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［登録編］（セットＡ）平成１８年 （１年間） ５０点
［公開編］（セットＢ）平成１８年 （１年間） １１７点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 （セットＡ）￥１４，５９５－ （セットＢ）￥３３，４９５－(抄録版付) (全て税込価格)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 （セットＡ）￥１４，５９５－ （セットＢ）￥３３，４９５－
(CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 （セットＡ）￥２１，０００－ （セットＢ）￥４９，３５０－ )

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9912(A) 登録編 キャスターの構造と製造方法 平.17 61点 ￥16,500
No,9912(B) 公開特許 〃 平.17 116点 ￥31,500
No,9785(A) 登録編 〃 平.16 46点 ￥11,340
No,9785(B) 公開特許 〃 平.16 119点 ￥28,700
No,9649(A) 登録編 〃 平.15 44点 ￥ 9,600
No,9649(B) 公開特許 〃 平.15 115点 ￥23,400
No,9450(A) 登録編 〃 平.14 48点 ￥ 9,600
No,9450(B) 公開特許 〃 平.14 117点 ￥23,900
No,9262(A) 登録編 〃 平.13 48点 ￥ 9,600
No,9262(B) 公開特許 〃 平.13 115点 ￥23,000
No,8844 登録・公開 〃 平.11 120点 ￥33,400
No,8627 〃 〃 平.10 110点 ￥32,000
No,8347 〃 〃 平.9 138点 ￥40,000
No,8074 公告・公開 〃 平.8 131点 ￥39,600
No,7952 〃 〃 平.7 178点 ￥53,700
No,7853 〃 〃 平.6 171点 ￥50,000
No,7739 〃 〃 平.5 150点 ￥48,000
No,8404 公開特許 折り畳み運搬台車の構造 平.5-9 79点 ￥27,700
No,8159(A) 〃 手押し運搬台車のブレーキ装置 平.4-8 63点 ￥19,700
No,〃 (B) 〃 手押し運搬台車のハンドル装置 平.4-8 63点 ￥19,700
No,8405 〃 かご形運搬台車の構造と装置 平.7-9 80点 ￥29,700
*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
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CD-ROM版・Ｂ５製本版・一括購入
題 名
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合計 ￥
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℡ （ ） FAx （ ）

住所 〒

※料金には別途送料がかかります。

http://www.itdc-patent.com


1 運搬用台車
ヤマト・インダストリー株式会
社

1 キャスター コンビ株式会社

2 介護用車椅子
株式会社日本アイディーエ
ス

2
ベビーカー及びベビーカーの着脱構
造

ピジョン株式会社

3 移動式電動巻取機 中和産業株式会社 3 緩衝キャスター シシクアドクライス株式会社

4
流体キャスター及びエアージャッキに
よるロールオン方法

株式会社トリオマリンテック 4 キャスタ取付構造および台車 浅香工業株式会社

5 全方向車輪および移動車両 財団法人理工学振興会 5 キャスター トピー工業株式会社

6 キャスター用車輪 渡邊　克彦 6 キャスター及びそれを備えた移動体 株式会社交永

7 ベビーカー 株式会社フォルム 7 車輪の支持構造 楊　玄壮

8 キャスターの車輪軸支構造 株式会社高木産商 8 台車および台車の製造方法 浅香工業株式会社

9 キャスター 株式会社高木産商 9 キャスタ カヤバ工業株式会社

10 ショッピングカート 株式会社太幸 10 キャスターおよびこれを用いた車椅子 学校法人　龍谷大学

11 歩行器兼用車椅子 シロキ工業株式会社 11 キャスター付き機器の固定具 株式会社セノ

12 かご車 三甲株式会社 12 キャスター付の鞄 株式会社スワニー

13 ピアノ水平調整用キャスター受け台 岸野　金矢 13 エスカレータ用台車及びエスカレータ 東芝エレベータ株式会社

14
車輪部材及びこの車輪部材を使用し
た収容ケース

新輝合成株式会社 14 運搬台車 三甲株式会社

15 昇降装置
サイコ　インコーポレーテッ
ド

15 運搬台車 三甲株式会社

16 免震装置 株式会社イトーキ 16 作業台車 東海理研株式会社

17 搬送用台車 株式会社ダイフク 17 移動テーブル 株式会社東洋シート

18 車いす 株式会社カワムラサイクル 18 台車 三甲株式会社

19 鞄 株式会社スワニー 19 パレット移動用補助具 株式会社タイキ

20 キャスター付きの鞄 株式会社スワニー 20
固定キャスター付き車及び固定キャス
ター

河淳株式会社

21
キャスター支持機構を備えたテーブ
ル、椅子及び寝台

株式会社大平産業 21 走行体 富士通株式会社

22 自動車用車輪運搬保持装置 日野自動車株式会社 22 キャスター
ハンマーキャスター株式会
社

23 運搬車のブレーキ装置 中日産業株式会社 23 キャスター トピー工業株式会社

24 旋回規制機構付キャスター
ハンマーキャスター株式会
社

24 可動什器の制動装置 山田工業株式会社

25 キャスター
ハンマーキャスター株式会
社

25 運搬用台車 河淳株式会社

26 移動体の管理システム 株式会社ダイフク 26 脚体及び家具 コクヨ株式会社

27 キャスター付き運搬台車 三甲株式会社 27 搬送補助具 京セラミタ株式会社

28 ストックカート 河淳株式会社 28 旋回ロック式キャスタ 株式会社ナンシン

29 運搬台車 三甲株式会社 29 手押し台車 有限会社ワタセイ

30 運搬台車 三甲株式会社 30 手押し運搬車のブレーキ装置
エヌケーキャリーキャスター
株式会社

31 運搬台車 敷島製パン株式会社 31
ビール瓶運搬ケース又はビール缶包
装箱の陳列装置

エヌケーキャリーキャスター
株式会社

32 運搬台車の制動装置 株式会社ナンシン 32 キャスター
株式会社ユーエイキャス
ター

33 運搬車収容装置 三浦工業株式会社 33 キャスター
株式会社ユーエイキャス
ター

34 重量物支持脚 株式会社大和螺子 34
車輪構造体及び車輪構造体を有する
車輌

風岡　和義

35 キャリーカート 中日産業株式会社 35
車輪構造体及び車輪構造体を有する
車輌

風岡　和義

36 キャリーカート 中日産業株式会社 36 金網付手押し運搬車
エヌケーキャリーキャスター
株式会社

37 キャスター付き介護用椅子
有限会社木村義肢工作研
究所

37 キャスター
株式会社ユーエイキャス
ター

38
温室内に於ける植物の高設栽培用の
キャスター付き栽培棚

農事組合法人大富農園 38
キャスター基体、キャスター及びキャス
ター基体の製造方法

株式会社大和螺子

以下１２点省略 以下７９点省略
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