
株式会社国際技術開発センター
東京都千代田区平河町１－３－６BIZMARKS麹町

 ＜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)

￥２１，６００－ ￥２０，０００－

￥２１，６００－ ￥２０，０００－

￥３２，４００－ ￥３０，０００－

(本体価格)

No,10648 公開特許 平.17 - 22 64点 ￥16,000

No,9812       〃 平.12-平.16 136点 ￥33,300

No,8931       〃 平.7-平.11 79点 ￥23,300

No,7873       〃 平.2-平.6 98点 ￥23,900

No,6881       〃 昭.62-平.1 88点 ￥24,700

No,8932       〃 平.7-平.11 89点 ￥26,300

No,7882       〃 平.5-平.11 102点 ￥30,000

No,10596       〃 平.15-平.22 69点 ￥20,000

No,10574 登録・公開 平.21-平.22 72点 ￥20,000

No,10308       〃 平.19-平.20 82点 ￥24,700

No,10049       〃 平.17-平.18 83点 ￥24,900

No,9791       〃 平.15-平.16 76点 ￥19,700

No,9460       〃 平.13-平.14 72点 ￥16,500

No,9056       〃 平.11-平.12 70点 ￥20,700

No,8578       〃 平.9-平.10 80点 ￥23,000

No,8068 公告・公開 平.7-平.8 88点 ￥23,700

No,7767       〃 平.5-平.6 75点 ￥21,300

No,7500       〃 平.3-平.4 61点 ￥19,700

No,7027       〃 平.1-平.2 68点 ￥21,000

*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：〒

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

※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      

               〃

線香の製造加工方法と製品

               〃

               〃

               〃

               〃

お   申   込   書

               〃

               〃

               〃

お墓と仏具類
[登録・公開編]平成28年（1年間）　　90点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１１１６３

               〃

               〃

               〃

キャンドル・スタンドの構造

筒易携帯燃料と加熱装置

加熱装置付き食品容器

線香の製造加工方法と装置

               〃

既刊関連セットのご案内

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

               〃

ローソクの製造加工方法と製品



1 厨子 奥居仏具株式会社 43 遺骨風化器 深澤　芳次

2 墓石の外柵における燈明台装置 有限会社河野石材店 44 三面連結金具 佐伯　泰照

3 新簡易香明台 塚本　仁 45 納骨堂 生田　正夫

4 線香支持具 株式会社小泉製作所 46 納骨堂及び納骨堂の組立方法 株式会社泰進

5 屋内型墓苑 株式会社さきはひ社 47 立ち上がり用手摺付き仏壇 ずゞや株式会社

6 墓ユニット及び墓地構造 株式会社松戸家 48
納骨箱並びに該納骨箱を収納可能な
納骨仏壇

株式会社おおの

7 墓 合資会社沖縄関ケ原石材 49 収納具 野島　定行

8 墓石用免震具
株式会社　林物産発明研
究所

50
家族単位に提供される家系位牌保管
所

クムグァン　デベロップメント
カンパニー　リミテッド

9 故人の立体遺影額縁構造 株式会社玄海 51 遺骨収納埋蔵墓
特定非営利活動法人グリー
フサポーターズ

10 ＩＤ集合墓及びその工法 天野　正樹 52 仏壇用掛軸 岡本　栄一

11 墓石用免震具
株式会社　林物産発明研
究所

53 幻影イメージング仏壇
上海諦梵文化伝播有限公
司

12 祭壇装置 株式会社丸豊加藤佛具店 54 仏壇用保持台 株式会社新栄工芸

13 参拝設備 株式会社ダイフク 55 仏壇 株式会社八木研

14 参拝設備 株式会社ダイフク 56 ステンレス墓標 中島　忠志

15 墓石用収納庫における扉開閉構造
日商トレーディング株式会
社

57 仏壇セット 株式会社八木研

16 塔婆立て補助具 増田　誠心 58
可動蓋体による墓石内カロート開閉構
造

吉田　修一

17 永代供養システム及び永代供養施設 越前株式会社 59 室内型墓地構造 株式会社松戸家

18 カラー仏壇 株式会社熊木 60 家具 有限会社ヒラシマ産業

19
仏壇、仏壇システム及び仏壇用コンテ
ンツの取引方法

株式会社ハイスピードボー
イズ

61 墓および霊園 公益社団法人ふる里公苑

20 移動墓 相引　富喜子 62 位牌 諏訪　正雄

21 巻線香支持具及びその使用方法 木下　昌宏 63
墓碑及びその墓碑を備えた樹木葬用
の墓

株式会社フジタ石材

22 ローソク立て 青山　省司 64 墓石 中野　兼良

23 線香立てプレート 株式会社ヤスオカ 65 香炉用ヘラ 藤部　英晶

24 墓の供え花の保護装置 有限会社大西組 66 電子仏壇
上海諦梵文化伝播有限公
司

25 被点火物の収容器具 株式会社石本石材 67
礼拝シンボルのホルダーおよび祭祀
用設備

株式会社イマヨシ

26 墓石等における被取付物の取付構造 株式会社石本石材 68 お墓参り用ケース 鈴木　規江

27 線香刺し立て倒れ防止補助具 石田　久夫 69 遺影用額縁装置 株式会社ユー花園

28 墓石用収納庫における扉開閉構造
日商トレーディング株式会
社

70 線香および線香立て 中野トーヨー住器株式会社

29 墓石 佐藤　幹子 71 卓上型厨子 株式会社康華

30 墓 高槻　浩一 72 水侵入防止機能を有する墓構造
日商トレーディング株式会
社

31 納骨装置及びそれを用いた参拝施設 早▲崎▼　茂雄 73 物故者の記念品 赤池　良治

32 拝礼記念碑 山中　直樹 74 線香収納容器 有限会社平成産業

33 礼拝メモリアルシステム 株式会社おおの 75 懐中厨子 株式会社保志

34
幻影イメージング仏壇及びその幻影イ
メージングの実現方法

上海諦梵文化伝播有限公
司

76 スマホ位牌 伴田　正行

35 墓石
株式会社サンコーエンジニ
アリング

77 蝋燭と線香の収納具 株式会社ＫＤＫ

36 墓石用筐体
株式会社サンコーエンジニ
アリング

78 墓の花瓶蓋 手塚　裕治郎

37 墓 水野　実 79 宗教行事用照明具 森敬株式会社

38 塀を利用した区画墓地 株式会社ジョイント 80 焼香用炭敷 株式会社岡村竹材

39 墓石 ▲高▼木　泰宏 81 葬具 株式会社公益社

40 立体造形記念物 株式会社　美膏 82 旅持ち厨子 株式会社保志

41 廃墓石の処理方法 ニッポウ興産株式会社 83 墓構造 株式会社松戸家

42 三面連結金具 佐伯　泰照 84 カプセル墓地 株式会社県南環境

以下6点省略

お墓と仏具類　　　No.11163

[登録・公開編]　　平成28年（1年間）　　　　90点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥21,600    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥21,600　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥32,400　）


