
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,10114 公開特許 平.11-平.18 69点 ￥24,300

No,10113       〃 平.12-平.18 77点 ￥26,400

No,10112       〃 平.11-平.18 79点 ￥24,500

No,10111       〃 平.11-平.18 90点 ￥27,900

No,10279B       〃 平.17-平.19 90点 ￥27,000

No,10279A       〃 平.14-平.16 79点 ￥23,700

No,10278B       〃 平.17-平.19 74点 ￥25,900

No,10278A       〃 平.14-平.16 71点 ￥24,800

No,10277B       〃 平.15-平.19 92点 ￥30,000

No,10277A       〃 平.10-平.14 92点 ￥30,000

No,10276       〃 平.14-平.19 73点 ￥30,000

No,10275       〃 平.14-平.19 79点 ￥27,700

No,10268       〃 平.10-平.19 99点 ￥30,000

No,10267       〃 平.10-平.19 100点 ￥30,000

No,10266       〃 平.10-平.19 99点 ￥30,000

No,11006 登録・公開 平.26 70点 ￥18,000

No,10972 公開特許 平.26 80点 ￥20,000

No,10985 登録特許 平.26 70点 ￥18,000

No,10920       〃 平.25 69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：〒

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

※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      

農作物洗浄装置の構造

               〃

残留農薬測定法と装置

無農薬・有機栽培法と資材

畜糞乾燥装置の構造

畜糞炭化装置の構造

農土木作業における溝等成形装置
[公開編]平成25年～平成27年（3年間）　　73点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１１０５１

お   申   込   書

畜糞焼却装置の構造

イチゴの栽培方法と装置

剪定枝破砕装置の構造

園芸用刈込機の構造

刈払機用チップソーの構造と製法

◎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

               〃

刈払機用コードソーの構造と製法

既刊関連セットのご案内

農園芸用バリカン刈刃の構造

コンバインの刈刃構造と装置

農業用ハウスと部材

               〃

植物工場と栽培方法

水耕栽培方法と装置



1 土壌特性測定装置 株式会社　伊藤園 42 歩行型管理機 三菱農機株式会社

2 歩行型管理機 三菱農機株式会社 43 耕耘装置 株式会社クボタ

3 歩行型管理機 株式会社クボタ 44 歩行型耕耘機 井関農機株式会社

4 中耕除草培土機 井関農機株式会社 45 耕起作業機
株式会社ササキコーポレー
ション

5 歩行型耕耘機 井関農機株式会社 46 歩行型管理機 三菱農機株式会社

6 サブソイラー機構 株式会社やくしん 47
流体管の導入装置及びそれを用いた
埋設方法

野村　佳寿

7 水田作業機 株式会社クボタ 48 圃場溝掘機
株式会社富士トレーラー製
作所

8 畝成形装置 井関農機株式会社 49 圃場溝掘機
株式会社富士トレーラー製
作所

9 畝立装置 井関農機株式会社 50 耕耘畝立機の畝立装置 井関農機株式会社

10 耕耘機 井関農機株式会社 51 耕耘機の畝立装置 井関農機株式会社

11 管理機 井関農機株式会社 52 耕耘装置 株式会社クボタ

12 溝切機及び対地溝切方法
バウアー　マシーネン　ゲー
エムベーハー

53 表土掘削装置
株式会社ササキコーポレー
ション

13 土壌改良作業機 スガノ農機株式会社 54 畝形成方法及び形成装置 志村　一夫

14 うね立て施肥作業機 三菱農機株式会社 55 敷設機械及びブレードアセンブリ
フスクバルナ　アクティエボ
ラーグ

15 歩行型耕耘機 井関農機株式会社 56 水底トレンチ掘削装置
アイエイチシー　エンジニア
リング　ビジネス　リミテッド

16 耕耘機 井関農機株式会社 57 歩行型耕耘機 井関農機株式会社

17 歩行型の耕耘機 井関農機株式会社 58 歩行型耕耘機 井関農機株式会社

18 耕耘機 井関農機株式会社 59 圃場用縦口路形成装置
株式会社富士トレーラー製
作所

19 歩行型耕耘機 井関農機株式会社 60 圃場用縦口路形成装置
株式会社富士トレーラー製
作所

20 敷設機械 ハスクバーナ・アーベー 61 農業用作業車 吉徳農機株式会社

21 乗用培土機 ヤンマー株式会社 62 圃場溝切機
株式会社富士トレーラー製
作所

22
カルチベータ砕土均平ローラ装置の作
用幅可変構造

日農機製工株式会社 63 圃場溝切機
株式会社富士トレーラー製
作所

23 管理作業機 井関農機株式会社 64 耕耘機 井関農機株式会社

24 トレンチカッタ用掘削ホイール
バウアー　マシーネン　ゲー
エムベーハー

65
疎水材投入装置、および、それを利用
した疎水材充填方法

高平建設株式会社

25 歩行型の車軸管理機 井関農機株式会社 66 圃場溝掘機
株式会社富士トレーラー製
作所

26 カッティング歯
バウアー　マシーネン　ゲー
エムベーハー

67 圃場溝掘機
株式会社富士トレーラー製
作所

27 歩行型農作業機 三菱農機株式会社 68 歩行型耕耘機 井関農機株式会社

28 歩行型管理機 株式会社クボタ 69 播種床形成器、施肥・播種装置
国立研究開発法人農業・食
品産業技術総合研究機構

29 広幅畝成形装置 井関農機株式会社 70 作業機 ヤンマー株式会社

30 歩行型耕耘機 井関農機株式会社 71
プラウ梁材に取り付けられた複数のプ
ラウ体を備えたプラウ

ハンス・フォン・デア・ハイデ

31 農作業機の覆土ディスク取り付け構造 田中工機株式会社 72 トレンチ掘削装置及び方法
アイエイチシー　エンジニア
リング　ビジネス　リミテッド

32 歩行型管理機 三菱農機株式会社 73
長尺部材を埋設するための装置及び
方法

アイエイチシー　エンジニア
リング　ビジネス　リミテッド

33 作業機 井関農機株式会社

34 歩行型管理機 三菱農機株式会社

35 オフセット作業機及びこの作業方法 小橋工業株式会社

36 耕耘機 井関農機株式会社

37 平高畦成形機 鋤柄農機株式会社

38 管理機の畝立器 井関農機株式会社

39 管理機 井関農機株式会社

40 歩行型管理機 三菱農機株式会社

41 歩行型管理機 三菱農機株式会社 以上73点収録

農土木作業における溝等成形装置　　　No.11051

[公開編]　　平成25年～平成27年（3年間）　　　　73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　）


