
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,10104 公開特許 平.14 - 18 90点 ￥27,300

No,9420       〃 平.4-13 71点  ￥16,300

No,9480       〃 平.5-14 106点  ￥24,300

No,8013       〃 平.5-7 59点  ￥24,300

No,9156       〃 平.5-12 71点  ￥23,700

No,9878       〃 平.7-16 100点    ￥28,800

No,9421       〃 平.4-13 62点  ￥14,300

No,8421       〃 平.5-9 80点  ￥23,400

No,11051       〃 平.25-平.27 73点 ￥18,000

No,10114       〃 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

*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：〒

               〃

農作物洗浄装置の構造

               〃

農土木作業における溝等成形装置

刈払機用チップソーの構造と製法

剪定枝破砕装置の構造

               〃

園芸用刈込機の構造

凍結防止剤の散布装置

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      

               〃

穴掘り工具の構造と製造方法

スコップ類の構造と製造方法

除雪機及び除雪具の構造
[公開編]平成26年～平成27年（2年間）　　82点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１１０８２

お   申   込   書

路面消雪装置と散水ノズル

埋設型融雪装置の構造

水道管凍結防止用ヒーターの構造

除雪用具の構造と製造方法

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

コンバインの刈刃構造と装置

農園芸用バリカン刈刃の構造

既刊関連セットのご案内

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

刈払機用コードソーの構造と製法



1 除雪機を備えたモノレール 株式会社嘉穂製作所 37 戸口除雪用ミニ建設機械 関工業株式会社

2 除雪用ダンプ 中村　茂 38 除雪用アタッチメント 百瀬　尚

3 積む雪の量を調整できる除雪器具 豊蔵　八重子 39 除雪用アタッチメント 百瀬　尚

4 除雪機 八鹿鉄工株式会社 40 除雪具用補強具 有限会社鈴文

5 ウインドロー除去装置 日立建機株式会社 41 除雪具 アイリスオーヤマ株式会社

6 補助ハンドル付きスコップ 山上　哲彦 42
キャスターが着脱収納が出来るスノー
ダンプ台車

中鉢　照雄

7 融雪装置 伴　勲 43 除雪具 平林　紀子

8 車両情報収集装置
矢崎エナジーシステム株式
会社

44 車両情報収集装置
矢崎エナジーシステム株式
会社

9 自走式作業機 本田技研工業株式会社 45 変速装置の制御装置及び除雪車
株式会社日本除雪機製作
所

10 自走式作業機 本田技研工業株式会社 46 オーガ式除雪機 本田技研工業株式会社

11 ２種類の刃を備えるスノーシャベル 一新工業株式会社 47 オーガ式除雪機 本田技研工業株式会社

12 歩行型ブレード除雪機
株式会社ササキコーポレー
ション

48 オーガ式除雪機 本田技研工業株式会社

13 歩行型ブレード除雪機
株式会社ササキコーポレー
ション

49 オーガ式除雪機 本田技研工業株式会社

14
作業車のオペレータのための作業支
援システム

株式会社日本除雪機製作
所

50 オーガ式除雪機 本田技研工業株式会社

15 除雪機
フジイコーポレーション株式
会社

51 オーガ式除雪機 本田技研工業株式会社

16 作業車両 ヤンマー株式会社 52 除雪装置 伴　勲

17 ブレード型除雪機
株式会社ササキコーポレー
ション

53 歩行型ブレード除雪機
株式会社ササキコーポレー
ション

18 除雪機 本田技研工業株式会社 54 除雪機
フジイコーポレーション株式
会社

19 除雪機 本田技研工業株式会社 55 除雪機
フジイコーポレーション株式
会社

20 電動ブレード除雪機
株式会社ササキコーポレー
ション

56 歩行型作業機 オカネツ工業株式会社

21 効率的な除雪器具 水越　正起 57 除雪機 本田技研工業株式会社

22 除雪機
フジイコーポレーション株式
会社

58 除雪機 本田技研工業株式会社

23 除雪機
フジイコーポレーション株式
会社

59 除雪機 本田技研工業株式会社

24 除雪ユニット 上原　澄男 60 除雪機 本田技研工業株式会社

25
携帯電話操作各種自動雪掻き機及び
防水コードヒーター入り絨毯

小泉　裕功 61
押動搬送式除雪具に取り付けられる雪
こぼれ防止具及び押動搬送式除雪具
に雪こぼれ防止板を取り付けるた・・・

有限会社　佐藤住研

26 雪の処理方法及び雪処理具
有限会社　アイ・ピー・エム
グリーンステージ

62 雪氷砕氷・草刈兼用刃 Ｐ’ｓ＆Ｑ’ｓ株式会社

27 除雪用器具 株式会社オノデラ 63
ブレード誘導板及びブレード誘導板を
有するコンクリートブロック

株式会社ニュー・メソッド

28 電動除雪機
株式会社ササキコーポレー
ション

64 歩行型ブレード除雪機
株式会社ササキコーポレー
ション

29 除雪具 アイリスオーヤマ株式会社 65 落雪用加圧温水放水システム 齊藤　勉

30 歩行型動力運搬車 有限会社河島農具製作所 66
除雪作業と融雪作業を同時に行うこと
ができる手動式除雪用具。

上石　光一

31 歩行型除雪機 本田技研工業株式会社 67 雪路面平行移動型除雪具 松井　次洋

32 除雪処理機 有限会社夢家族 68 歩行型ブレード除雪機
株式会社ササキコーポレー
ション

33 車両用除雪装置
クァンジュ　ナンーグ　オフィ
ス

69 道路除雪作業支援装置
国土交通省北陸地方整備
局長

34 雪掻具 オギハラ工業株式会社 70 除雪機
株式会社ササキコーポレー
ション

35 排雪圧雪プレート 置田　瑞恵 71 除雪機のシャベル反転機構
台灣浩壹股▲ふん▼有限
公司

36 除雪ダンプ用着脱式車輪装置 塩尻　忠臣 以下11点省略

除雪機及び除雪具の構造　　　No.11082

[公開編]　　平成26年～平成27年（2年間）　　　　82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　）


