
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)

￥３０,７６５－ ￥２９，３００－

￥３０,７６５－ ￥２９，３００－

￥４５，１５０－ ￥４３，０００－

(本体価格)

No,10035 登録・公開 平.18 82点  ￥28,700

No,9917 〃 平.17 72点  ￥21,600

No,9774 〃 平.16 72点  ￥28,300

No,9643 〃 平.15 62点  ￥14,300

No,9444 〃 平.14 62点  ￥14,300

No,9256 〃 平.13 67点  ￥16,700

No,9045 〃 平.12 57点  ￥19,800

No,8970 〃 平.11 58点  ￥20,700

No,9823 公開特許 平.12-16 100点  ￥30,000

No,9824 〃 平.13-16 90点  ￥27,000

No,9160 〃 平.8-12 94点  ￥30,700

No,9159 〃 平.8-12 74点  ￥24,500

No,8906 〃 平.5-11 78点  ￥28,400

No,8904 〃 平.5-11 67点  ￥24,700

No,8895 〃 平.9-11 57点  ￥21,400

No,8787 〃 平.5-10 60点  ￥19,700

No,9879(C) 〃 平.16 67点  ￥21,400

No,9879(B) 〃 平.15 68点  ￥17,300

No,9879(A) 〃 平.14 68点  ￥17,300

No,8114 〃 平.8 70点  ￥27,900

*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

 E-mail:

 TEL: FAX:

住所：〒

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

（ CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

既刊関連セットのご案内

屋外設置用ゴミ・ボックス

屋外緑化工法と部材

〃

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

プレキャスト・コンクリート製地下室

トンネル壁の補修方法と部材

電波吸収パネルの製造加工方法

 防災シェルターの構造と装置
［公開編］平成９年～平成１８年（１０年間）  ８４点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１００９５

お   申   込   書

〃

〃

既存建物の免震化工法と装置

木造住宅の免震基礎構造

〃

木造住宅の耐震補強方法と部材

※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      

仮設トイレの構造と装置

〃

〃

〃

〃

〃

〃

人造大理石の製造加工方法

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

合計 ￥



1 耐震避難室付き家屋 株式会社ストック 44 防災シェルタ 能美防災株式会社

2 移動式防雷シェルター 大崎電気工業株式会社 45 緊急避難装置 市川　文胤

3 伸縮式耐震用シェルター 石田　友久 46 地震等災害用避難ホ゛ックス 有限会社トウカイミキ

4 組立式耐震シェルター 大塚　赳雄 47 耐震用シェルター 水野　照夫

5 調湿・耐火蔵 株式会社リボール 48 免震部屋 宮崎　隆治

6 免震シェルター 新田　正道 49 地震避難箱の構造 柯　一正

7 震災時緊急避難用収容器 小林　明洋 50 組立耐震シェルタ
オチインターナショナル株
式会社

8 家具調ミニシェルター 横山　琢 51 シェルター 興研株式会社

9 避難用シェルタ
東京エイチ・ワイ興産株式
会社

52
ＮＢＣ戦争から防護する軟質シェル
ターを収納および展開するシステムお
よび方法

ベス－エル・ジクロン－ヤー
コヴ・インダストリーズ・リミ
テッド

10 耐震室付き家屋 株式会社ストック 53 建造物 内尾　義信

11 耐震室付き家屋 株式会社ストック 54
津波又は洪水に対する防災用として地
上設置される浮遊型シェルタ

松葉　文嗣

12 室内耐震防御フレーム 住友軽金属工業株式会社 55 避難シェルター 張嘉仁

13 防災地下室 株式会社スリー・ユー 56 制震金具および制震装置 株式会社耐震ドクター

14
自家発電装置と換気装置を備えた、緊
急時避難用　地下埋設型簡易カプセ
ル。

京阪工事株式会社 57 浴室を利用した緊急避難室 リンナイ株式会社

15 組立式家庭用防災壕 加藤　七郎 58 居住型シェルタ 阿部　俊廣

16 建築物 株式会社ジャムコ 59
組立式地震シェルター及び地震シェ
ルター用補強具

柳瀬　巌

17 耐震用の室内シエルター 齊藤　勇 60 屋内用耐震シェルタ 有限会社七祐建設

18 地震用避難空間の形成構造体 宇尾野　俊明 61 ベッド用シェルター 株式会社アイアンドアイ

19 ＯＡ機器用の耐震シェルター 宇尾野　俊明 62 災害安全装置 藤原　充弘

20 ベット用の耐震シェルター 宇尾野　俊明 63 防災型地中構造、及び、シェルタ 三菱重工業株式会社

21 震災時の津波と火災の避難壕 加藤　隆之 64 避難施設 坂野　房夫

22 津波シェルタ 金沢　幸男 65 地下シェルター 株式会社大垣共立銀行

23
軽量気泡コンクリート製パネルの連結
構造、ボード及びシェルター

三菱マテリアル株式会社 66 地下シェルター 小林　義明

24 鋼管型居住空間 千歳　隆盛 67
部屋ごとにシェルター化する耐震断熱
パネル及びその設置方法

富士ハウス株式会社

25 地震災害対策用寝台型シェルター 高島　宗平 68 避難ボックス 小林　正剛

26 電源装置を備えた防災用ハウス 株式会社鈴機商事 69 家庭用耐震シェルター 高橋　仁

27 電源装置を備えた防災用ハウス 株式会社鈴機商事 70 防犯シェルタおよび防犯避難システム 株式会社コアネット東北

28 屋内用避難ボックス 田村　博明 71 津波防災シェルター 砂本　邦彦

29 災害対策用施設 横山　芳昭 72 緊急避難用施設
株式会社ミラクルスリーコー
ポレーション

30 折畳開脚シエルター 有限会社秋田住建工業 73 地震シェルター 森田　一三

31 ボックス型避難装置
東京エイチ・ワイ興産株式
会社

74 防災シェルター 山城　充

32 緊急避難用耐熱シェルター構造 平山設備株式会社 75 津波シェルター 田口　政行

33 耐震自己救済装置 鄭　國雄 76 簡易シェルター 株式会社清水興産

34 地下シェルター 小林　義明 77 多目的用緊急避難ルーム 金田　泰幸

35
耐震・防犯用シェルター並びに耐震・
防犯シェルターを用いた耐震・防犯シ
ステム

株式会社ワイ・シー・オー 78 防災シェルターの製造方法 東洋プラント株式会社

36 火災時の避難所 水本　孝 79 シェルタ 阿部　俊廣

37 シェルター装置
石川島播磨重工業株式会
社

80 地震避難用テーブル フレッシュペイント株式会社

38 津波と火災の避難壕 加藤　光高 81 安心ホームシェルター 本堂　良一

39
自然災害及び犯罪発生時における緊
急避難施設

株式会社谷口組 82 シェルター兼用のテーブル類 日本デレル株式会社

40 緊急避難用シェルター 磯井　宏 83 核シェルター機能付低圧室 山野邉　洋一郎

41 耐震シェルター型ユニットバス 株式会社久米設計 84 核シェルター型低圧室 山野邉　洋一郎

42 シェルターを設けたベット 小酒部　秀恭

43 防災シェルターシステム 株式会社織部精機製作所 以上８４点収録

防災シェルターの構造と装置 　　　No.10095

[公開編]　　平成9年～平成１8年（10年間）　　　84点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥30,765    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥30,765　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥45,150　）




