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自動回転ドアの構造と装置
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［公開編］平成６年～平成１５年（１０年間） ９７点
(税込価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２５，５１５－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２５，５１５－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥３７，８００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9593 公開特許 ドアー錠用防犯装置 平.7-14 99点 ￥20,000
No,9510 〃 ピッキング防止錠構造 平.5-14 100点 ￥20,000
No,7457(A) 公告特許 安全金庫の構造と製造方法 平.2-3 85点 ￥35,700
No, 〃 (B) 公開特許 〃 平.2-3 103点 ￥38,300
No,6639 〃 ダイヤル符号錠の構造と装置 昭.62-63 76点 ￥19,700
No,8680 〃 ＯＡ機器用耐震固定装置 平.6-10 66点 ￥21,700
No,8429 〃 自転車用錠前の構造 平.7-9 117点 ￥32,000
No,8064(A) 〃 家具類の免震・耐震装置の構造 平.5-7 51点 ￥24,000
No, 〃 (B) 〃 家具類の転倒防止装置の構造 〃 63点 ￥26,700
No,7881(A) 公告特許 家具類の転倒防止装置の構造 昭.62-平.6 64点 ￥21,600
No, 〃 (B) 〃 載置物の転倒防止装置の構造 〃 43点 ￥15,500
No,7835(A) 公開特許 宅配ロッカーの構造と装置 平.5 64点 ￥28,400
No, 〃 (B) 〃 〃 平.6 58点 ￥27,500
No,6745 公告・公開 安全金庫の構造と製造方法 平.1 73点 ￥30,200
No,6594 公開特許 〃 昭.62-63 96点 ￥24,600
No,6634 〃 鍵の構造と製造方法 昭.62-63 142点 ￥24,800
No,9591 〃 ドアー用心錠の構造 平.5-14 98点 ￥20,000
No,9594 〃 サッシ窓用防犯装置 平.5-14 100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 郵便にてお送りください。ＦＡＸ・
（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。
２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

お 申 込 書

会 社 名 ご 注 文 内 容
ﾆｭｰｽｶﾞｲﾄﾞNo，

CD-ROM版・Ｂ５製本版・一括購入
題 名

所 属 部 署

合計 ￥

担 当 者 名 E-mail

℡ （ ） FAx （ ）

住所 〒

※料金には別途送料がかかります。

http://www.itdc-patent.com


1 回転ドアのロック装置 株式会社ナブコ 37 自動回転ドア 株式会社ナブコ

2 自動回転ドア 株式会社ナブコ 38 自動回転スライドドア装置 株式会社田島順三製作所

3 自動回転ドア 株式会社ナブコ 39 ドア障害物検知装置 メムコ　リミテッド

4 通行管理回転ドア 株式会社ナブコ 40 回転ドア 千蔵工業株式会社

5 通行管理回転ドア 株式会社ナブコ 41 回転ドア装置
ワイケイケイアーキテクチュ
ラルプロダクツ株式会社

6 回転扉 鹿島建設株式会社 42 回転ドア装置 株式会社ナブコ

7 回転ドア 株式会社大林組 43 回転ドア装置 株式会社ナブコ

8 回転ドアの駆動装置 株式会社ナブコ 44 回転ドア装置 株式会社ナブコ

9 円形ドアーの中空状枠材 昭和工業株式会社 45 回転ドア装置 株式会社ナブコ

10
回転可能に交叉固定された扉体の取
付構造

ヨーゼフ、ガルトナー、ウン
ト、コンパニー

46 回転ドア装置 株式会社ナブコ

11
回転可能に交叉固定された扉体の施
錠装置

ヨーゼフ、ガルトナー、ウン
ト、コンパニー

47 回転式遮蔽扉装置 株式会社イトーキ

12
回転可能に交叉固定された扉体の安
全装置

ヨーゼフ、ガルトナー、ウン
ト、コンパニー

48 回転ドアの安全装置
三和シヤッター工業株式会
社

13
回転可能に交叉固定された扉体の音
声案内装置

ヨーゼフ、ガルトナー、ウン
ト、コンパニー

49 回転ドア装置 株式会社ナブコ

14 片開き兼用回転扉 株式会社フジタ 50 回転ドア装置の制御装置 株式会社ナブコ

15 回転ドアの駆動装置 住友特殊金属株式会社 51 回転ドア
ドルマ　ゲゼルシャフト　ミッ
ト　ベシュレンクテル　ハフツ
ング　ウント．．．

16 室内環境を保持する出入口装置 大薮　和太郎 52 回転ドア
ブーン　エダム　ベー．フ
アー．

17 回転扉の回転方法 株式会社大林組 53 回転ドアの制御装置 ワイケイケイ株式会社

18 連接棒駆動装置
フェルコ・インターナショナ
ル，ユジン・ダ・フェリール
ズ・ダ・バティマ

54 回転ドアの制御装置 ワイケイケイ株式会社

19 回転扉 株式会社田島順三製作所 55 回転ドア装置 ワイケイケイ株式会社

20 犯罪者捕獲ドア 菅原　英太 56 回転式ドアの自動開閉装置 株式会社藤中

21 通行管理回転ドア 株式会社ナブコ 57 回転扉の扉支持機構 株式会社ナブコ

22 曲面ドア装置 株式会社ナブコ 58 通行誘導門
レイパー　インコーポレー
テッド

23 回転ドアロツク
ブーン　エダム　ベー．フ
アー．

59 特に自動ドア駆動装置用のケーシング
ドルマ　ゲゼルシャフト　ミッ
ト　ベシュレンクテル　ハフツ
ング　ウント．．．

24 旋回ドア駆動部の作動方法
ドルマ　ゲゼルシャフト　ミッ
ト　ベシュレンクテル　ハフツ
ング　ウント．．．

60 回転扉装置
ブーンイダムジャパン株式
会社

25 囲い空間の空調装置 大薮　和太郎 61 自動回転ドア
ワイケイケイアーキテクチュ
ラルプロダクツ株式会社

26 回転ドア 株式会社田島順三製作所 62 ３枚扉回転ドア
ワイケイケイアーキテクチュ
ラルプロダクツ株式会社

27 回転式自動ドア 松下電工株式会社 63 円弧パネル付き回転ドア
ワイケイケイアーキテクチュ
ラルプロダクツ株式会社

28 円形ドアの走行装置 株式会社ナブコ 64 ２枚扉回転ドア
ワイケイケイアーキテクチュ
ラルプロダクツ株式会社

29 スイングドア用センサ 株式会社ナブコ 65 自動回転ドア 三和タジマ株式会社

30 回転ドア装置 株式会社田島順三製作所 66 自動回転ドア装置 三和タジマ株式会社

31 出入口装置
ブーン・エーダム・ベスロー
テン・フェンノートシャップ

67 回転ドア装置 三和タジマ株式会社

32
ドア装置の作動方法及びこの方法によ
り作動するドア装置

ハインリヒ　ランデルト 68 回転ドア装置 三和タジマ株式会社

33
ドア装置の開閉を操作する方法及び
装置

ハインリッヒ　ランデルト 69 自動回転ドア装置 三和タジマ株式会社

34 回転扉
有限会社建築計画しなっぷ
す

70
回転ドアを備えた店舗用万引き防止装
置

金井　宏彰

35 回転ドア装置 株式会社ナブコ 71 回転ドア装置 森ビル株式会社

36 扉等のための動力伝達装置
アントレ－マティック、アクチ
ボラグ

72 回転ドア 株式会社ナブコ

以下２５点省略
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[公開編]　　平成６年～平成１５年（１０年間）　　　９７点
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