
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)

￥２６，２５０－ ￥２５，０００－

￥２６，２５０－ ￥２５，０００－

￥３８，８５０－ ￥３７，０００－

(本体価格)

No,9606 公開特許 平.5-14 89点  ￥20,000

No,10198       〃 平.17-19 82点  ￥24,600

No,9872       〃 平.14-16 82点  ￥22,300

No,9418       〃 平.4-13 80点  ￥17,900

No,9693       〃 平.6-15 99点  ￥17,900

No,9870       〃 平.7-16 100点  ￥27,400

No,10200       〃 平.15-19 84点  ￥23,700

No,9605       〃 平.5-14 87点  ￥20,000

No,9692       〃 平.6-15 100点  ￥23,000

No,10119       〃 平.14-18 67点  ￥23,300

No,9343       〃 平.5-13 60点  ￥15,000

No,9976       〃 平.10-17 70点  ￥24,500

No,8475       〃 平.6-9 58点  ￥24,700

No,10117       〃 平.11-18 75点  ￥25,700

No,8695       〃 平.6-10 57点  ￥23,400

No,9544       〃 平.5-14 86点  ￥18,900

No,9469       〃 平.5-14 86点  ￥18,900

No,10195       〃 平.17-19 82点  ￥26,100

No,9874（B）       〃 平.14-16 66点  ￥17,800

No,9874（A)       〃 平.11-13 60点  ￥16,200

*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：〒

既刊関連セットのご案内

防風フェンスの構造と施工法

防鳥ネットの構造と装置

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

落石防護柵の構造と装置

               〃

生分解性ゴミ袋とその製造方法

               〃

防雪フェンスの構造と施工法

防鳥ネットの構造と装置
[公開編]平成15年～平成20年（6年間）　　96点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０３８２

