
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,11082 公開特許 平.26 - 27 82点 ￥20,000

No,10104       〃 平.14 - 18 90点 ￥27,300

No,9420       〃 平.4-13 71点  ￥16,300

No,9480       〃 平.5-14 106点  ￥24,300

No,8013       〃 平.5-7 59点  ￥24,300

No,9156       〃 平.5-12 71点  ￥23,700

No,9878       〃 平.7-16 100点    ￥28,800

No,10909 登録特許 平.25 70点 ￥18,000

No,10844       〃 平.24 70点 ￥18,000

No,10849       〃 平.24 69点 ￥18,000

No,11078       〃 平.27 69点 ￥18,000

No,11040       〃 平.27 70点 ￥18,000

No,10960       〃 平.26 70点 ￥18,000

No,10917       〃 平.25 80点 ￥20,000

No,10838       〃 平.24 69点 ￥18,000

No,10903 公開特許 平.25 70点 ￥18,000

No,10806       〃 平.24 65点 ￥16,000

No,9421       〃 平.4-13 62点  ￥14,300

No,8421       〃 平.5-9 80点  ￥23,400

*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：〒

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      

               〃

穴掘り工具の構造と製造方法

スコップ類の構造と製造方法

凍結防止剤の散布装置

担当者名

お   申   込   書

太陽熱利用システムと装置

路面消雪装置と散水ノズル

埋設型融雪装置の構造

               〃

               〃

屋上緑化工法と部材

ソーラーパネルの取付装置

               〃

屋根の融雪・雪下ろし装置
[公開編]平成26年～平成27年（2年間）　　63点

               〃

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１１０９４

除雪機及び除雪具の構造

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

省エネルギー住宅の設計・施工方法

地中熱利用空調方法と装置

               〃

除雪用具の構造と製造方法

◎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

水道管凍結防止用ヒーターの構造



1 雪下ろし装置 福原　豪秀 46 融雪ヒータおよび融雪構造 積水化成品工業株式会社

2 融雪装置 那須　▲丈▼夫 47
木構造勾配屋根の積雪除去システム
工法。

長尾　一朗

3 滑雪装置 株式会社甍テクノロジー 48 融雪装置 株式会社ユニ・ロット

4 雪下ろし装置 株式会社牧野精機 49 融雪ヒーター 中岡　勝栄

5 雪下ろし装置 黒田　力 50 雪除け通路アーチ型屋根構造体 平野　昇

6 屋根の雪掻きワイパー 篠田　芳明 51 建築物 室井　紘

7 太陽光電池パネル除雪装置 湯田　哲 52 融雪すのこ 積水化成品工業株式会社

8 融雪装置 伴　勲 53 屋根用融雪ヒータ材 大▲崎▼　和久

9
融雪管理システム、および融雪コント
ローラ

パナソニック株式会社 54 融雪ヒータ材 山本　義一

10 除雪装置 立石　春光 55 排熱融雪による雪下ろしゼロシステム
株式会社松美造園建設工
業

11 はしご雪樋 桜井　誠 56 融雪シート材 椎名　和雄

12 除雪装置 立石　春光 57 融雪槽 弘星テクノ株式会社

13 速熱屋根融雪ヒーターパネル 佐藤　隆生 58 屋根の除雪装置 ユーメディカル株式会社

14 発熱体構造及びその成形方法 世紀東急工業株式会社 59
屋根及び太陽光発電用パネルの雪下
ろし装置

田中　雅樹

15
携帯電話操作各種自動雪掻き機及び
防水コードヒーター入り絨毯

小泉　裕功 60 屋根用雪下し装置 柴田　邦敏

16 建築物の雪降ろし方法及びその装置
鈴鹿エンヂニヤリング株式
会社

61 雪下ろし装置 有限会社オーテック

17 蒸気熱と水を使用した融雪装置 今野　建一 62 融雪装置 有限会社オーテック

18
着脱式屋根体、着脱式屋根セット、建
築物用セットおよび建築物

平山　弘隆 63 雪下ろし具 太田　保雄

19 雪下ろし装置 積水化成品工業株式会社

20
融氷雪用建築材料及び融氷雪用素材
の付着方法

ケミテック株式会社

21
ペルチェ素子での融雪等利用に係る
方法

隅田　幸生

22 冠雪防止装置 株式会社でんそく

23 自動除雪機 赫　悦徳

24
屋根用融雪パネル、屋根用融雪システ
ム及び屋根用融雪パネルの施工方法

大貝　隆一郎

25 除雪装置 株式会社ＩＨＩ

26 建築物用氷結物処理装置 木立　政弘

27 雪下ろし補助具 荻野　清一

28 除雪装置 伴　勲

29 屋根の雪下ろし装置 株式会社東原工業所

30 雪下ろし装置 河中　宏

31 屋根融雪装置 七尾　秀夫

32
屋根融雪ヒータ装着金具及び屋根融
雪装置

株式会社アクア工販

33 通気採熱型融雪および滑雪方法 アイジー工業株式会社

34 防雪・防雨装置 大浩研熱株式会社

35 散水ノズル 柳　雄一

36 屋根の雪下ろし装置 平野　昇

37
融雪太陽電池パネルおよび融雪パネ
ル

株式会社　シリコンプラス

38 融雪屋根パネル用受水槽 有限会社森下商会

39 融雪・保温用発熱ブロック 大貝　隆一郎

40 落雪用加圧温水放水システム 齊藤　勉

41 落雪防止装置 コーエイ工業株式会社

42 融雪装置 竹中　慎吾

43 エアコン仕様の雪の積もらない屋根 株式会社福地建装

44 融雪促進用穴あけ器具。 湯田　秋夫

45
伝熱パネル及びそれを用いた融雪装
置

株式会社ジャスト東海 以上63点収録

屋根の融雪・雪下ろし装置　　　No.11094

[公開編]　　平成26年～平成27年（2年間）　　　　63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　）


