
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)

￥３１，５００－ ￥３０，０００－

￥３１，５００－ ￥３０，０００－

￥４７，２５０－ ￥４５，０００－

(本体価格)

No,10503 公開特許 平.21 63点 ￥30,000

No,10492       〃 平.18 - 21 63点 ￥30,000

No,10491       〃 平.16-21 70点 ￥30,000

No,10490       〃 平.16-平.21 70点 ￥30,000

No,10483       〃 平.17-平.21 73点 ￥24,000

No,10374       〃 平.18-平.20 90点 ￥30,000

No,10083       〃 平.15-平.18 71点 ￥21,300

No,10408       〃 平.15-平.20 99点 ￥28,500

No,10465       〃 平.12-平.21 85点 ￥24,000

No,10320       〃 平.17-平.20 84点 ￥27,600

No,10471       〃 平.15-平.21 70点 ￥24,000

No,10486       〃 平.21 78点 ￥30,000

No,10378       〃 平.20 79点 ￥30,000

No,10485       〃 平.21 77点 ￥30,000

No,10377       〃 平.20 78点 ￥30,000

No,10484       〃 平.21 78点 ￥30,000

No,10376       〃 平.20 78点 ￥30,000

No,10095       〃 平.9-平.18 84点 ￥29,300

No,10094       〃 平.13-平.18 79点 ￥27,600

*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：〒

仮設住宅の構造と装置

防災シェルターの構造と装置

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

※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      

お掃除ロボットの構造
[公開編]平成21年（1年間）　　70点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０５１６

お   申   込   書

既刊関連セットのご案内

◎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

災害救助用ロボット

洋上風力発電装置の構造

介護・介助用ロボット

ペット型ロボットの構造

脚式歩行ロボットの構造

太陽電池屋根材と取付装置

海洋深層水の取水方法と装置

陸上養殖方法と装置

マグロの養殖方法と装置

バイオマス燃料の製造方法

               〃

侵入クラゲの処理方法と装置

重油灰の再利用方法

バイオエタノール燃料の製造方法

               〃

               〃

バイオディーゼル燃料の製造方法



1 自走式掃除機 シャープ株式会社 33 自律走行装置 パナソニック株式会社

2 自律移動装置 パナソニック電工株式会社 34 電気掃除機 パナソニック株式会社

3 電気掃除機用吸込口体と電気掃除機 シャープ株式会社 35 空気ろ過フィルタ 群馬県

4 電気掃除機 三洋電機株式会社 36 自走式機器およびそのプログラム パナソニック株式会社

5
充電システム、充電ユニットおよび移動
ロボットの自動充電システム

フィグラ株式会社 37 床掃除用集塵装置
フォルヴェルク・ウント・
ツェーオー、インターホール
ディング…

6 自走式作業ロボット パナソニック株式会社 38 自走式機器およびそのプログラム パナソニック株式会社

7 電気掃除機 パナソニック株式会社 39 電気掃除機 株式会社東芝

8 電気掃除機 パナソニック株式会社 40
自律走行装置およびこの装置を機能さ
せるためのプログラム

パナソニック株式会社

9 電気掃除機 パナソニック株式会社 41
移動ロボットの監視装置および監視方
法

株式会社ＩＨＩ

10 自走式機器およびそのプログラム パナソニック株式会社 42
移動ロボットの経路計画方法および装
置

三星電子株式会社

11 自律移動装置 パナソニック電工株式会社 43 自律走行装置およびプログラム パナソニック株式会社

12 自律走行装置 パナソニック株式会社 44 自律的床清掃ロボット
アイロボット　コーポレイショ
ン

13 自律走行装置およびプログラム パナソニック株式会社 45 自律的床清掃ロボット
アイロボット　コーポレイショ
ン

14 自律走行装置およびプログラム パナソニック株式会社 46
移動ロボットの制御装置および移動ロ
ボットシステム

株式会社安川電機

15 電気掃除機 パナソニック株式会社 47 拭き取り清掃を行う自走式掃除機 株式会社三和サービス

16 掃除機 シャープ株式会社 48
センサーユニットを備え自立走行可能
な床用集塵装置及び対象

フォルヴェルク・ウント・
ツェーオー、インターホール
ディング…

17
自律移動装置用の地図生成システム
および地図生成方法

パナソニック電工株式会社 49 自走式掃除システム
日立アプライアンス株式会
社

18 電気掃除機 パナソニック株式会社 50
デブリセンサ及び清浄装置を操作する
方法

アイロボット　コーポレイショ
ン

19 作業車 株式会社四柳 51 ロボット式掃除機
ダイソン・テクノロジー・リミ
テッド

20 移動体のホイール駆動装置 三星光州電子株式会社 52 自走式機器およびそのプログラム パナソニック株式会社

21 自律移動装置 パナソニック電工株式会社 53 自走式掃除機
日立アプライアンス株式会
社

22 電気掃除機 パナソニック株式会社 54
電気モーターによって駆動される真空
掃除ユニット

フォルヴェルク・ウント・
ツェーオー、インターホール
ディング…

23 自走式掃除機
日立アプライアンス株式会
社

55 キャビテーション掃除機。 久保浦　正志

24 自走式装置およびプログラム パナソニック株式会社 56 充電式掃除機 パナソニック株式会社

25 自走式装置およびプログラム パナソニック株式会社 57 自律移動ロボットの仮想壁システム
日立アプライアンス株式会
社

26 自走式掃除機とその制御方法
日立アプライアンス株式会
社

58 ロボット清掃装置
アクティエボラゲット　エレク
トロラックス

27 電気掃除機 パナソニック株式会社 59
無菌使い捨てカートリッジを有するロ
ボット床清掃機

オプティマス　サーヴィシー
ズ　リミテッド　ライアビリティ
カンパニー

28
自律型ロボット用マルチモード処理方
法及びシステム

アイロボット　コーポレイショ
ン

60 多機能ロボット装置
ニート　ロボティックス，イン
コーポレイティド

29 自走式機器 パナソニック株式会社 61
自立走行可能な家事装置の動作方法
及びベースステーションの動作方法

フォルヴェルク・ウント・
ツェーオー、インターホール
ディング…

30 自律走行装置およびプログラム パナソニック株式会社 62 カバレッジロボット移動性
アイロボット　コーポレーショ
ン

31 電気掃除機 株式会社東芝 63 モジュール式ロボット
アイロボット　コーポレーショ
ン

32 自走式掃除機
日立アプライアンス株式会
社

64
自律カバレッジロボットナビゲーション
システム

アイロボット　コーポレーショ
ン

以下6点省略

お掃除ロボットの構造　　　No.10516

[公開編]　　平成21年（1年間）　　　　70点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥31,500    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥31,500　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥47,250　）


