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住宅用回転扉の構造と装置
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［公開編］平成６年～平成１５年（１０年間） ９１点
(税込価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２０，６８５－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２０，６８５－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥３０，４５０－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9593 公開特許 ドアー錠用防犯装置 平.7-14 99点 ￥20,000
No,9510 〃 ピッキング防止錠構造 平.5-14 100点 ￥20,000
No,7457(A) 公告特許 安全金庫の構造と製造方法 平.2-3 85点 ￥35,700
No, 〃 (B) 公開特許 〃 平.2-3 103点 ￥38,300
No,6639 〃 ダイヤル符号錠の構造と装置 昭.62-63 76点 ￥19,700
No,8680 〃 ＯＡ機器用耐震固定装置 平.6-10 66点 ￥21,700
No,8429 〃 自転車用錠前の構造 平.7-9 117点 ￥32,000
No,8064(A) 〃 家具類の免震・耐震装置の構造 平.5-7 51点 ￥24,000
No, 〃 (B) 〃 家具類の転倒防止装置の構造 〃 63点 ￥26,700
No,7881(A) 公告特許 家具類の転倒防止装置の構造 昭.62-平.6 64点 ￥21,600
No, 〃 (B) 〃 載置物の転倒防止装置の構造 〃 43点 ￥15,500
No,7835(A) 公開特許 宅配ロッカーの構造と装置 平.5 64点 ￥28,400
No, 〃 (B) 〃 〃 平.6 58点 ￥27,500
No,6745 公告・公開 安全金庫の構造と製造方法 平.1 73点 ￥30,200
No,6594 公開特許 〃 昭.62-63 96点 ￥24,600
No,6634 〃 鍵の構造と製造方法 昭.62-63 142点 ￥24,800
No,9591 〃 ドアー用心錠の構造 平.5-14 98点 ￥20,000
No,9594 〃 サッシ窓用防犯装置 平.5-14 100点 ￥20,000

*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 〒

※料金には別途送料がかかります。

http://www.itdc-patent.com


1 回転ドアーを備えたトイレ 株式会社木村技研 43 スライド・スイング式ドア装置 株式会社オートドアー技研

2 回動扉 吉川　浩正 44 スライド・スイング式ドア装置 株式会社オートドアー技研

3 回転ドアーを備えたトイレ 株式会社木村技研 45 折畳み回転扉のガイド機構
小松ウオール工業株式会
社

4 回転扉の構造 ミサワホーム株式会社 46 トイレブース用回転スライドドア コマニー株式会社

5 シャワー室構造 株式会社木村技研 47 トイレブース用回転スライドドア コマニー株式会社

6 トイレ用回転ドア 株式会社木村技研 48 回転ドア 株式会社木村技研

7 ドア装置 株式会社木村技研 49 折畳み式回転扉
日本ファイリング建材株式
会社

8 ドア装置 株式会社木村技研 50 折り畳み回転式ドア
三和シヤッター工業株式会
社

9 回転扉のストッパー 五藤　隆夫 51 スライド・スイング式ドア装置 東陶機器株式会社

10 トイレ用回転ドア 株式会社木村技研 52 開閉装置 東陶機器株式会社

11 回転ドアロック装置 株式会社木村技研 53 半自動式回転スライドドア コマニー株式会社

12 回転ドア装置 株式会社木村技研 54 スライド・スイング式ドア装置 東陶機器株式会社

13 回転ドア機構 株式会社木村技研 55 扉開閉装置 株式会社セントラルユニ

14 トイレ用回転扉板 株式会社木村技研 56 回転ドア 株式会社木村技研

15 回転ドア装置 株式会社木村技研 57 自動スイング扉
小松ウオール工業株式会
社

16 ドア用万能ヒンジ・システム
ヨセ・フエルナンド・アブル
ト・リバス

58 スライド式開閉ドア装置 コマニー株式会社

17 トイレ用回転ドア装置 株式会社木村技研 59 回転扉の支持機構 松下電器産業株式会社

18 回動式扉の支持具 高木　忠男 60
折り畳み回転ドアにおける扉の吊り込
み方法および扉の吊り込み構造

三和シヤッター工業株式会
社

19 部屋の出入口 積水化学工業株式会社 61 回転ドア装置 株式会社木村技研

20 ブース用ドア 東陶機器株式会社 62 スライド・スイング式ドア装置 株式会社オートドアー技研

21 回転ドア 株式会社木村技研 63 回転ドア装置 株式会社木村技研

22 回転ドア 株式会社木村技研 64
ロック装置及びロック装置付き回転ドア
装置

株式会社木村技研

23 回転ドア装置 株式会社木村技研 65 回転ドア装置 株式会社木村技研

24 回転扉内収納物の落下防止装置
有限会社平田金属プレス
工業所

66 回転ドア装置 株式会社木村技研

25 回転扉内収納物の落下防止装置
有限会社平田金属プレス
工業所

67 防犯装置 株式会社木村技研

26 浴室戸等の開閉支持装置 新日軽株式会社 68 回転ドア装置 株式会社木村技研

27 浴室戸の上部取付構造 新日軽株式会社 69 回転式スライドドアのロック装置 コマニー株式会社

28 浴室戸の上部取付構造 新日軽株式会社 70 回転ドア装置 株式会社木村技研

29 回転ドア 株式会社木村技研 71 自閉式ドア装置 株式会社インフニックス

30 折畳み回転扉
小松ウオール工業株式会
社

72 スライド式開閉ドア装置 コマニー株式会社

31 トイレ設備 東陶機器株式会社 73 折りたたみ回転扉 株式会社ユニフロー

32 更衣室 株式会社木村技研 74 折りたたみ回転扉 株式会社ユニフロー

33 回転ドア 株式会社木村技研 75 折りたたみ回転扉 株式会社ユニフロー

34 回転ドア 株式会社木村技研 76
扉緊急開放具及びこれを備えた開閉
扉

小松ウオール工業株式会
社

35 回転ドア 株式会社木村技研 77 スライド式回転ドア装置
ケージーパルテック株式会
社

36 回転ドア 株式会社木村技研 78 回転式スライドドア装置 コマニー株式会社

37 バルコニーへの出入口構造及び建物 積水化学工業株式会社 79 スライド式回転ドア装置
ケージーパルテック株式会
社

38 回転ドア装置 株式会社木村技研 80 スライド式回転ドア装置
ケージーパルテック株式会
社

39 安全機構付き扉装置 株式会社木村技研 81 ドア装置 株式会社インフニックス

40 安全機構付き扉装置 株式会社木村技研 82 回転式スライドドア装置 コマニー株式会社

41 調光機構付き扉装置 株式会社木村技研 83 スライド式回転ドア装置
ケージーパルテック株式会
社

42 回転ドア 株式会社木村技研 84 半自動式回転スライドドア装置 コマニー株式会社

以下７点省略

住宅用回転扉の構造と装置 　　No.9691

[公開編]　　平成６年～平成１５年（１０年間）　　　９１点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥20,685    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥20,685　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥30,450　）