お   申   込   書

               〃

磁気式鳥類飛来防止装置

カラス忌避剤の組成

               〃

犬猫等用忌避剤の組成

               〃

※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      

防獣フェンスの構造と施工法

               〃

               〃

発音式鳥獣撃退装置

野生動物撃退装置

野生動物捕獲装置の構造

               〃

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



1 ゴミ置き場のネット支持装置 有限会社横浜金属工芸 41 ごみ集積シェルター 竹森　寅千代

2 ベランダ等の野鳥飛来防止装置 吉田　茂 42 ゴミ収納具
大庭ビルメインテナンス株
式会社

3 ネット状物 チッソ株式会社 43 散乱防止用覆い 酒井　正雄

4 防鳥ネット装置及びその取り付け方法
日立テクノサービス株式会
社

44 防鳥具 株式会社東京俊光社

5 重りつきゴミ袋等の被覆ネット 稲葉　賜 45 防鳥ネット具及び防鳥ネット構造体 山下　いづみ

6
鳥獣風被害対策付きゴミ袋収納簡易ス
テーションユニット

五十嵐　美智子 46
農作物保護性と施工性の高い農業用
防虫、防鳥ネット

ネクスタ株式会社

7 カラス防護用ネット保護具 菊川　弘 47 カラス忌避装置 広瀬　幸雄

8 ゴミカバー用ネット収納装置 日本地工株式会社 48 散乱防止用覆い 酒井　正雄

9 保護ネット収納装置
伊藤忠丸紅テクノスチール
株式会社

49 鳥害防止装置 赤阪電気工業株式会社

10 生活ゴミ仮設ステーション 片岡　啓一 50 農業用ネット 原田　紀男

11
ごみ収納ボックス及び鳥獣進入防止装
置

小林　秀年 51 散乱防止用覆い 酒井　正雄

12 防鳥ネット ビッグファイヴ有限会社 52 ゴミ保護ネット 熊谷　豊子

13 ゴミ置き場
株式会社ナチュラル・フー
ズ・アンド・ライフ

53
鳥獣風被害対策付ゴミ袋収納ネットゴ
ミステ－ションユニット

五十嵐　美智子

14 防鳥ネットの張設構造 株式会社アンチータ 54 ネットごみ袋集積装置 田中　滋晟

15 防鳥ネット取付け支柱 株式会社シー・アイ・シー 55 防鳥具取付装置 株式会社フジナガ

16 収ゴミ防鳥具 中新　通 56 返しを有する固定具 酒井　正雄

17 防鳥ネット及びその製造方法 馬場化学工業株式会社 57 鳥獣害防止装置 植埜　晶浩

18 折畳ゴミ置き場
株式会社ナチュラル・フー
ズ・アンド・ライフ

58 鳥追い払い装置 株式会社大東精工

19 防鳥ネットの取付装置 有限会社小浦方合成 59 可撓性長尺錘及び錘付き網 クラーク株式会社

20
川小魚を捕食する鳥からその川小魚を
保護する方法、及び防鳥ネットのセット
方法

有限会社林製作所 60 ゴミ集積場所用保護枠
有限会社中島ビニール加
工

21 河川魚の食害防止方法 三友漁網有限会社 61 防鳥タグ 武蔵野カーボン株式会社

22 持手をつけた防護掛け 澤田　賢次 62 ネット状シート 大豊化学工業株式会社

23
防鳥用ネット又は、日除けネット、園芸
品、物干し掛けの取付用具。

株式会社エヌディー 63
ゴミステーション用ゴミ飛散防止ネット
状パネル囲い具

潮物産株式会社

24 折畳ゴミ置き場
株式会社ナチュラル・フー
ズ・アンド・ライフ

64 鳥獣よけバスケット 池田　忠章

25 ゴミ収納体のカバー装置 河原　智裕 65 紐体張設具 東信科学株式会社

26 折り畳み式ゴミ袋覆い装置 新光産業株式会社 66 鳥獣よけバスケット 池田　忠章

27 ゴミ袋に被せるカラス撃退ネット 綾　勝一郎 67
屋外ゴミ収集場所用ゴミ散乱防止ネッ
ト

山内　由美子

28 ハウス用保護ネット 沖縄県 68 鳥獣よけバスケット 池田　忠章

29 リングを使用したスライド式の防鳥設備 浅野　武 69 鳥獣よけバスケット 池田　忠章

30 ネットの表面処理方法 株式会社鈴寅 70
折畳自在なゴミ置場網掛けカバーフ
レーム

田村　匡司

31 鳥獣防止用成形体 学校法人東京理科大学 71 新規な構造の防虫及び防鳥ネット 森下株式会社

32 折り畳み自在の自立型囲い部材 有限会社アイベックス 72 ごみ集積場所用袋状ネット 吉住　威典

33 鳥類の飛来防止方法 鈴木　　透 73
カラスやネコの被害を防ぐゴミ収納用
の袋タイプネット

村山　由孝

34 鳥獣防護用の折り畳み式ゴミ収納器 水谷　元哉 74 防鳥具 横山　幸俊

35 防鳥ネット取付装置
株式会社三協シーアンド
シー

75 農業用ネット 原田　紀男

36
ゴミーステーションでの防鳥ネットの保
管具

仲田　三穂 76 黄色のゴミカバー用ネット 斎藤　守弘

37 散乱防止用覆い 酒井　正雄 77 線条の連結構造 テクノ建材工業株式会社

38 鴨よけネット施工器具 株式会社佐久商店 78 重錘体を内蔵してなる不織布製コード 株式会社三和製作所

39 防獣・防鳥用の防護柵 有限会社村進商事 79 小動物の撃退具 中尾　美奈子

40 散乱防止用覆い 酒井　正雄 80 重錘体コード 株式会社三和製作所

以下16点省略

防鳥ネットの構造と装置　　　No.10382

[公開編]　　平成15年～平成20年（6年間）　　　　96点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥26,250    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥26,250　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥38,850　）




