
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)

￥１７，２８０－ ￥１６，０００－

￥１７，２８０－ ￥１６，０００－

￥２５，９２０－ ￥２４，０００－

(本体価格)

No,10968 登録・公開 平.26 60点 ￥16,000

No,10877       〃 平.25 58点 ￥16,000

No,10804       〃 平.24 60点 ￥16,000

No,10687       〃 平.23 60点 ￥15,000

No,10561       〃 平.22 59点 ￥18,000

No,10422       〃 平.21 69点 ￥23,400

No,10296       〃 平.20 71点 ￥25,600

No,10149       〃 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,10591 公開特許 平.19-平.22 70点 ￥21,000

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

No,10603       〃 平.18-平.22 70点 ￥20,000

No,10592       〃 平.13-平.22 70点 ￥20,000

No,10095       〃 平.9-平.18 84点 ￥29,300

No,10525       〃 平.12-平.21 100点 ￥28,000

*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：〒

               〃

               〃

               〃

仮設トイレの構造と装置

仮設トイレの構造と装置

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

               〃

               〃

緊急時用浄水装置の構造

避難所用簡易パーティション

防災シェルターの構造と装置

※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。］

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

[登録・公開編]平成27年（1年間）　　60点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１１０３６

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

お   申   込   書

仮設住宅の構造と装置

               〃

防災用品保管庫の構造

               〃

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

既刊関連セットのご案内

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃



1 複合積層体 株式会社ジェイエスピー 41 仮設トイレシステム 積水化学工業株式会社

2 ハイブリット型洗浄水浄化装置 株式会社バイオラファー 42
ポリオレフィン系樹脂発泡粒子及び発
泡粒子成形体、並びに該成形体との
複合積層体

株式会社ジェイエスピー

3 仮設トイレ トリノ株式会社 43 移動式トイレ装置 アロン化成株式会社

4 消化槽付きトイレ コトヒラ工業株式会社 44
災害時トイレ排水処理設備及びその支
援システム

一般社団法人東京都水環
境システム協会

5 汚水処理装置及び無排水トイレ装置 藤田　寛 45 杭用支持具 株式会社共成レンテム

6 仮設トイレ トリノ株式会社 46
バイオトイレシステム及び汚物処理方
法

株式会社ビオ・ミクト

7 仮設トイレ用便槽 株式会社ウエスト・アップ 47 地下空間構造物用開口部構造 有限会社エマージェンシー

8 人糞処理方法及び装置 デレク　ラム 48 排水配管構造、及び排水配管方法 アロン化成株式会社

9
プラズマ発生装置およびプラズマ発生
装置の使用

ザ・ユニヴァーシティ・コー
ト・オブ・ザ・ユニヴァーシ
ティ・オブ・グラスゴー

49 仮設トイレ収容型地下貯蔵槽 株式会社ＣＮＴ

10
移動トイレ用のフラッシュ水のためのフ
ラッシュ水タンクシステム

エバック・ゲゼルシャフト・
ミット・ベシュレンクテル・ハ
フツング

50 地下空間構造物の地上開口部構造 有限会社エマージェンシー

11 簡易建築構造体 株式会社エアロハウスＤＤ 51
光触媒構造体、光触媒構造体の製造
方法及び空気清浄装置

株式会社タカヤナギ

12 袋の内容物を排出する装置 多摩川クラフト有限会社 52
着脱固定具及びこれを備える仮設トイ
レ

株式会社ハマネツ

13 簡易真空下水システム 積水化学工業株式会社 53 防臭トイレ 秦　勲

14 排泄物処理剤 株式会社エクセルシア 54 仮設トイレ ベクセス株式会社

15
ポリオレフィン系樹脂発泡粒子及び発
泡粒子成形体、並びに該成形体との
複合積層体

株式会社ジェイエスピー 55 カーポートユニット 古宇田　卓

16 津波避難ステージ 日本興業株式会社 56 簡易トイレ 株式会社ケンユー

17 手洗器及び洗面所 株式会社木村技研 57 多機能待合所 古宇田　卓

18 仮設トイレ用給水ポンプシステム おかもとポンプ株式会社 58 有機物分解処理装置 株式会社　プラス

19 仮設トイレ用給水ポンプシステム おかもとポンプ株式会社 59 折畳式簡易無臭トイレ 大西　清

20 光分解トイレ
株式会社バイオフォトケモ
ニクス研究所

60 トイレユニット 株式会社　プラス

21
バイオマス（有機質物）無臭醗酵分解
処理システム

大木　彬令

22 仮設トイレ設置用配管ユニット 積水化学工業株式会社

23 仮設トイレ みのる化成株式会社

24 流量制御システム 株式会社木村技研

25 仮設トイレ エムズジャパン株式会社

26
防災トイレ設備および防災トイレ設備
用基礎ブロック

日本興業株式会社

27 仮設トイレ用配管設備 アロン化成株式会社

28 仮設トイレ用配管設備 アロン化成株式会社

29 仮設トイレ用配管設備 アロン化成株式会社

30 トイレシステム 株式会社木村技研

31 仮設トイレの便槽 みのる化成株式会社

32
尿及び便器洗浄水の飛散防止方法及
び水洗式便器

内田　佳宏

33 温水洗浄装置 株式会社木村技研

34 トイレ設備 株式会社木村技研

35 トイレ装置及び浮体式トイレ 株式会社木村技研

36 バイオトイレ 株式会社エール・ケア

37 繊維強化プラスチック
ユニチカトレーディング株式
会社

38 仮設トイレ用給水ポンプシステム おかもとポンプ株式会社

39 災害時トイレ 有限会社エマージェンシー

40 災害時トイレ 有限会社エマージェンシー 以上60点収録

仮設トイレの構造と装置　　　No.11036

[登録・公開編]　　平成27年（1年間）　　　　60点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥17,280    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥17,280　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥25,920　）


