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(本体価格)

No,10296 公開特許 平.20 71点 ￥25,600

No,10149 登録・公開 平.19 80点  ￥27,900

No,10035       〃 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,8223 公告特許 平.3-8 73点  ￥25,000

No,7290(B)       〃 昭.56-平.2 59点  ￥17,500

No,8211 公開特許 平.5-8 87点  ￥29,700

No,8111       〃 平.8 93点  ￥33,700

No,7974       〃 平.7 105点  ￥35,000

No,7890       〃 平.6 103点  ￥34,300

No,7742       〃 平.5 111点  ￥38,700

No,10036 公開特許 平.18 77点  ￥25,500

No,9914       〃 平.17 66点  ￥20,700

No,9773       〃 平.16 84点  ￥19,600

No,9644       〃 平.15 73点   ￥17,000
*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：〒
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仮設トイレの構造と装置

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版
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屎尿浄化槽の構造と製法
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仮設トイレの構造と装置
[登録・公開編]平成21年（1年間）　　69点
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人造大理石の製造加工方法
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２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］
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1
排気又は排煙の脱臭・浄化方法とその
装置

株式会社オメガ 39 防災備蓄多機能ボックス 青木  成夫

2 トイレ装置 リンフォース工業株式会社 40 水洗トイレユニット
パークプランニング株式会
社

3 仮設トイレ コトヒラ工業株式会社 41 バイオトイレット
株式会社カルテックイン
ターナショナル

4 仮設トイレ コトヒラ工業株式会社 42 真空式トイレシステム 積水化学工業株式会社

5 消化槽付きトイレ コトヒラ工業株式会社 43 仮設トイレ 中家  正行

6 仮設トイレ みのる化成株式会社 44 災害用トイレ
株式会社  林物産発明研
究所

7 循環式トイレ ネポン株式会社 45
マイクロ波とマイクロ波吸収発熱材料を
利用した生活廃棄物簡易焼却装置

寺岡  龍治

8 圧送装置付き衛生機器 株式会社アイ・ファクトリー 46
糞尿処理材及び該糞尿処理材を備え
る糞尿処理装置

タマティーエルオー株式会
社

9 仮設トイレのボックス みのる化成株式会社 47 屋外照明設備 広島化成株式会社

10 し尿処理装置 株式会社東陽綱業 48 非常用防災品備蓄庫 株式会社トルネックス

11
糞尿浄化処理装置及び糞尿浄化処理
方法

堀越  邦昭 49 バイオトイレ装置及びその運転方法 中国電力株式会社

12 組立式トイレボックス スターライト販売株式会社 50
トイレ設備利用情報管理システム、情
報処理装置、トイレ設備利用情報管理
方法及び制御プログラム

日本電気株式会社

13
無水屎尿処理方法と無水屎尿処理シ
ステム。

堀岡  佑吉 51
無水屎尿処理方法と無水屎尿処理シ
ステム。

堀岡  佑吉

14
可搬式汚水処理装置及びこの可搬式
汚水処理装置の施工方法

ヤンマー株式会社 52 和式便器 正和電工株式会社

15
仮設トイレの給水ポンプのポンプ補助
装置

株式会社ハマネツ 53 トイレ装置 株式会社光製作所

16 簡易式便器および簡易式便所 冨山  みち子 54 衛生建物 ゲルハルト・クヌープ

17 循環式固形物処理装置 株式会社第一製作所 55 簡易トイレ 大和システム株式会社

18 屎尿処理槽付きトイレ 橋本  悦治 56
パネル構造及び該パネル構造を利用
した仮囲い

株式会社陽光

19 車両用焼却トイレ 株式会社鈴機商事 57 便座一体型簡易トイレ 株式会社武蔵開発

20 簡易式バイオトイレ 北陸バイオテック有限会社 58 携帯型湯沸し器 猪股  正豪

21 屎尿分離便器装置 株式会社ＩＮＡＸ 59 避難生活ユニットＢＯＸ 川端  ゆかり

22 移動式ユニット気化トイレ 山田  房男 60 簡易トイレの排泄物収納袋用受け具 株式会社アイ・イー・ジェー

23
小便器ユニットおよび小便器の排水管
構造

株式会社シブタニ 61 災害用組立トイレセット 宮川  功

24 屋外照明設備 広島化成株式会社 62 空容器収納箱 有限会社レイノ

25
有機廃棄物の分解処理装置及びこの
分解処理装置を用いた組み立てトイレ

正和電工株式会社 63 非常用臨時水洗式トイレ 株式会社イワキ

26 簡易トイレ 高橋  純子 64 大地震等の緊急用トイレ用ポリ袋 樋口  光政

27
簡易便器、糞尿処理簡易便器セットお
よび簡易便器の使用方法

足立  寛一 65 多目的椅子 藤野  和男

28 非常トイレ用し尿採集袋 畑中  操 66 非常用電源付災害タワーサイン 岸  剛

29 物置兼用型簡易トイレ 飯高  友之 67 災害ライフユニット付シェルターベッド 岸  剛

30 災害用トイレ 旭コンクリート工業株式会社 68 組立て式簡易トイレ 川上  樹彦

31 糞尿処理方法および糞尿処理装置 足立  寛一 69 避難所用折り畳み式パーティション 藤池  滋

32 仮設トイレ 不二サッシ株式会社

33 簡易小便器 旭化成ホームズ株式会社

34 物置兼用型簡易トイレ 飯高  芳之

35 有機廃棄物の分解処理装置
独立行政法人産業技術総
合研究所

36 固化剤 今野  一寿

37 セルフ式簡易トイレ 株式会社クリテー

38 災害用トイレ
株式会社  林物産発明研
究所 以上69点収録

仮設トイレの構造と装置　　　No.10422

[登録・公開編]　　平成21年（1年間）　　　　69点
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