
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)

￥１９，４４０－ ￥１８，０００－

￥１９，４４０－ ￥１８，０００－

￥２９，１６０－ ￥２７，０００－

(本体価格)

No,11078 登録特許 平.27 69点 ￥18,000

No,11068 登録・公開 平.27 99点 ￥20,000

No,10996       〃 平.26 99点 ￥20,000

No,10952       〃 平.25 99点 ￥20,000

No,10837       〃 平.23-平.24 79点 ￥20,000

No,10839 公開特許 平.19-平.24 65点 ￥18,000

No,10100       〃 平.14-平.18 80点 ￥27,900

No,10591       〃 平.19-平.22 70点 ￥21,000

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

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

No,10099       〃 平.14-平.18 81点 ￥28,300

No,9385       〃 平.4-平.13 99点 ¥19,700

No,9386       〃 平.4-平.13 122点 ¥24,400

No,10902 登録・公開 平.25 74点 ￥20,000

No,10823       〃 平.24 74点 ￥20,000

No,10713       〃 平.23 69点 ￥18,000

No,10909 登録特許 平.25 70点 ￥18,000

No,11038 公開特許 平.27 70点 ￥18,000

No,10261       〃 平.17-平.19 84点 ￥25,700

*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：〒

省エネルギー住宅の設計・施工方法

既刊関連セットのご案内

木製家具の製造加工方法

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

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１１０９２

手摺の構造と取付装置
[登録編]平成27年（1年間）　　69点

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

               〃

               〃

枠組壁工法住宅の構造と建材

木造建築の耐震補強方法

仮設住宅の構造と装置

集成材の製造加工方法

昇降天板付きデスクの構造

ログハウスの構造と建材

               〃

※料金には別途送料がかかります。

               〃

避難所用簡易パーティション

担当者名

所属部署名

食器棚の構造と製造方法

ご注文内容

人造大理石の製造加工方法

ソーラーパネルの取付装置

               〃

               〃

CD-ROM版 or Ｂ５製本版 or 一括購入

お   申   込   書
会社名

浴槽・浴室用手すりと取付構造



1 手摺付き笠木装置の施工方法 文化シヤッター株式会社 44 緑化手摺ユニット 戸田建設株式会社

2
抗菌性を有するリン青銅合金及びそれ
を用いた物品

株式会社原田伸銅所 45 前パネルの取付構造および取付方法 株式会社ＬＩＸＩＬ

3 曲げ強化ガラス板の支持具 セントラル硝子株式会社 46 手摺ブラケット 株式会社内外

4 手摺 快工房株式会社 47 手摺壁および手摺壁の施工方法 ミサワホーム株式会社

5 丸棒手摺 株式会社オリエント 48 建築構造体 三協立山株式会社

6 改良された手すり
イー　エイチ　シー　カナダ
インコーポレーテッド

49 手摺用支柱
パナソニックＩＰマネジメント
株式会社

7 昇降手摺装置
カヤバ　システム　マシナ
リー株式会社

50 便器用手すり装置 パラマウントベッド株式会社

8 木ねじによる固定構造 マツ六株式会社 51 浴槽用手摺り アロン化成株式会社

9 手摺 三協立山株式会社 52 浴槽用手摺り アロン化成株式会社

10 取付部材の取付構造 株式会社ＬＩＸＩＬ 53 浴槽用手摺り アロン化成株式会社

11 手摺の連結構造 中澤鋳造販売株式会社 54 浴槽用手摺り アロン化成株式会社

12 浴槽用手摺り アロン化成株式会社 55 手すり 株式会社モルテン

13 手摺 ビニフレーム工業株式会社 56 跳ね上げ式手摺り 株式会社ＬＩＸＩＬ

14
水切部材、及び、笠木部材の施工方
法

株式会社ＬＩＸＩＬ 57 跳ね上げ式手摺り 株式会社ＬＩＸＩＬ

15 楔緊結式足場における階段手摺り アルインコ株式会社 58 手摺ブラケット 榎本金属株式会社

16 自在手摺り 株式会社ＡＯＩ 59 手すり接続具 榎本金属株式会社

17 浴槽用手摺り アロン化成株式会社 60 トイレ用手すり ＴＯＴＯ株式会社

18 墜落防止用手摺の後施工アンカー 矢作　一幸 61 支柱及び構造体 三協立山株式会社

19 手摺 ビニフレーム工業株式会社 62 手すり用呼出装置 株式会社ケアコム

20 浴槽用手摺り
パナソニックエイジフリーラ
イフテック株式会社

63 手摺り支柱の取付方法 株式会社サンレール

21 建築構造体 三協立山株式会社 64 木質系手摺 朝日ウッドテック株式会社

22 支柱 マツ六株式会社 65 浴槽用手摺り
パナソニックエイジフリーラ
イフテック株式会社

23 階段 三協立山株式会社 66 仮設用手摺り 平和技研株式会社

24 建具、および建具の施工方法 ＹＫＫ　ＡＰ株式会社 67 屋外立設物 ＹＫＫ　ＡＰ株式会社

25
手摺棒状部材とその加工方法及びこ
れに用いる曲げ加工治具

レーリングパワー株式会社 68 先行手摺 アルインコ株式会社

26 手摺用自在連結具 マツ六株式会社 69 便器用手すり 株式会社徳山工業社

27 手摺棒状部材の加工方法 西森　昭博

28 建築構造物 三協立山株式会社

29 手摺の支持構造 ミサワホーム株式会社

30 柱の取付方法および取付構造 ミサワホーム株式会社

31 手すり装置 ナカ工業株式会社

32 仮設足場用先行手摺り 平和技研株式会社

33
手摺用支柱支持構造およびその施工
方法

積水化学工業株式会社

34 手摺 宮吉硝子株式会社

35 浴室用背もたれ ＴＯＴＯ株式会社

36
先行手摺枠付き方杖型つなぎ材およ
び仮設足場

日鐵住金建材株式会社

37 ポータブルトイレの肘掛け構造 アロン化成株式会社

38 ポータブルトイレの肘掛け構造 アロン化成株式会社

39 手摺の補修方法 三井住友建設株式会社

40 便器用手摺 協立工業株式会社

41 手摺笠木 ナカ工業株式会社

42
手摺取付用施工治具及び手摺取付装
置

パナソニックＩＰマネジメント
株式会社

43
手すりを備える、人運搬装置、特にエ
スカレータまたは動く歩道、およびエス
カレータまたはムービングウ・・・

インベンテイオ・アクテイエ
ンゲゼルシヤフト 以上69点収録

手摺の構造と取付装置　　　No.11092

[登録編]　　平成27年（1年間）　　　　69点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥19,440    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥19,440　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥29,160　）


