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＜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！

造林苗木用食害防止具
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］平成７年～平成１６年（１０年間） １００点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２８，７７０－ ￥２７，４００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２８，７７０－ ￥２７，４００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥４３，０５０－ ￥４１，０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9605 公開特許 野生動物捕獲装置の構造 平.5-14 87点 ￥20,000
No,9418 〃 防獣フェンスの構造と施工法 平.4-13 80点 ￥17,900
No,9544 〃 防雪フェンスの構造と施工法 平.5-14 86点 ￥18,900
No,9469 〃 防風フェンスの構造と施工法 平.5-14 86点 ￥18,900
No,8727 〃 法面緑化用金網構造体 平.8-10 66点 ￥23,000
No,8726 〃 法枠用型枠の構造と施工法 平.8-10 68点 ￥23,300
No,8708 〃 落石防護柵の構造と装置 平.7-10 75点 ￥24,700
No,7837 〃 防護柵の構造と装置 平.2-6 90点 ￥26,300
No,8711 〃 蛇籠の構造と設置方法 平.7-10 72点 ￥23,600
No,7838 〃 〃 平.2-6 90点 ￥29,500
No,8276 〃 スポーツ用ネットの構造と張設構造 平.7-8 54点 ￥19,700
No,7839 〃 〃 平.5-6 68点 ￥27,400
No,7577 〃 〃 昭.62-平.4 90点 ￥28,400
No,9779 登録・公開 金網の製造加工方法 平.16 94点 ￥21,700
No,9647 〃 〃 平.15 91点 ￥18,200
No,9448 〃 〃 平.14 99点 ￥19,800
No,9260 〃 〃 平.13 90点 ￥18,000
No,9040 〃 〃 平.12 107点 ￥29,700
No,8964 公開特許 〃 平.11 70点 ￥27,300
No,8723 〃 〃 平.9-10 99点 ￥29,500
No,8100 〃 〃 平.7-8 92点 ￥27,800
*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 苗木保護具 フクビ化学工業株式会社 44 ツリープロテクタ ハイトカルチャ株式会社

2 防獣ネット 泰東製綱株式会社 45 苗木保護カバー用補助具 アキレス株式会社

3 樹木の幹、枝の被覆保護材 株式会社テザック 46 幼齢木保護具およびその設置方法 カネボウ合繊株式会社

4 多角形折り畳み式ツリープロテクター 仁志緑化株式会社 47 苗木保護カバー アキレス株式会社

5
鳥獣除け用有刺紐、有刺網若しくは有
刺柵

有限会社阿部事務所 48 造林用苗木の食害防止具 金井　宏彰

6 樹木の表皮保護カバー 松田硝子工業株式会社 49 ツリ―プロテクタ― 株式会社テクノプラス

7 樹木保護材 深海産業有限会社 50 ツリープロテクター ハイトカルチャ株式会社

8 樹木育成方法および装置 清川　晋 51 苗木保護カバー アキレス株式会社

9 幼齢造林木の保護用筒の製造方法 川見　洋一 52
合成樹脂製樹木保護部材及びその設
置方法

神奈川県

10
野生動物による食害防止およびその
動物の捕獲装置

阿部金属鋼産株式会社 53 苗木保護カバー アキレス株式会社

11 鹿類を駆除する方法 田中　武司 54 植栽木用カバー 信濃化学工業株式会社

12
樹木保護テープ及びこれを用いる樹
木保護方法

惠和商工株式会社 55 動物よけ網状体 荒木　まゆみ

13 ツリーシェルター 中川　重年 56
苗木抑え材とその苗木抑え材を用いた
苗木抑え工法

株式会社丹勝

14 樹木保護器 五十嵐　宏 57 鳥獣被害防除装置 長谷川　雅雄

15
食害防止用緑化金網ユニットおよびそ
の設置構造並びにその施工方法

佐藤工業株式会社 58 樹木保護バンド 南西建設有限会社

16 発光防獣ネット 泰東製綱株式会社 59 鳥獣被害防除装置 長谷川　雅雄

17 苗または苗木用保護体
株式会社オーシマ・デザイ
ン設計

60 苗木保護カバ―用形状保持具 アキレス株式会社

18 樹木（特に苗木）保護カバー 中村　富雄 61 移植樹木用保護カバ― 金井　宏彰

19
苗木保護具及びそれを用いた苗木育
成方法

アキレス株式会社 62
植物生育基盤材及びその生育基盤材
を用いた獣害防止型緑化方法

王子緑化株式会社

20 苗木保護カバー アキレス株式会社 63 苗木保護カバー アキレス株式会社

21 苗木保護カバー アキレス株式会社 64 苗木保護カバー用キャップ アキレス株式会社

22 苗木保護カバーの製造方法 アキレス株式会社 65 苗木保護カバー用形状保持具 アキレス株式会社

23 植物保護資材
ダイセル化学工業株式会
社

66 幼齢造林木の保護用筒 川見　嘉代子

24 苗木保護カバー アキレス株式会社 67 ツリープロテクタ ハイトカルチャ株式会社

25 ツリープロテクタ ハイトカルチャ株式会社 68 苗木保護カバー用補助具 アキレス株式会社

26 ツリープロテクターユニット 株式会社テクノプラス 69 幼齢木保護具およびその設置方法 カネボウ合繊株式会社

27 ツリ―プロテクタ―ユニット 株式会社テクノプラス 70 苗木保護カバー アキレス株式会社

28 苗木保護カバー アキレス株式会社 71 造林用苗木の食害防止具 金井　宏彰

29
合成樹脂製樹木保護部材及びその設
置方法

神奈川県 72 ツリ―プロテクタ― 株式会社テクノプラス

30 苗木保護カバー アキレス株式会社 73 ツリープロテクター ハイトカルチャ株式会社

31 植栽木用カバー 信濃化学工業株式会社 74 苗木用保護育成装置 コトコ株式会社

32 動物よけ網状体 荒木　まゆみ 75 ツリープロテクタの保持具 ハイトカルチャ株式会社

33
苗木抑え材とその苗木抑え材を用いた
苗木抑え工法

株式会社丹勝 76 獣害防止カバー用結束具 ハイトカルチャ株式会社

34 鳥獣被害防除装置 長谷川　雅雄 77 苗木保護カバー アキレス株式会社

35 樹木保護バンド 南西建設有限会社 78
被覆保護用筒状物、及び動物の食害
から植栽苗木を護る方法

保土谷アグロス株式会社

36 鳥獣被害防除装置 長谷川　雅雄 79 食害防止用ネット 勝真　正行

37 苗木保護カバ―用形状保持具 アキレス株式会社 80 苗木保護カバー アキレス株式会社

38 移植樹木用保護カバ― 金井　宏彰 81
合成樹脂シートの折り目線筋押し加工
方法及び折り目線が筋押し加工された
合成樹脂シート

アキレス株式会社

39
植物生育基盤材及びその生育基盤材
を用いた獣害防止型緑化方法

王子緑化株式会社 82 ツリープロテクタ ハイトカルチャ株式会社

40 苗木保護カバー アキレス株式会社 83 筋押し装置 アキレス株式会社

41 苗木保護カバー用キャップ アキレス株式会社 84 ツリープロテクタ ハイトカルチャ株式会社

42 苗木保護カバー用形状保持具 アキレス株式会社 85 植樹保護部材 東工コーセン株式会社

43 幼齢造林木の保護用筒 川見　嘉代子 以下１９点収録

造林苗木用食害防止具　　　No.9871

[公開編]　　平成７年～平成１６年（１０年間）　　１０４点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥28,770    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥28,770　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥43,050　）




