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＊最新の特許情報が満載！

防弾・防刃用盾とその製造方法
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］平成１０年～平成１９年（１０年間） ８８点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２７，７２０－ ￥２６，４００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２７，７２０－ ￥２６，４００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥４０，９５０－ ￥３９，０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9594 公開特許 サッシ窓用防犯装置 平.5-14 100点 ￥20,000
No,9593 〃 ドアー錠用防犯装置 平.7-14 99点 ￥20,000
No,9591 〃 ドアー用心錠の構造 平.5-14 98点 ￥20,000
No,9510 〃 ピッキング防止錠構造 平.5-14 100点 ￥20,000
No,8327 〃 安全ヘルメットの構造 平.9 70点 ￥30,600
No,8073 〃 〃 平.8 85点 ￥32,000
No,8016(D) 〃 〃 平.7 100点 ￥33,500
No,8016(C) 〃 〃 平.6 91点 ￥27,000
No,8016(B) 〃 〃 平.5 84点 ￥20,300
No,8016(A) 〃 〃 平.4 89点 ￥24,000
No,7440 〃 〃 平.3 81点 ￥24,600
No,9988 〃 緊急脱出用工具の構造 平.9-17 61点 ￥23,400
No,8137 〃 〃 平.1-8 50点 ￥19,700
No,10105 〃 穴掘り工具の構造と製造方法 平.14-18 77点 ￥25,400
No,9421 〃 〃 平.4-13 62点 ￥14,300
No,10104 〃 除雪用具の構造と製造方法 平.14-18 90点 ￥27,300
No,9420 〃 〃 平.4-13 71点 ￥16,300
No,8421 〃 スコップ類の構造と製造方法 平.5-9 80点 ￥23,400
No,8420 〃 ハンマー類の構造と製造方法 平.5-9 63点 ￥25,300

*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。］

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 防護盾用のスタンド スターライト販売株式会社 46 防護用の盾 株式会社レニアス

2 防護板 株式会社中条 47 防御用具収納容器
竹中エンジニアリング株式
会社

3 楯兼用筆記台板 名ショプロ工芸株式会社 48 防護楯 腰本　雅也

4 防護板 住友ベークライト株式会社 49 椅子付き防護盾 鈴木　和宏

5 防護板 住友ベークライト株式会社 50 防護楯 有限会社高尾商事

6 積層透明板 住友化学工業株式会社 51 防弾部材 株式会社セキュリコ

7 防刃盾 株式会社協友 52 防護楯 三和商事株式会社

8 楯 株式会社セキュリコ 53 折りたたみ式防護用楯 和田　俊治

9 簡易盾 住友ベークライト株式会社 54 防護楯 住友ベークライト株式会社

10 複合材製防壁構造体 三菱重工業株式会社 55 伸縮式防護用楯 和田　俊治

11 防護用具 株式会社三実通商 56 防護幕体 東洋紡績株式会社

12 警備用盾の取手装置 タキゲン製造株式会社 57 伸縮式防護用楯 和田　俊治

13 防刃具 株式会社金星 58 新規な盾体 ノーベル工業株式会社

14 防刃・防弾機能を有する座布団 江副　正之 59 警音器付防護盾装置 伊藤製鞄株式会社

15 警備用盾 有限会社ナンワ 60 威嚇盾と装飾パネルのセット 朝日テクノ株式会社

16
防護構成材料、防護衣料、及び防護
物品

ユニテックディフェンス株式
会社

61 防刃用構造物 株式会社ハマニ

17 防護盾 住友ベークライト株式会社 62
防護面あるいは防護盾用透明樹脂積
層体の製造方法

筒中プラスチック工業株式
会社

18 防護盾 住友ベークライト株式会社 63 防護盾用透明合成樹脂積層体
筒中プラスチック工業株式
会社

19 セラミックスタイル 東レ株式会社 64 防護盾付きテーブル 鈴木　和宏

20
耐衝撃性ポリウレタン及びその製造方
法

シミュラ・インコーポレーテッ
ド

65 透明合成樹脂積層体
筒中プラスチック工業株式
会社

21
耐衝撃性ポリウレタンおよびその製造
方法

シミュラ　インコーポレイテッ
ド

66 護身用盾 株式会社レニアス

22 盾体 ノーベル工業株式会社 67 護身用盾 株式会社レニアス

23 防護用の盾 株式会社進弘電機 68 護身用盾 株式会社レニアス

24 盗難防止機能付き防刃防弾鞄 株式会社ヨシオ 69 防護盾
ジャパン・フィールド株式会
社

25 持凶器犯人対応の制圧防護盾 吉崎　昇 70 粘着型防護盾 株式会社ヨシオ

26
二輪及び三輪車用防衛具などの装備
構造

スターライト販売株式会社 71 防護盾 宮田工業株式会社

27 防護楯 腰本　雅也 72 防護盾 宮田工業株式会社

28 警備用盾とその製造方法 有限会社ナンワ 73 耐弾道性で耐火性の複合物品
ハネウェル・インターナショ
ナル・インコーポレーテッド

29 防護用盾 住友ベークライト株式会社 74 耐衝撃性繊維強化複合材 日鉄コンポジット株式会社

30 跳弾護身具 松本　幸也 75 防護盾 株式会社レニアス

31 防護用盾 株式会社白元 76
成形用複合材及びそれを用いた成形
体

東洋紡績株式会社

32 防護盾に発信内蔵カメラを装置した盾 鎌田　久蔵 77 防護盾のガス噴射装置 株式会社レニアス

33 防護盾 株式会社槌屋 78 防護盾および防護システム 株式会社　ディフェンス

34 警護用盾 阪神硝子工業株式会社 79 防犯用遮蔽装置 安藤鋼機株式会社

35 催涙スプレー付き盾 株式会社レニアス 80 防護盾 住友ベークライト株式会社

36 多機能盾 中根製茶株式会社 81 防護盾の保持具 株式会社レニアス

37 積層透明板 住友化学工業株式会社 82 防護盾 株式会社レニアス

38 風防機能付き盾 樋口　和幸 83
硬化膜、樹脂積層体及びコーティング
組成物

出光興産株式会社

39 遠隔手動機構型操作ハンド 財団法人理工学振興会 84 コーティング組成物及び樹脂積層体 出光興産株式会社

40 防護用楯 株式会社ハマニ

41 手動機構型マスタ・スレーブハンド 財団法人理工学振興会

42
扁平織物、その積層体、それらを用い
たプリプレグ、繊維強化プラスチック並
びに複合成型物、及びこれら・・・

一村産業株式会社

43 アラーム付き盾 株式会社レニアス

44 防刃盾と防刃盾を用いた警報装置 スターライト販売株式会社

45 銃器一体型防弾盾 田邊　明 以下４点省略

防弾・防刃用盾とその製造方法　　　No.10281

[公開編]　　平成10年～平成19年（10年間）　　　88点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥27,720    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥27,720　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥40,950　）
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