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 ＜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,11068 登録・公開 平.27 99点 ￥20,000

No,10996       〃 平.26 99点 ￥20,000

No,10952       〃 平.25 99点 ￥20,000

No,10837       〃 平.23-平.24 79点 ¥20,000

No,10839 公開特許 平.19-平.24 65点 ¥18,000

No,10100       〃 平.14-平.18 80点 ¥27,900

No,10902 登録・公開 平.25 74点 ¥20,000

No,10823       〃 平.24 74点 ¥20,000

No,10713       〃 平.23 69点 ¥18,000

No,10717       〃 平.23 67点 ¥18,000

No,10592 公開特許 平.13-平.22 70点 ¥20,000

No,9385       〃 平.4-平.13 99点 ¥19,700

No,9386       〃 平.4-平.13 122点 ¥24,400

No,10489       〃 平.21 74点 ¥22,000

No,10099       〃 平.14-平.18 81点 ¥28,300

No,10591       〃 平.19-平.22 70点 ¥21,000

No,10094       〃 平.13-平.18 79点 ¥27,600

*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：〒

家具の転倒防止装置

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１１１５５

お   申   込   書

               〃

避難所用簡易パーティション

ログハウスの構造と建材

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

木製家具の製造加工方法

※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。］

               〃

担当者名

所属部署名

会社名

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

枠組壁工法住宅の構造と建材

仮設住宅の構造と装置

食器棚の構造と製造方法

               〃

               〃

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

木製家具の製造加工方法

木造建築の耐震補強方法

ご注文内容

CD-ROM版 or Ｂ５製本版 or 一括購入

[登録・公開編]平成28年（1年間）　　70点

木造家屋の補強装置

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

既刊関連セットのご案内

               〃

               〃

集成材の製造加工方法

昇降天板付きデスクの構造



1 作業台 コージ産業株式会社 45
保持棚組立用部材、保持棚の組立方
法及び保持棚

有限会社松尾エンジニアリ
ング

2 机 株式会社イトーキ 46 引出 中田　裕士

3 収納家具
パナソニックＩＰマネジメント
株式会社

47 多段型の組立て式回転本棚 浅川　進

4 テーブル コクヨ株式会社 48 収納家具 大建工業株式会社

5 組立式デスク 株式会社イトーキ 49 収納家具およびその施工方法 大建工業株式会社

6 デスク 株式会社イトーキ 50 収納装置
パナソニックＩＰマネジメント
株式会社

7 家具システム、テーブル コクヨ株式会社 51 収納装置
パナソニックＩＰマネジメント
株式会社

8 回転収納装置
パナソニックＩＰマネジメント
株式会社

52 食器棚用のレール部材 株式会社綾野製作所

9 組立て机 マツダ紙工業株式会社 53 机上用棚装置 株式会社イトーキ

10 作業台 コージ産業株式会社 54
家具付設品及びその例としての電気
的接続器

株式会社イトーキ

11 書見用スタンド 斉藤　博 55 机及び家具 株式会社イトーキ

12 組立式デスク 株式会社イトーキ 56 整理家具 株式会社イトーキ

13 テーブルの天板連結装置 株式会社イトーキ 57 引出しユニット 井上金物株式会社

14 机の脚装置 株式会社イトーキ 58 木製ＡＶラック 株式会社共栄商事

15 テーブルのエッジ装置 株式会社イトーキ 59 家具 有限会社ヒラシマ産業

16 作業台 コージ産業株式会社 60 テーブル 伊藤　生

17 接合構造、接合方法及び組立家具 株式会社白井産業 61
デザイン性円形状付きサイドボード家
具

有限会社マルヨシ民芸家具

18 組立式デスク 株式会社イトーキ 62 ほぞ部材の構造
蓁億實業股▲分▼有限公
司

19 組み合わせ家具 株式会社岡村製作所 63 衝立の取付構造 株式会社丹青社

20 組み合わせ家具 株式会社岡村製作所 64
開け閉め容易な両開き戸付き木製収
納家具

株式会社　丸仙工業

21 組み合わせ家具 株式会社岡村製作所 65 リニアエンジン付き引戸収納家具 株式会社河口家具製作所

22 組み合わせ家具 株式会社岡村製作所 66 屋外用耐久性格子状ボックス体
株式会社ワンズコーポレー
ション

23 組み合わせ家具 株式会社岡村製作所 67 マグネットを吸着可能木製用床頭台 有限会社入江木工

24 家具の転倒防止具 株式会社シロクマ 68 吸湿材付き装飾性テレビボード 株式会社河口家具製作所

25 システムデスク ナサ流通企画株式会社 69 傷付き難い医療福祉家具 株式会社キリモク

26 収納システム 永大産業株式会社 70 古箪笥類を更生した箱型家具。 稗田　正弘

27 椅子付きテーブル 睦技研株式会社

28 書見台 山崎　三正

29 棚の補強機構 春日　孝信

30 天板付き家具 株式会社岡村製作所

31 テーブル 株式会社イトーキ

32 テーブル 株式会社イトーキ

33 フレキシブル天板机 木戸　英俊

34 防災テーブル マザー有限会社

35 スリッパ収納家具 門　哲男

36 収納キャビネット タカラスタンダード株式会社

37 家具転倒防止方法およびその構造
構造品質保証研究所株式
会社

38
シールド付き家具等とその適用部屋及
び建築構造物

田中　敬二

39 什器の仕口構成体および什器 株式会社六角屋

40 組立式デスク 株式会社イトーキ

41 机
コイズミファニテック株式会
社

42 脚具 株式会社石黒製作所

43 書見台 山崎　三正

44 棚板支持構造及び棚板支持具 トヨタホーム株式会社 以上70点収録

木製家具の製造加工方法　　　No.11155

[登録・公開編]　　平成28年（1年間）　　　　70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　）


