
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,11097 公開特許 平.26 - 27 74点 ￥20,000

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

No,11040 登録特許 平.27 70点 ￥18,000

No,10960       〃 平.26 70点 ￥18,000

No,10917       〃 平.25 80点 ￥20,000

No,10838       〃 平.24 69点 ￥18,000

No,10849       〃 平.24 69点 ￥18,000

No,10546 公開特許 平.15-平.21 90点 ￥30,000

No,10614       〃 平.18-平.22 78点 ￥24,000

No,10483       〃 平.17-平.21 73点 ￥24,000

No,11018       〃 平.26 75点 ￥20,000

No,10866 登録・公開 平.24 80点 ￥20,000

No,11078 登録特許 平.27 69点 ￥18,000

No,11096 公開特許 平.27 87点 ￥22,000

No,10516       〃 平.21 70点 ￥30,000

No,11095       〃 平.26-平.27 85点 ￥20,000

No,11093       〃 平.27 63点 ￥18,000

No,10491       〃 平.16-平.21 70点 ￥30,000

No,11098       〃 平.25 - 27 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：〒

デシカント空調システムと装置

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）
ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３      

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

防犯防災用監視カメラシステム

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１１０９９

加湿･調湿機能付空調システムと装置
[公開編]平成26年～平成27年（2年間）　　72点

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

※料金には別途送料がかかります。

お掃除ロボットの構造

ＬＥＤ携帯電灯の構造

担当者名

所属部署名

ホームベーカリーの構造

ご注文内容

食器洗浄機の構造と装置

地中熱利用空調方法と装置

CD-ROM版 or Ｂ５製本版 or 一括購入

お   申   込   書
会社名

               〃

自走式掃除機の構造

深夜電力蓄電システムと装置

既刊関連セットのご案内

太陽光追尾式ソーラーパネル

太陽熱利用システムと装置

ミル装置とミル付コーヒーメーカー

介護・介助用ロボット

洋上風力発電装置の構造

               〃

省エネルギー住宅の設計・施工方法

               〃

殺菌･清浄機能付き加湿装置



1 空調装置 鈴木　英幸 38 調湿装置 ダイキン工業株式会社

2 除湿加湿型放射冷暖房装置 ピーエス株式会社 39 加湿機能を有する室内空気管理装置
エスティ　カンパニー　リミ
テッド

3 調湿素子及び調湿モジュール ダイキン工業株式会社 40
フラットパネルコンタクタ並びにその製
造方法及び使用方法

セルガード　エルエルシー

4 空気調和装置 ダイキン工業株式会社 41 乾燥剤ベースの冷房システム ディーユークール　リミテッド

5 調湿モジュール及び調湿装置 ダイキン工業株式会社 42
光熱変換再生デシカントシート、並び
に該シートを用いたデシカント素子およ
びデシカントローター、並び・・・

日本エクスラン工業株式会
社

6 調湿装置 ダイキン工業株式会社 43 除湿装置 三菱電機株式会社

7 建築物の冷暖房システム 株式会社住まいず 44 換気空調装置 三菱電機株式会社

8 空調装置 大阪瓦斯株式会社 45 空気調和システム及び調湿装置 三菱電機株式会社

9 調湿装置 ダイキン工業株式会社 46 空調システム 株式会社三菱地所設計

10
環境試験装置及び空調システムの制
御方法

エスペック株式会社 47 空気調和装置の室外機 ダイキン工業株式会社

11 空気調和装置の室外機 ダイキン工業株式会社 48 外気処理空調機 木村工機株式会社

12 空気調和装置の室外機 ダイキン工業株式会社 49
ガス除去方法、ガス除去システム、およ
び空調機

株式会社テクノ菱和

13 空気調和装置の室外機 ダイキン工業株式会社 50 空気調和装置 パナソニック株式会社

14
モジュール型データセンタとその制御
方法

富士通株式会社 51 外気冷房機能付空調機 木村工機株式会社

15
冷却加熱ユニット、調湿ユニット、およ
び空気調和装置

ダイキン工業株式会社 52
冷却加熱モジュール、及び空気調和
装置

ダイキン工業株式会社

16 調湿装置 ダイキン工業株式会社 53
冷却加熱モジュール、及び空気調和
装置

ダイキン工業株式会社

17 調湿装置 ダイキン工業株式会社 54 空調室外ユニット ダイキン工業株式会社

18
冷却加熱モジュール及び空気調和装
置

ダイキン工業株式会社 55 空調室外ユニット ダイキン工業株式会社

19 浄化装置及び浄化方法 ミドリ安全株式会社 56 空調室外ユニット ダイキン工業株式会社

20 給水および供給機構 ダイダン株式会社 57 空調室外ユニット ダイキン工業株式会社

21 調湿装置 ダイキン工業株式会社 58 加湿装置 ダイキン工業株式会社

22 調湿装置 ダイキン工業株式会社 59 空調システム 清水建設株式会社

23 調湿装置 ダイキン工業株式会社 60 加湿装置 三菱電機株式会社

24 空調機および手術室の空調システム 清水建設株式会社 61 空調及び清浄化装置 スミコーホームズ株式会社

25 空調システム 大成建設株式会社 62 空調用換気装置 三菱電機株式会社

26
調湿装置及び調湿装置を用いた除湿
システム

ダイキン工業株式会社 63 家屋構造 株式会社アイビック

27 直膨コイルを使用した空気調和機 鹿島建設株式会社 64
サーバファーム冷却システムのための
冷気列封入

ヤフー！　インコーポレイ
テッド

28 直膨コイルを使用した空気調和機 鹿島建設株式会社 65 除加湿装置 津福工業株式会社

29 空調システム及び建物 積水化学工業株式会社 66
加湿および殺菌可能な空調システムと
加湿および殺菌可能な空調方法

ダイダン株式会社

30
冷却加熱モジュール、調湿モジュー
ル、空気調和装置、及び調湿装置

ダイキン工業株式会社 67
分散型空気循環システムを備える閉鎖
環境内で空気を調節するための方法
およびシステム

エンベリッド　システムズ，
インコーポレイテッド

31
冷却加熱ユニット、空気調和装置、調
湿ユニット、調湿装置

ダイキン工業株式会社 68 空調システム及びその使用方法
セカンドエア・ベスローテン・
フェンノートシャップ

32 冷却加熱ユニット及び空気調和装置 ダイキン工業株式会社 69 屋内空気清浄のための再生吸収剤
エンベリッド　システムズ，
インコーポレイテッド

33 空気調和装置及び調湿装置 ダイキン工業株式会社 70
液圧装置および液圧装置を備えた蒸
発システム

コンデア　テヒノロギー　ウン
ト　イノヴァツィオン　アクチ
エンゲゼルシャフト

34
冷却加熱ユニット、空気調和装置、調
湿ユニット及び調湿装置

ダイキン工業株式会社 71
調湿装置、空気調和システム及び調湿
装置の制御方法

三菱電機株式会社

35
冷却加熱モジュール、調湿モジュー
ル、空気調和装置、及び調湿装置

ダイキン工業株式会社 72 機能性空調装置及び機能性空調方法
パナセア　ディシンフェクタ
ント　カンパニー　リミテッド

36 調湿モジュールおよび調湿装置 ダイキン工業株式会社

37
電気化学素子並びにそれを有する空
調機器及び冷蔵庫

池田　彰 以上72点収録

加湿･調湿機能付空調システムと装置　　　No.11099

[公開編]　　平成26年～平成27年（2年間）　　　　72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　）


