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＊最新の特許情報が満載！

カーテンウォール用取付け金具
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］平成５年～平成１４年（１０年間） ９７点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２０，０００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２０，０００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥３０，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内
No,8768 公開特許 外壁タイルの剥落防止方法 平.8-10 81点 ￥28,400
No,8904 〃 トンネル壁の補修方法と部材 平.5-11 67点 ￥24,700
No,8562 〃 タイル先付けPC版の製造方法 平.5-9 60点 ￥20,600
No,8770 〃 タイルの貼着方法とタイルパネル 平.5-10 85点 ￥28,800
No,8601 〃 タイルユニットの製造方法と装置 平.6-10 104点 ￥36,700
No,9347 〃 屋上緑化工法と部材 平.9-13 72点 ￥18,300
No,9348 〃 壁面緑化工法と部材 平.9-13 72点 ￥18,300
No,9159 〃 木造住宅の耐震補強方法と部材 平.8-12 74点 ￥24,500
No,9160 〃 木造住宅の免震基礎構造 平.8-12 94点 ￥30,700
No,8897 〃 防音床下地材と防音方法 平.5-11 103点 ￥33,000
No,8895 〃 電波吸収パネルの製造加工方法 平.9-11 57点 ￥21,400
No,8567 〃 吸・防音コンクリート・パネル 平.5-9 58点 ￥20,400
No,8531 〃 カーテンウォール用ガスケットの構造と装置 平.5-9 70点 ￥25,500
No,8530 〃 コンクリート打継部用止水材 平.5-9 69点 ￥26,400
No,9338 〃 トンネル用漏水防止材 平.5-13 69点 ￥17,200
No,9339 〃 トンネル用防水シート材 平.9-13 67点 ￥16,700

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、Ｅメールまたは 郵便にてお送りください。ＦＡＸ・
（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。
２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

