンソー 52
画像処理装置、画像処理方法および
画像処理プログラム

オムロン株式会社

20 監視カメラデータ記録装置および方法 株式会社Ｎｅｔ＆Ｌｏｇｉｃ 53
カメラ装置および映像表示システムな
らびに正常性検出方法

公益財団法人鉄道総合技
術研究所

21
記録制御装置、記録制御用プログラム
及び記録制御方法

大日本印刷株式会社 54
映像検索装置、映像検索システム、お
よび映像検索方法

三菱電機株式会社

22
映像配信装置及び方法、映像配信シ
ステム、並びに映像配信プログラム

オリエントブレイン株式会社 55
画像符号化装置、撮影システム、撮影
記録システム、画質符号化方法、及び
画像符号化制御プログラム

パナソニック株式会社

23 映像解析装置 日本電信電話株式会社 56
情報通信システム、情報通信方法、情
報通信装置および情報通信端末

株式会社日立国際電気

24 監視システム 大和ハウス工業株式会社 57
情報補正装置、情報補正方法並びに
情報補正用プログラム及び情報記録
媒体

大日本印刷株式会社

25
監視システムおよびデータ保管方法お
よびデータ参照方法

株式会社Ｎｅｔ＆Ｌｏｇｉｃ 58 ホーム監視装置 株式会社日立国際電気

26 映像監視システム パナソニック株式会社 59
追尾処理装置及びこれを備えた追尾
処理システム並びに追尾処理方法

パナソニック株式会社

27 煙検出装置 能美防災株式会社 60 煙検出装置および煙検出方法 能美防災株式会社

28 検索システム及び方法 鯨田　雅信 61 警備装置、警備方法およびプログラム 綜合警備保障株式会社

29 煙検出装置 能美防災株式会社 62 映像監視システム及びデコーダ 株式会社東芝

30
映像編集装置および映像編集方法並
びに映像編集プログラム

富士通株式会社 63 画像処理装置及び画像処理方法 キヤノン株式会社

31 動画システムおよび画像処理装置 西谷　隆夫 64 監視カメラ 株式会社テスコムジャパン

32 監視システム セコム株式会社 65 監視用画像処理装置 三菱電機株式会社

33 撮影システム セコム株式会社 以下10点省略

防犯防災用監視カメラシステム　　　No.11018

[公開編]　　平成26年（1年間）　　　　75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　）


