
株 式会社国際技術開発センター
東京都千代田区内神田１－３－４藤村ビル

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）

ニュースガイﾄﾞＮｏ， １０１００ ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３

＜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！

ログハウスの構造と建材
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］平成１４年～平成１８年（５年間） ８０点

(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２９，２９５－ ￥２７，９００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２９，２９５－ ￥２７，９００－

（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥４３，０５０－ ￥４１，０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)

No,9824 公開特許 木造住宅の免震基礎構造 平.13-16 90点 ￥27,000

No,9160 〃 〃 平.8-12 94点 ￥30,700

No,9159 〃 木造住宅の耐震補強方法と部材 平.8-12 74点 ￥24,500

No,9823 〃 既存建物の免震化工法と装置 平.12-16 100点 ￥30,000

No,8897 〃 防音床下地材と防音方法 平.5-11 103点 ￥33,000

No,9158 〃 屋内段差解消用スロープ材 平.5-12 78点 ￥24,700

No,9170 〃 浴室のリフォーム方法と部材 平.5-12 67点 ￥23,400

No,9171 〃 バリアフリー型浴室の構造 平.5-12 119点 ￥29,700

No,9879C 〃 屋上緑化工法と部材 平.16 67点 ￥21,400

No,9879B 〃 〃 平.15 68点 ￥17,300

No,9879A 〃 〃 平.14 68点 ￥17,300

No,9880C 〃 壁面緑化工法と部材 平.16 65点 ￥17,300

No,9880B 〃 〃 平.15 67点 ￥17,300

No,9880A 〃 〃 平.14 67点 ￥17,300

No,10094 〃 仮説住宅の構造と装置 平.14-18 79点 ￥27,600

No,10095 〃 防災シェルターの構造と装置 平.9-18 84点 ￥29,300

No,10035 登録・公開 仮設トイレの構造と装置 平.18 82点 ￥28,700

No,9917 〃 〃 平.17 72点 ￥21,600

No,9774 〃 〃 平.16 72点 ￥21,600

No,9643 〃 〃 平.15 62点 ￥14,300

*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。］
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合計 ￥
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℡ （ ） FAx （ ）

住所 〒

※料金には別途送料・消費税がかかります。

http://www.itdc-patent.com


1 あり継ぎ装置 株式会社遠藤工芸 34 パネル建築のシステムと方法
フェアファックス　エクスプレ
ス　コーポレーション

2 木造継手構造 中山　好一 35 建築用木質複合材及びその製造方法 高橋　恒一

3
組柱を用いた建築物及びその建築物
用羽目板並びに込み栓

根本　芳次郎 36 接合角柱 有限会社ビッグトマト

4
多層壁の井桁組構造物の構築方法と
その構造物

出口　道和 37 ログハウス角ログ縦組み工法 前浜　宗一

5 ログハウスのログ締結用ボルト 澤田　幸由 38 丸太組工法耐力壁線交叉部の工法 松本　正彦

6
部材組み立て支援方法およびシステ
ム

日立ソフトウエアエンジニア
リング株式会社

39 レンガ壁構造 斧山　春水

7
建築用柱状材及びこれを用いた建築
用構造体並びに建築用柱状材の製造
方法

遠藤　博 40
ログハウス用補強具とログハウスにおけ
る補強構造

株式会社トベックス

8 組立て住居 川西　信義 41 木造の簡易建物 石川県森林組合連合会

9 建築用ブロック 蒲野建設株式会社 42
ログハウス型構造物及びログハウス型
構造物用構成部材

アイン株式会社総合研究所

10 パネル状の寄せ木構造材 株式会社エコジャパン 43 ログハウス型構造物 アイン株式会社総合研究所

11 木材組立式の建造工法 濱田　憲吉 44
丸太構造ユニットと該ユニットの製造方
法

村井　俊治

12
高気密高断熱工法に使用する建築用
パネル

有限会社フクマ建設工業 45 ログ材を用いた組立家屋の壁構造 大和ハウス工業株式会社

13 一人で建築可能な木造建築構造 藤原　明 46 建築構造物、壁パネル
株式会社タロ・インターナ
ショナル

14 建物用壁面構造
株式会社タロ・インターナ
ショナル

47 長尺状の木材製品 古田　元

15
ウッドブロックおよびその積上げ構造等
の施工方法

株式会社ジャストワン 48
四個のブロック材をクロス状に結合する
装置

酒井　且

16
建築用柱状材及びこれを用いた建築
用構造体及び建築用柱状材の製造方
法並びに建築基礎構造

遠藤　博 49 ログハウス 川崎　省輔

17 木材間の防水継手及び製造方法 サー　ウォルター　リンダル 50 丸太構造材
日本コンクリート工業株式会
社

18 家屋等の壁面用のブロック 中尾　繁男 51
ログ壁構造およびそれに用いる沈下吸
収金具

株式会社マウンテンホーム
ズ

19 ウッドデッキ、ペット小屋
ソウエイ・コンストラクション
株式会社

52 ログハウス型構造物 アイン株式会社総合研究所

20 可動式梁の接続構造 株式会社町田工務所 53 ログハウス壁上部の隙間防止構造 石川　義雄

21 レジャー等用のミニアチュア建物 株式会社大同 54
建物の丸太壁並びに丸太壁コーナ及
び接合丸太

株式会社東信花木

22 ログハウス及びログハウスキット
株式会社アーミップ・インタ
ナショナル

55 木材 親和木材工業株式会社

23
木製ブロックの伸縮吸収工法及び木
製ブロックの構造

大野　長市 56
木製構造物における土台材と柱材との
連結構造

親和木材工業株式会社

24 建材接合構造とこれを用いた建物壁 株式会社水鍬 57
木製構造物における柱材と壁材との連
結構造

古田　元

25 木造建築物 東海　良寛 58 木製構造物のシール構造 親和木材工業株式会社

26 木製ブロックの接合方法 株式会社吉田組 59 木製構造物 親和木材工業株式会社

27 ログハウス 串崎　敬和 60 アンカー連結構造 遠藤　博

28
間伐材、小径木と在来工法での軸組
部材の余り材及び建築用廃材からの
板パネル製造方法

辻　勝好 61 家屋等の壁面用ブロック 中尾　繁男

29
ログハウスのグルーブ及びノッチ部分
をプレート及びボルトナットで接続する
工法

株式会社ログキャビン劍 62
ログハウス型構造物及びログハウス型
構造物用構成部材

アイン株式会社総合研究所

30 ログハウスの壁材 越井木材工業株式会社 63
ログハウス型構造物及びログハウス型
構造物用構成部材

アイン株式会社総合研究所

31 耐腐朽性木材およびその製造方法 株式会社セラリカ野田 64
プレストレスト木質系構造部材、プレス
トレスト木質系構造部材を用いた建築
物、及び、プレストレスト…

株式会社ＰＣＡ

32 建築物の可変間仕切り壁構造 三井住友建設株式会社

33 ログハウス構築材 斉藤　昭一 以下１６点省略

ログハウスの構造と建材　　　No.10100

[公開編]　　平成14年～平成18年（5年間）　　　80点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥29,295    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥29,295 　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥43,050　）


