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東京都千代田区内神田１－１５－６藤井第二ビル
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(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,11127 公開特許 平.28 70点 ￥18,000

No,11078 登録特許 平.27 69点 ￥18,000

No,10861 公開特許 平.24 64点 ￥18,000

No,10726 登録・公開 平.23 66点 ￥18,000

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,10913       〃 平.25 70点 ￥18,000

No,10865       〃 平.24 69点 ￥18,000

No,10725       〃 平.23 63点 ￥16,000

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,10909 登録特許 平.25 70点 ￥18,000

No,10849       〃 平.24 69点 ￥18,000

No,11040       〃 平.27 70点 ￥18,000

No,10960       〃 平.26 70点 ￥18,000

*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：〒

               〃

ログハウスの構造と建材

CD-ROM版 or Ｂ５製本版 or 一括購入

お   申   込   書
会社名

※料金には別途送料がかかります。

太陽熱利用システムと装置

木造建築の耐震補強方法

担当者名

所属部署名

               〃

ご注文内容

               〃

               〃

屋上防水工事と部材

外壁の改修･補修方法

ソーラーパネルの取付装置

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

リフォーム工法と部材

               〃

               〃

               〃

既刊関連セットのご案内

地中熱利用空調方法と装置

省エネルギー住宅の設計・施工方法

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,１１１４４

遮音性床構造と装置
[登録・公開編]平成28年（1年間）　　70点



1 空気層開放式振動低減構造
日本音響エンジニアリング
株式会社

36 木質系床材 永大産業株式会社

2 吸音パネルセット 株式会社鐵工社ブル 37 複合材料
ウーペーエム－キュンメネ
コーポレイション

3
床下遮音材、二重床構造および二重
床構造の構築方法

大成建設株式会社 38 吸音構造および防音室 大和ハウス工業株式会社

4 透光性防音パネル 旭ビルウォール株式会社 39
目地材、コンクリート構造体のスリット構
造、コンクリート構造体のスリット施工方
法

株式会社ロンビックジャパン

5 騒音減衰装置
東京ブラインド工業株式会
社

40 防音床材
パナソニックＩＰマネジメント
株式会社

6 防音床材 呉羽テック株式会社 41 防音床材
パナソニックＩＰマネジメント
株式会社

7 遮音床構造 住友林業株式会社 42
建築部材用粘着シート、および粘着
シート付き建築部材

日東電工株式会社

8
遮音性と防振性を有するロフトとその
遮音防振工法

株式会社長谷工コーポレー
ション

43 吸音材及びその製造方法 昭和電工株式会社

9
遮音性を有する床材及びそれを用い
た床構造

フクビ化学工業株式会社 44 遮音板
Ｄｕｒｉｓｏｌ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ株
式会社

10 床の遮音構造 積水化学工業株式会社 45 建材用パネル 文化シヤッター株式会社

11 建築物の防音構造体及び床構造 静岡瀝青工業株式会社 46 木質床材
パナソニックＩＰマネジメント
株式会社

12 遮音材
三菱日立パワーシステムズ
株式会社

47
防音性アンダーフェルト及びそれを用
いた床面の防音施工方法

株式会社大和

13 桟材並びに遮音パネル及び遮音方法 株式会社クラレ 48 遮音防振シート及び配管構造 因幡電機産業株式会社

14 遮音性に優れた床構造 フクビ化学工業株式会社 49 スラブ 株式会社竹中工務店

15 遮音床構成材及び遮音床構造 七王工業株式会社 50 防音材 松村アクア株式会社

16 防音パネル
株式会社フィルコーポレー
ション

51 防振材 株式会社昭和サイエンス

17 遮音床構造 大和ハウス工業株式会社 52 防音構造、及び防音構造の製造方法 富士フイルム株式会社

18 木質系床材および床構造 朝日ウッドテック株式会社 53
吸音パネルを備えるブロック状吸音構
造体

株式会社鐵工社ブル

19 遮音床構造及び床衝撃音の低減方法 七王工業株式会社 54 建築物 アイジー工業株式会社

20
天井床部材、及び天井床部材を備え
る建築物

ウイング株式会社 55
防音材及びその製造方法並びに防音
床構造及び防音床の施工方法

大和ハウス工業株式会社

21 防音構造、及び防音構造の製造方法 富士フイルム株式会社 56 床用下地材 旭コンステック株式会社

22
流れ抵抗材の設置方法と取付金具、
および仮設防音壁

戸田建設株式会社 57
床暖房システムの床仕上げ材の種別
判別方法

大阪瓦斯株式会社

23 遮音シート
株式会社ＩＨＩインフラシステ
ム

58
防音床構造及び床の防音方法並びに
防音材

大和ハウス工業株式会社

24 木質防音床材
パナソニックＩＰマネジメント
株式会社

59 遮音床構造 株式会社ノザワ

25 木質系床材および床構造 朝日ウッドテック株式会社 60 防音ハウス 環境商事株式会社

26 防音構造 ミサワホーム株式会社 61 遮音床構造 株式会社ノザワ

27 遮音構造体 コニカミノルタ株式会社 62 集合住宅の防音構造 ツナガル株式会社

28
防振台座及び支持脚、並びに二重床
構造

淡路技建株式会社 63 建造物用支持脚及び二重床構造 三洋ＵＤ株式会社

29 住宅壁吸遮音構造体及び取付け構造 株式会社　静科 64 床構造 静岡瀝青工業株式会社

30 床構造および床パネル 積水ハウス株式会社 65 吸音構造および防音室 大和ハウス工業株式会社

31 床構造および床パネル 積水ハウス株式会社 66 防音パネル
セン・ゴバン　プラコ　エス
アーエス

32 防音断熱床構造 株式会社ジェイエスピー 67 防音発泡体を含む建築用ボード
サーテンティード　ジプサ
ム，インコーポレイテッド

33 浮床構造用防振材
株式会社イノアックコーポ
レーション

68 クッション床材及びその製造方法
エルジー・ハウシス・リミテッ
ド

34 遮音部材 三菱化学株式会社 69 建築物用部材 株式会社Ｆ＆Ｆ

35
湿気硬化型接着性組成物および堅木
床を取り付けるための方法

ボスティック，インコーポレイ
テッド

70 建築用板材 岩切商事株式会社

以上70点収録

遮音性床構造と装置　　　No.11144

[登録・公開編]　　平成28年（1年間）　　　　70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　）