お 申 込 書

会 社 名 ご 注 文 内 容
ﾆｭｰｽｶﾞｲﾄﾞNo，

CD-ROM版・Ｂ５製本版・一括購入
題 名

所 属 部 署

合計 ￥

担 当 者 名 E-mail

℡ （ ） FAx （ ）

住所 〒

※料金には別途送料・消費税がかかります。

http://www.itdc-patent.com


1 外壁材の固定装置 郭　茂林 36 カーテンウォールと鉄骨梁の接合構造 株式会社フジタ

2
カーテンウォールの施工方法と窓取付
装置

立山アルミニウム工業株式
会社

37
カーテンウォールの施工方法とこの方
法に用いる外壁板の取付金具

株式会社クボタ

3 カーテンウォールの下部ファスナー ミサワホーム株式会社 38
カーテンウォール用パネルの取付ボル
ト

日本ドライブイット株式会社

4
プレストレスを利用したカーテンウォー
ル

清水建設株式会社 39 カーテンウォールの方立の取付構造
ワイケイケイアーキテクチュ
ラルプロダクツ株式会社

5 カーテンウォール取付け用ファスナー ムラタ産業株式会社 40 無目固定用ファスナー 株式会社竹中工務店

6 Ｐｃａカーテンウォール用取付け金物 株式会社竹中工務店 41
カーテンウォールの無目の撓み止め装
置

日本建鐵株式会社

7 カーテンウォールユニットの支持装置
ワイケイケイアーキテクチュ
ラルプロダクツ株式会社

42
カーテンウォールと建物床版との取付
け構造

清水建設株式会社

8
プレキャストコンクリート板カーテン
ウォールの積層鉄板を用いた下部取
付構造

株式会社竹中工務店 43 カーテンウォール用アンカー装置 新日軽株式会社

9
プレキャストコンクリート板カーテン
ウォールの鉄筋を用いた下部取付構
造

株式会社竹中工務店 44 カーテンウォールの取付構造 新日軽株式会社

10 カーテンウオールの取付構造 不二サッシ株式会社 45 カーテンウォール取付用ファスナ 神鋼ノース株式会社

11 カーテンウォール用ファスナー ムラタ産業株式会社 46
ＰＣカーテンウォール等外壁板の取付
金具

高橋カーテンウォール工業
株式会社

12 複合パネルの取付け構造
三協アルミニウム工業株式
会社

47 カーテンウォール 株式会社ニュースト

13
カーテンウォールユニットの吊り上げ用
支持部材

ワイケイケイアーキテクチュ
ラルプロダクツ株式会社

48
ユニタイズカーテンウォールユニットの
ずれ防止構造

日本建鐵株式会社

14 プレハブ壁板取付装置 川鉄金属工業株式会社 49
ユニタイズカーテンウォール横材の面
外拘束構造

日本建鐵株式会社

15 カーテンウォールファスナ
ナショナル住宅産業株式会
社

50 カーテンウォール用のファスナ 株式会社ヒガキマニテック

16
カーテンウォールユニットにおける外装
板取付構造

東急建設株式会社 51 カーテンウォール用のファスナ 株式会社ヒガキマニテック

17 石板によるカーテンウォール構造 株式会社リトネット 52 カーテンウォール
三協アルミニウム工業株式
会社

18 カーテンウォール
ワイケイケイアーキテクチュ
ラルプロダクツ株式会社

53 カーテンウォールの固定装置 積水ハウス株式会社

19 カーテンウオールユニットの取付構造
ワイケイケイアーキテクチュ
ラルプロダクツ株式会社

54 カーテンウォール取付構造 株式会社竹中工務店

20 壁パネル調整・固定装置 大和ハウス工業株式会社 55 カーテンウォール 株式会社ニュースト

21
カーテンウォール用ファスナー及びそ
の取付け構造

ムラタ産業株式会社 56 建築構造物 戸田建設株式会社

22 ＰＣカーテンウオールの取付金物 宇部興産株式会社 57 板状材の取付構造
ワイケイケイアーキテクチュ
ラルプロダクツ株式会社

23
カーテンウオールのパネル支持構造と
そのパネル支持構造を用いるカーテン
ウオールの施工方法

東洋シヤッター株式会社 58
カーテンウォール取付金具の製造方
法

株式会社シラヤマ

24 カーテンウォール 株式会社大林組 59
カーテンウォールの外装パネルおよび
その取付装置

株式会社日本アルミ

25
カーテンウォールにおける傾斜調整自
在の面材取付装置

新日軽株式会社 60 壁パネルの取付け構造 ミサワセラミックス株式会社

26 取付金具 株式会社クボタ 61 カーテンウオールのファスナー
ワイケイケイアーキテクチュ
ラルプロダクツ株式会社

27 取付金具 株式会社クボタ 62
プレキャストコンクリートカーテンウォー
ルの取付構造

株式会社大林組

28 壁パネル下部の取付金具 ミサワセラミックス株式会社 63 カーテンウォールの取付構造 株式会社大林組

29 壁パネル取付構造 株式会社クボタ 64 カーテンウォール用ファスナー ムラタ産業株式会社

30 壁パネル取付構造 株式会社クボタ 65 カーテンウォールの取付構造 株式会社大林組

31 カーテンウォール用ファスナー 株式会社サカイ 66 カーテンウォールの取付構造 株式会社大林組

32 カーテンウォールの取付け装置 不二サッシ株式会社 67 カーテンウォール
株式会社堀池秀人　都市・
建築研究所

33
カーテンウォールにおける方立の取付
け装置

不二サッシ株式会社 68
カーテンウォールにおけるユニットパネ
ルの連結装置

不二サッシ株式会社

34 カーテンウォールユニットの取付金物 川崎製鉄株式会社 69 カーテンウォール用ファスナー 不二サッシ株式会社

35 カーテンウォールユニットの取付金物 川崎製鉄株式会社 以下２８点省略

カーテンウォール用取付け金具 　　　No.9505

[公開編]　　平成５年～平成１４年（１０年間）　　　９７点

CD-ROM版　　　￥20,000    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥20,000

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥30,000　）


