
株式会社国際技術開発センター
東京都千代田区平河町１－３－６BIZMARKS麹町

 ＜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,11050 登録・公開 平.27 70点 ￥16,000

No,11000       〃 平.26 70点 ￥16,000

No,10929       〃 平.25 70点 ￥16,000

No,10915       〃 平.25 99点 ￥23,000

No,10852       〃 平.24 70点 ￥18,000

No,10894 登録特許 平.25 65点 ￥18,000

No,10832       〃 平.24 64点 ￥18,000

No,10595 公開特許 平.20-平.22 80点 ￥24,000

No,10590       〃 平.16-平.22 72点 ￥21,000

No,10611       〃 平.19-平.22 70点 ￥20,000

No,10592       〃 平.13-平.22 70点 ￥20,000

No,10603       〃 平.18-平.22 70点 ￥20,000

No,10902 登録・公開 平.25 74点 ￥20,000

No,10823       〃 平.24 74点 ￥20,000

No,10591 公開特許 平.19-平.22 70点 ￥21,000

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

No,11161 登録・公開 平.28 60点 ￥16,000

No,11036       〃 平.27 60点 ￥16,000

No,11177       〃 平.28 80点 ￥20,000

*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：〒

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

防波堤と構築方法

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

               〃

防災グッズと使用方法

津波対策建築物

               〃

既刊関連セットのご案内

               〃

防災シェルターの構造と装置

避難所用簡易パーティション

防災用品保管庫の構造

木造建築の耐震補強方法

               〃

               〃

仮設トイレの構造と装置

仮設住宅の構造と装置

               〃

※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      

津波防災装置の構造

津波避難装置の構造

防災・避難装置の構造
[登録・公開編]平成28年（1年間）　　81点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１１１８７

               〃

防火建具の構造と装置

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

お   申   込   書



1 津波防災シェルター 株式会社　Ｆ設計 43 非常用防護装置 有限会社フジカ

2 高所避難施設の躯体
丸栄コンクリート工業株式会
社

44 津波シェルター。 岡田　元浩

3 避難用建物 清水建設株式会社 45 避難空間付建造物 大沼　巖

4 建築構造物 清水建設株式会社 46 津波シェルター。 岡田　元浩

5 避難用地下施設 尾又　康之 47 津波シェルター。 岡田　元浩

6 床下支持型耐震避難テーブル 有限会社フジカ 48
飛来物防護設備及び飛来物防護設備
の設置方法

三菱重工業株式会社

7 建物の浮上式回転機構 株式会社小野田産業 49 パーティション装置 エーフィールズ株式会社

8 防災設備 能美防災株式会社 50 防災シェルター 有限会社フジカ

9 避難用道路 大成建設株式会社 51 津波避難シェルター 小島　一剛

10 格納庫 大成建設株式会社 52
少量危険物備蓄防災倉庫並びに少量
危険物備蓄防災方法

株式会社ランドオーナーズ

11 避難装置 五洋建設株式会社 53 避難シェルター付住宅 株式会社だんらんホーム

12 複数ハッチ略箱型シェルター 株式会社光レジン工業 54 災害対策ユニット 大成建設株式会社

13 津波シェルター 向井　敏雄 55 トンネル用避難装置
三和シヤッター工業株式会
社

14 住宅などの建造物の防護装置 有限会社フジカ 56 噴火退避壕 鈴木　雄司

15 完全防災型の一戸建て住宅 株式会社小野田産業 57 噴石シェルター 株式会社赤阪鉄工所

16 退避施設 株式会社ホクコン 58 組立て式防災シェルター 日鐵住金建材株式会社

17 建物 株式会社熊谷組 59 津波対策住宅 吉田　純志

18 建物 株式会社熊谷組 60 建物 ミサワホーム株式会社

19
津波・洪水など非常事態時の避難装
置

有限会社フジカ 61 避難施設 株式会社ＪＦＣ

20 避難用建物 清水建設株式会社 62 津波避難タワーの仮設屋根構造 日鐵住金建材株式会社

21 避難用建物 清水建設株式会社 63 完全防災型の一戸建て住宅 株式会社小野田産業

22
災害時要援護者のための施設を備え
た建物

株式会社大林組 64
避難シミュレーション装置、避難シミュ
レーション方法及びプログラム

株式会社構造計画研究所

23 浮上型水害シェルター 常石鉄工株式会社 65 シェルター
株式会社クラミー技術研究
所

24 シェルター 株式会社大昇 66 防災シェルター 有限会社フジカ

25
既設あるいは新設木造家屋の津波防
護装置

有限会社フジカ 67 シェルター 株式会社大昇

26 住宅用耐津波ルーム 株式会社住寿 68 地震待避構造 プレス工業株式会社

27
津波・洪水など非常事態時の避難用
シェルター

有限会社フジカ 69 津波避難施設 田中　和雄

28 船舶型の浮遊式水害避難施設 松浦　新吾 70 防護構造 株式会社竹中工務店

29 シェルターの通気管 山口　忠政 71 避難用シェルター 株式会社米子製作所

30 避難設備
一般社団法人　日本知的
資産業際開発懇談機構

72 仮設建物用資材とそれに好適なボード 藤本株式会社

31 津波シェルター
オマエ・シークプロ有限会
社

73 歩道設置型防災シェルター 有限会社フジカ

32 翼のある総合避難支援ビル 木全　昇起 74
シェルター、シェルター収納家屋及び
シェルター隣接設置家屋

岡▲崎▼　公一郎

33
多目的シェルター及び多目的シェル
ターの設置方法

株式会社フルタインターナ
ショナリテ

75 避難装置 有限会社フジカ

34 防災自立型支援システム
ジェーディーエルエンジニ
アリング株式会社

76
分解可能および／または折畳み可能
なシェルターを設置するための装置

ビタブリ

35 避難装置 フジワラ産業株式会社 77 多目的耐震シェルター 古田　元

36 避難用管構造物
大日本プラスチックス株式
会社

78
災害時に簡易に設置できる組立式居
住スペース

株式会社レザック

37 住宅 大和ハウス工業株式会社 79 噴火防災シェルター 東光鉄工株式会社

38
既設あるいは新設木造家屋の津波防
護装置

有限会社フジカ 80 津波シェルター装置 古波藏　勝二

39
防災用品保管庫およびこれを使用した
防災システム

株式会社　ダイワテック 81
衣類収納型組立式室内地震シェル
ター

斎藤　良行

40 津波避難タワー（その２） 久保田　健治

41 避難設備 能美防災株式会社

42 建屋 三菱重工業株式会社 以上81点収録

防災・避難装置の構造　　　No.11187

[登録・公開編]　　平成28年（1年間）　　　　81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　）


