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＊最新の特許情報が満載！

(税込価格) (本体価格)

￥２３，７６０－ ￥２２，０００－

￥２３，７６０－ ￥２２，０００－

￥３５，６４０－ ￥３３，０００－

(本体価格)

No,10516 公開特許 平.21 70点 ￥30,000

No,10503       〃 平.21 63点 ￥30,000

No,10492       〃 平.18 - 21 63点 ￥30,000

No,10491       〃 平.16-21 70点 ￥30,000

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

No,11093       〃 平.27 63点 ￥18,000

No,10623       〃 平.17-平.22 79点 ￥24,000

No,9844       〃 平.7-16 99点  ￥28,700

No,10622       〃 平.13-平.22 78点 ￥24,000

No,9092       〃 平.9-12 58点  ￥23,400

No,10398       〃 平.11-平.20 99点 ￥28,600

No,10397       〃 平.14-平.20 74点 ￥22,200

No,10221       〃 平.13-平.19 99点 ￥29,700

No,10220       〃 平.12 - 19 84点 ￥25,300

No,11079       〃 平.26-平.27 83点 ￥20,000

No,10608       〃 平.13-平.22 100点 ￥26,000

*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：〒

殺菌･清浄機能付き加湿装置

串焼き調理装置の構造

炒飯調理装置の構造

過熱蒸気調理装置の構造

食器乾燥保管庫の構造

自動車用クリーニング用具

業務用電磁誘導加熱調理装置

               〃

ハンバーガー調理装置

               〃

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

災害救助用ロボット

食器洗浄機の構造と装置

介護・介助用ロボット

ペット型ロボットの構造

脚式歩行ロボットの構造

お掃除ロボットの構造

※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      

自走式掃除機の構造
[公開編]平成27年（1年間）　　87点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１１０９６

お   申   込   書

既刊関連セットのご案内

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

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 電気掃除機 株式会社東芝 36 走行体装置 株式会社東芝

2
移動ロボット床掃除機のための駆動配
置

ダイソン　テクノロジー　リミ
テッド

37 自走式電子機器 シャープ株式会社

3
自走式清掃装置の充電方法とその充
電装置

聯潤科技股▲ふん▼有限
公司

38
自走式清掃装置及びその集塵容器の
構造と、その組立方法と、集塵方法

聯潤科技股▲ふん▼有限
公司

4
自走式清掃設備の集塵方法及びその
装置

聯潤科技股▲ふん▼有限
公司

39
学習リモコン装置およびこれを備える
自走式電子機器ならびにリモコン学習
方法

シャープ株式会社

5
集塵装置、電気掃除機、自走式掃除
機、及び、自走式掃除機と充電台とを
含むシステム

三菱電機株式会社 40 自走式掃除機 シャープ株式会社

6 自走式電気掃除装置 佐古　曜一郎 41 自走式掃除機 シャープ株式会社

7 自走式掃除機 三菱電機株式会社 42 自走式電気掃除機 シャープ株式会社

8 自走式掃除機 三菱電機株式会社 43
自走式電気掃除機の充電ユニットと充
電システム

シャープ株式会社

9 自走式掃除機 三菱電機株式会社 44 自走式電子機器 シャープ株式会社

10
自走式移動設備の引き返し充電誘導
方法

聯潤科技股▲ふん▼有限
公司

45 デブリセンサを備えた清浄装置
アイロボット　コーポレイショ
ン

11 掃除ロボット シャープ株式会社 46 自走式掃除機 シャープ株式会社

12 電気掃除装置 佐古　曜一郎 47 自走式電子機器 シャープ株式会社

13
自律カバレッジロボットナビゲーション
システム

アイロボット　コーポレイショ
ン

48 ロボット掃除機
アイロボット　コーポレイショ
ン

14 ロボット用の柔軟な固体バンパー
アイロボット　コーポレイショ
ン

49 電気掃除装置 みこらった株式会社

15 自律型カバレッジロボット
アイロボット　コーポレイショ
ン

50 移動型ロボット清掃機
アイロボット　コーポレイショ
ン

16 自走式電子機器 シャープ株式会社 51 電気掃除装置 みこらった株式会社

17
移動ロボット、移動ロボット制御システ
ム、制御図形の表示されたシート、及
びプログラム

学校法人常翔学園 52 カバレッジロボットナビゲーション
アイロボット　コーポレイショ
ン

18
電気掃除機用アジテータ及び電気掃
除機

パナソニック株式会社 53 ロボット掃除機 田村　宏

19 電気掃除装置 株式会社東芝 54 自走式掃除機 シャープ株式会社

20 掃除ロボット及び掃除ロボットシステム 株式会社ダスキン 55 自走式掃除機 三菱電機株式会社

21 掃除ロボット
聯潤科技股▲ふん▼有限
公司

56 掃除ロボット シャープ株式会社

22 自走式清掃装置の充電装置
聯潤科技股▲ふん▼有限
公司

57
清掃ロボットおよび当該清掃ロボットに
使用する清掃シート

ユニ・チャーム株式会社

23 蛍光検出装置及び掃除機 シャープ株式会社 58
誘導型清掃機器と誘導型クリーニング
キット

燕成祥

24 自走式電子機器 シャープ株式会社 59 デブリモニタリング
アイロボット　コーポレイショ
ン

25 自律走行型掃除機及びその制御方法
日立アプライアンス株式会
社

60
案内車両に後続する後続車両を有す
る自走式床掃除機

フォルヴェルク・ウント・
ツェーオー、インターホール
ディング・ゲーエムベーハ

26
掃除機用サイドブラシ及び自走式掃除
機

株式会社コーワ 61 電気掃除機 株式会社東芝

27 自走式掃除機 シャープ株式会社 62 電気掃除機 株式会社東芝

28
ゴミ収集機構およびこれを備えた自走
式掃除機

日本電産コパル株式会社 63 電気掃除機 株式会社東芝

29 電気掃除機 株式会社東芝 64
自走式掃除機、制御装置、および自動
清掃システム

パナソニックＩＰマネジメント
株式会社

30 走行体装置 株式会社東芝 65 自律走行体 株式会社東芝

31 自走式電気掃除機 シャープ株式会社 66 自律走行体 株式会社東芝

32 走行体 株式会社東芝 67 室内ロボット及びその位置決め方法
金▲宝▼電子工業股▲ふ
ん▼有限公司

33 走行体装置 株式会社東芝 68 自動駆動される掃除機
フォルヴェルク・ウント・
ツェーオー、インターホール
ディング・ゲーエムベーハ

34 清掃ロボット
アイロボット　コーポレイショ
ン

69 自走式電子機器 シャープ株式会社

35 自走式機器 株式会社東芝 以下18点省略

自走式掃除機の構造　　　No.11096

[公開編]　　平成27年（1年間）　　　　87点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥23,760    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥23,760　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥35,640　）


