
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)

￥１９，４４０－ ￥１８，０００－

￥１９，４４０－ ￥１８，０００－

￥２９，１６０－ ￥２７，０００－

(本体価格)

No,11130 登録・公開 平.28 80点 ￥20,000

No,11129 公開特許 平.28 70点 ￥18,000

No,10854 登録特許 平.24 70点 ￥20,000

No,10845       〃 平.24 70点 ￥20,000

No,11092       〃 平.27 69点 ￥18,000

No,10902       〃 平.25 74点 ￥20,000

No,10823       〃 平.24 74点 ￥20,000

No,10835       〃 平.24 68点 ￥20,000

No,10612 公開特許 平.20-平.22 70点 ￥20,000

No,10489       〃 平.21 74点 ￥22,000

No,10270       〃 平.19 79点 ￥28,300

No,9823       〃 平.12-平.16 100点 ￥30,000

No,9159       〃 平.8-平.12 74点 ￥24,500

No,10610       〃 平.18-平.22 100点 ￥30,000

No,10609       〃 平.18-平.22 70点 ￥21,000

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

No,10861       〃 平.24 64点 ￥18,000

No,11127       〃 平.28 70点 ￥18,000

No,10271       〃 平.19 81点 ￥28,700

*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：〒

コンクリートの補修方法と部材

手摺の構造と取付装置

トンネルの補修･補強工法

橋梁の補修･補強工法

既設建物の耐震補強工法

耐震住宅の構造と部材

               〃

木造建築の耐震補強方法

◎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

既刊関連セットのご案内

お   申   込   書

免震住宅の構造と装置

既存建物の免震化工法と装置

液状化防止建物基礎構造

仮設住宅の構造と装置

※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。］

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

リフォーム工法と部材

木造家屋の補強装置

省エネルギー住宅の設計・施工方法

外断熱住宅の構造と装置

建物の不等沈下修復方法

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１１１７１

仮設足場の構造と装置

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

木造住宅の耐震補強方法と部材

[登録・公開編]平成28年（1年間）　　70点

免震住宅の施工方法



1 窓用足場 大和ハウス工業株式会社 46
仮設足場の昇降口扉板の開閉方法及
び装置

鹿島建設株式会社

2 可動式仮設足場 中国電力株式会社 47
取付金具とそれを備えた仮設足場の
構成部材

株式会社東京ＢＫ足場

3 杭基礎構造 ホリー株式会社 48 仮設足場用階段枠 ホリー株式会社

4 基礎杭及びその製造方法 ホリー株式会社 49 仮設足場用連結装置 株式会社国元商会

5 仮設足場部材 光洋機械産業株式会社 50 仮設構造物の補強フレーム ホリー株式会社

6 足場用幅木装置 アルインコ株式会社 51 仮設足場用補強材 中央ビルト工業株式会社

7 昇降式足場装置 光洋機械産業株式会社 52 仮設足場等盛替え用簡易ステップ
株式会社長谷工コーポレー
ション

8 仮設用手摺 光洋機械産業株式会社 53 仮設構造物用支柱の継手具 ホリー株式会社

9 仮設足場の幅木 東阪工業株式会社 54 ガードポスト 株式会社杉孝

10 法面用仮設足場の設置方法 日工株式会社 55 仮設足場 大和ハウス工業株式会社

11 仮設足場用部材 光洋機械産業株式会社 56 曲面用ブレース付き先行手摺
ＪＦＥ機材フォーミング株式
会社

12 足場つなぎ部材用の取り付け治具 大和ハウス工業株式会社 57 足場構造 株式会社蒼和

13 連結拘束具 信和株式会社 58 仮設足場用幅木の取付具 ホリー株式会社

14 仮設足場用連結構造体 ＫＲＨ株式会社 59 足場用ブラケット 日建リース工業株式会社

15
足場用安全帯取付具及び先行手摺用
支柱部材

有限会社　ステップアップ 60 足場用手摺 株式会社杉孝

16 仮設足場板及びその製造方法 光洋機械産業株式会社 61 階段仮設足場 東日本旅客鉄道株式会社

17 足場板連結具
ジャパン　スチールス　グ
ループ株式会社

62 階段仮設足場 東日本旅客鉄道株式会社

18
仮設足場用階段及びそれを用いた仮
設足場用防犯システム

光洋機械産業株式会社 63
足場用安全帯取付具及び先行手摺用
支柱部材

有限会社　ステップアップ

19 足場構成部材の固定装置 アルインコ株式会社 64 仮設足場用作業布板の端部材 ホリー株式会社

20 仮設足場用階段枠 ホリー株式会社 65 鋼管用キャップ 株式会社国元商会

21 仮設足場 大和ハウス工業株式会社 66 足場材 ＫＲＨ株式会社

22 仮設足場 大和ハウス工業株式会社 67 足場用幅木および幅木固定構造 株式会社　功創

23
骨組構造物用構造材及びこれを用い
た骨組構造物

株式会社サンエープロテン
ト

68 足場固定金具 株式会社ジャストビギン

24 仮設階段構造 大和ハウス工業株式会社 69
仮設足場側連結部防音パネル取り付
けクランプ

内山　晃

25 昇降式足場装置 光洋機械産業株式会社 70 管体の接続構造 ＫＲＨ株式会社

26 足場構築体の強化装置 アルインコ株式会社

27 床付き布わく 光洋機械産業株式会社

28 昇降式足場装置 光洋機械産業株式会社

29
天井内作業用床板及び天井内の移動
方法

東日本旅客鉄道株式会社

30 室内作業床及びその構築方法 大和ハウス工業株式会社

31 足場構築用伸縮管 アルインコ株式会社

32 仮設足場及びその組み立て方法 大和ハウス工業株式会社

33 足場台車および作業ステージ 日鐵住金建材株式会社

34 足場用防音パネルの取付装置 アルインコ株式会社

35 仮設足場用の開閉式手摺 日工株式会社

36 ケレン装置 大裕株式会社

37
足場用連結具並びにこれを用いた大
組み工法及び大払し工法

光洋機械産業株式会社

38 足場用パイプ 有限会社　ステップアップ

39 Ｊ字形布板横ずれ防止金具 山口　道子

40 仮設駐輪装置 株式会社杉孝

41
仮設足場用連結機構に取付けられる
補助掛止具

平和技研株式会社

42 建設用仮設足場構成体 近藤　竜也

43 仮設足場 大和ハウス工業株式会社

44 仮設足場 大和ハウス工業株式会社

45 チェーン吊金具 株式会社杉孝 以上70点収録

仮設足場の構造と装置　　　No.11171

[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　）


