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［登録編］（セットＡ）平成１９年 （１年間） ５０点
［公開編］（セットＢ）平成１９年 （１年間） １１４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,10046(A) 登録編 キャスターの構造と製造方法 平.18 50点 ￥13,900
No,10046(B) 公開特許 〃 平.18 117点 ￥31,900
No,9912(A) 登録編 〃 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,9051(A) 登録編 〃 平.12 49点 ￥13,400
No,9051(B) 公開特許 〃 平.12 118点 ￥32,600
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,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
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1 折畳みベッド 株式会社アテックス 1 天板付家具 コクヨファニチャー株式会社

2 自立型装置の転倒防止足機構
株式会社　沖情報システム
ズ

2 キャスター付ワゴン 松下電工株式会社

3 ストックカート 河淳株式会社 3
移動ボディーが備えられたキャスター
装置

梁　永　三

4 キャスター 富士ダイカスト株式会社 4 ジョイント構造およびキャスター構造 株式会社タカノ

5 キャスターの取り付け構造 三甲株式会社 5 表示パネルアーム、床頭台及び家具 株式会社　ヤマグチ

6 手押車 須恵廣工業株式会社 6 キャスタ及び台車 株式会社トマック

7
キャビネット等におけるキャスターロック
装置

共栄工業株式会社 7 キャスタ 株式会社大和螺子

8 防水キャスター 東洋スチール株式会社 8 キャスター用車輪 トピー工業株式会社

9 運搬用台車
岐阜プラスチック工業株式
会社

9 自動搬送車 株式会社リコー

10 キャスタ 日本輸送機株式会社 10 キッチン用椅子 東陶機器株式会社

11 産業用キャスター 岡本　直行 11 キッチン用椅子 東陶機器株式会社

12 車輪緩衝構造 林　青松 12 電源ユニットの搬送装置 サミー株式会社

13 分別回収可能なゴム車輪 日本ゴム化学合資会社 13 キャスター付きハンガーラック 奥村　当司

14 回転体付き車輪 関東自動車工業株式会社 14
運搬装置、これを用いた各種電子機
器、画像形成装置等の筐体、各種電
子機器、画像形成装置

株式会社リコー

15 回転体付き車輪 関東自動車工業株式会社 15 物品の運搬用台車 東芝物流株式会社

16
車椅子、乳母車、ベビーカー、荷物運
搬用台車、又は自転車のいずれかに
用いられる車輪

株式会社高木産商 16 リフト付きキャスター 藤井　照男

17 移動体 天龍工業株式会社 17 移動家具 株式会社岡村製作所

18 台車 三栄荷役機械株式会社 18
介護用車椅子における後部キャスター
の昇降支持機構

有限会社大和工業所

19 搬送装置 多摩川精機株式会社 19 椅子用キャスター支持装置及び椅子 株式会社大平産業

20 段差走行機構 松下電工株式会社 20 車輪用ストッパー 平田　孝男

21 搬送装置 日本輸送機株式会社 21 電動キャスタおよび自動走行装置 カシオ計算機株式会社

22 キャスターの位置保留具 株式会社岡村製作所 22 自動走行装置 カシオ計算機株式会社

23 階段を昇降する車 岡本　耕一 23 キャスター 有限会社アイサポート

24 パレット等用キャスター機構 新和工業株式会社 24
機器の支持機構及び画像形成装置の
安全装置

京セラミタ株式会社

25 電動補助動力付き車椅子 カヤバ工業株式会社 25
遠隔操作ストッパー付旋回キャスター
及び装置。

林　武男

26 キャスタ装置 株式会社イトーキ 26 双輪キャスタ 株式会社ナンシン

27 テーブル 株式会社イトーキ 27 キャスタの操作ペダル構造 株式会社ナンシン

28 キャスタ 株式会社ナンシン 28
キャスタユニット、大型設置物キャスタ
組付体、及び、大型設置物の運搬方
法

三機工業株式会社

29 双輪キャスタ 株式会社ナンシン 29 収納家具用キャスター 株式会社ナナミ

30 ベビーカー コンビ株式会社 30
アジャスタ兼キャスタ装置、キャスタ装
置およびアジャスタ装置

株式会社パーツ精工

31 自走式階段移動装置 大同工業株式会社 31 旋回規制装置および車椅子 盛和工業株式会社

32 食品の加熱・冷却システム エレクター株式会社 32 旋回式キャスター 信和化成株式会社

33
ロック解除機能付き踏み台兼用引出し
式収納庫

クリナップ株式会社 33
寝台におけるキャスターのロック操作
構造

シーホネンス株式会社

34 電子機器の載置装置 株式会社イトーキ 34 テーブル 株式会社岡村製作所

35 キャスター取付け構造 株式会社ミキ 35 キャスタ用ロック装置 株式会社岡村製作所

36 キャスターの取付構造 株式会社岡村製作所 36 キャスター付ワゴン 松下電工株式会社

37 キャスタの制動構造 株式会社ナンシン 37 キャスター付ワゴン 松下電工株式会社

38 キャスター カヤバ工業株式会社 38 キャスター用補助輪 株式会社サワダ

39 車輪付き容器 三甲株式会社 39 回転部品
ジャネ、ソシエダッド　アノニ
マ

40
チルト機構を有するリクライニング式介
護用車椅子

株式会社松永製作所 40 病院ベッドのキャスター制御システム
ヒル－ロム　サービシーズ，
インコーポレイティド

以下１０点省略 以下７４点省略

　　　　キャスターの構造と製造方法　　　No.10152
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