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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)

￥２１，０００－ ￥２０，０００－

￥２１，０００－ ￥２０，０００－

￥３１，５００－ ￥３０，０００－

(本体価格)

No,10862 登録・公開 平.24 65点 ￥18,000

No,10844 登録特許 平.24 70点 ￥18,000

No,10580 公開特許 平.21-平.22 69点 ￥21,000

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

No,10546       〃 平.15-平.21 90点 ￥30,000

No,10614       〃 平.18-平.22 78点 ￥24,000

No,10849 登録特許 平.24 69点 ￥18,000

No,10838       〃 平.24 69点 ￥18,000

No,10516 公開特許 平.21 70点 ￥30,000

No,10503       〃 平.21 63点 ￥30,000

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

No,10491       〃 平.16-平.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,10846       〃 平.24 80点 ￥20,000

*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：〒

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）
ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３      

ペット型ロボットの構造

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

地中熱利用空調方法と装置

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０８６６

ＬＥＤ携帯電灯の構造
[登録・公開編]平成24年（1年間）　　80点

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

洋上風力発電装置の構造

※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。］

介護・介助用ロボット

災害救助用ロボット

担当者名

所属部署名

植物工場と栽培方法

会社名

CD-ROM版 or Ｂ５製本版 or 一括購入

ご注文内容

お   申   込   書

既刊関連セットのご案内

               〃

太陽電池屋根材と取付装置

太陽熱利用システムと装置

深夜電力蓄電システムと装置

ソーラー式街路灯の構造

脚式歩行ロボットの構造

お掃除ロボットの構造

ソーラーパネルの取付装置

太陽光追尾式ソーラーパネル



1 照明装置 日亜化学工業株式会社 33 懐中電灯
ツヴァイブリューダー・オプト
エレクトロニクス・ゲゼルシャ
フト・ミト・ベシュレン・・・

2
発電装置並びに発光装置及びこれを
用いた懐中電灯

太平洋セメント株式会社 34 衝撃感知型の携帯用照明装置 株式会社イソニック

3 懐中電灯
廣東正飛移動照明有限公
司

35 照明装置及び非常時照明システム ホーチキ株式会社

4 光源装置 ウシオ電機株式会社 36 照明装置及び非常時照明システム ホーチキ株式会社

5 地震保安灯 株式会社ＬＩＸＩＬニッタン 37 照明用スイッチ ミネベア株式会社

6 ＬＥＤ照明光源 パナソニック株式会社 38 携帯式の照明 三洋電機株式会社

7 電極保護装置付き電池
マグ　インスツルメント　イン
コーポレーテッド

39 懐中電灯付リモコン送信装置 パナソニック電工株式会社

8 ＬＥＤ照明器具 パナソニック株式会社 40 光照射装置 スタンレー電気株式会社

9 地震用懐中電灯 鈴木　勝 41 危険防止報知装置
株式会社セラテック・エンジ
ニアリング

10 照明用光源 京セラ株式会社 42
ＬＥＤ照明装置、ＬＥＤ照明器具及びＬ
ＥＤ照明装置用レンズ

コニカミノルタオプト株式会
社

11 照明装置とそれを有する電気スタンド
連展科技股▲ふん▼有限
公司

43 携帯型照明器具の保持装置 株式会社マキタ

12 小型ライト 有限会社クロップス 44 ＬＥＤ照明灯 電気化学工業株式会社

13 自動式可搬型発光装置
トレ・エ・トレ・イノバシオン・
ソシエダッド・リミターダ

45 ペット用玩具 ドギーマンハヤシ株式会社

14 改良型ＬＥＤ懐中電灯
マグ　インスツルメント　イン
コーポレーテッド

46 照明器具 パナソニック株式会社

15 照明器具及び懐中電灯 中川　栄一郎 47 ＬＥＤ発光素子を単灯搭載した照明 白石　映二

16
両側照明モジュールを有するフラッ
シュライトと照明後部

ライフ　プラス　ギア，　イン
コーポレイテッド

48 地震用懐中電灯 鈴木　勝

17 着脱可能なライトを備えるランタン
ザ・コールマン・カンパ
ニー・インコーポレイテッド

49 携帯式電源装置 三洋電機株式会社

18 電灯装置 ソーン、ダエ　アプ 50 携帯電灯 パナソニック株式会社

19
懐中電灯を制御するための電気スイッ
チ

ストリームライト、インク． 51 照明装置 横川　恒

20 ドライバ用照明装置 中国電力株式会社 52 照明器具及び懐中電灯 中川　栄一郎

21 ブラスト作業用照明装置 倉敷紡績株式会社 53 ＬＥＤ充電電球 株式会社　計測技研

22 携帯型赤色ランプ
オスラム　シルベニア　イン
コーポレイテッド

54 懐中電灯付き携帯型電話機 上田　喜司

23 充放電可能な懐中電灯
廣東正飛移動照明有限公
司

55 ゼンマイ式発電機 曽我　峰生

24 懐中電灯 星和電機株式会社 56 ＬＥＤ照明装置 株式会社ラブロス

25 携帯用緊急標示装置 日本工機株式会社 57 較正機能付きＬＥＤ光モジュール

アバゴ・テクノロジーズ・イー
シービーユー・アイピー（シ
ンガポール）プライベー
ト・・・

26 携帯用カード型の緊急照明システム
永曜光電科技股▲ふん▼
有限公司

58
微光及び全光発射を有する知能及び
省エネＬＥＤ灯具

胡文松

27 懐中電灯
ツヴァイブリューダー・オプト
エレクトロニクス・ゲゼルシャ
フト・ミト・ベシュレン・・・

59 携帯用照明具 コルコート株式会社

28 照明器具付き携帯電話 覚張　芳喜 60 多機能充電式ＬＥＤ照明ツール 曹　雁峰

29 照明器具 パナソニック電工株式会社 61 電球等に用いられるＬＥＤ光源 ブリッジラックス・インク

30 携帯電灯 三洋電機株式会社 62 多層ＬＥＤ蛍光体
ブリッジラックス　インコーポ
レイテッド

31 焦点合わせ可能な懐中電灯
ツヴァイブリューダー・オプト
エレクトロニクス・ゲゼルシャ
フト・ミト・ベシュレン・・・

63 アイテム急速取付け取外しキット
ザ　デュアル　マグネティッ
ク　インターロッキング　ピン
システム　リミテッド　・・・

32 懐中電灯
ツヴァイブリューダー・オプト
エレクトロニクス・ゲゼルシャ
フト・ミト・ベシュレン・・・

64
視覚情報を通信するためのコントロー
ルデバイス

株式会社ソニー・コンピュー
タエンタテインメント

以下16点省略

ＬＥＤ携帯電灯の構造　　　No.10866

[登録・公開編]　　平成24年（1年間）　　　　80点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥21,000    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥21,000　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥31,500　）


