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暴漢取押え用刺股の構造
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］平成１２年～平成１９年（８年間） ８５点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２６，７７５－ ￥２５，５００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２６，７７５－ ￥２５，５００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥３９，９００－ ￥３８，０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9988 公開特許 緊急脱出用工具の構造 平.9-17 61点 ￥23,400
No,8137 〃 〃 平.1-8 50点 ￥19,700
No,10105 〃 穴掘り工具の構造と製造方法 平.14-18 77点 ￥25,400
No,9421 〃 〃 平.4-13 62点 ￥14,300
No,10104 〃 除雪用具の構造と製造方法 平.14-18 90点 ￥27,300
No,9420 〃 〃 平.4-13 71点 ￥16,300
No,8421 〃 スコップ類の構造と製造方法 平.5-9 80点 ￥23,400
No,8420 〃 ハンマー類の構造と製造方法 平.5-9 63点 ￥25,300
No,7690 〃 鎌の構造と製造方法 昭.58-平.5 113点 ￥23,400
No,10110(B) 〃 農園芸用鋏の構造と製造方法 平.16-18 67点 ￥23,300
No, 〃 (A) 〃 〃 平.12-15 67点 ￥23,300
No,8842 〃 〃 平.9-11 73点 ￥23,400
No,8115 〃 〃 平.6-8 97点 ￥26,300
No,7711 〃 〃 平.2-5 73点 ￥19,700
No,6919(A) 〃 剪定鋏の構造と製造方法 昭.60-平.1 69点 ￥19,700
No, 〃 (B) 〃 高枝鋏の構造と製造方法 昭.60-平.1 69点 ￥19,700
No, 〃 (C) 〃 刈込鋏の構造と製造方法 昭.60-平.1 40点 ￥11,300
No,8355 〃 多機能ナイフの構造と製造方法 平.5-8 58点 ￥23,700

*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 〒

※料金には別途送料がかかります。

http://www.itdc-patent.com/


1 刺股 株式会社ポータ工業 48 螺旋状刺股 笹本　正廣

2 刺股型の捕物道具 株式会社協友 49 折り畳み式携帯棒 角間　裕一

3 護身用防護具 大谷　守 50 刺股 宮井　豊

4 刺股 株式会社ポータ工業 51 刺股型逮捕用具 神田　謹造

5 伸縮式鈎状逮捕制圧具 株式会社エスコート 52 逮捕用具 神田　謹造

6 防犯ポール サンライフ株式会社 53 サスマタ 大場　章子

7 刺股 斎藤　斉 54 緊急警報付き棒状防御器具 入澤　英明

8 折り畳み式簡易携帯刺股
有限会社タックデザインオ
フィス

55 蜘蛛の糸付きさすまた 増成　道彦

9 伸縮自在とした刺股 ノーベル工業株式会社 56 粘着型の刺股 株式会社ヨシオ

10 拘束器具 桜木利典 57 刺股 株式会社本宏製作所

11 警報ブザー付対暴漢防御具 有限会社天草工業 58 刺股 澤田　正文

12 犯人・不審者等制圧器具 株式会社さつま屋商店 59
さすまたの、ふたまた部分本体内部に
収納された左右対称の２本の腕を、本
体及び長柄により、Ｙ字形に・・・

榎本　清宣

13 刺股 藤岡　道雄 60 捕り物具 三和コンベア株式会社

14 暴漢取押え具 大島　直道 61 暴漢制圧用具 増井　吉晴

15 逃走防止装置 桜木利典 62 刺股ユニット 笹尾　安子

16 逮捕刺す股 坂手　滋 63 刺股 樋口　辰雄

17 取り抑え器具 赤座　弘樹 64
刺股や警棒のような長い棒状の物に容
易に取り付けることが出来る構造を
持ったグリップ型デジタルカメラ装置。

永田　浩

18 捕捉器具 井口　正二 65
接着剤層又は粘着剤層付き刺股状防
護具

吉田　信弥

19 刺股 株式会社ポータ工業 66 サスマタ 岩崎　愈

20 刺股
コクサイコーポレイション株
式会社

67 刺股状防護具兼救出用梯子 株式会社三和製作所

21 刺す股 岡本　安弘 68 電子刺し股 波田　靖夫

22 刺股 株式会社ポータ工業 69 刺股 株式会社プロップ

23 異常者防犯具 天野　照義 70 開閉機能を有する刺股 高原　勇

24 改良刺す股 高津　昭 71 刺股型捕獲装置 コスモ電機株式会社

25
インテリア装飾機能を持つ刺股防犯
具。

株式会社ユーエム工業 72 開閉式捕獲器 有限会社コズグロジャパン

26 刺股型開閉式捕獲器 牧野　裕二 73 刺股 篠原　定男

27 刺股状防護具 三和商事株式会社 74 暴漢取り押さえ具 皆木　睦子

28 刺股状防護具 三和商事株式会社 75 防犯用棒状体 株式会社ムサシ

29 刺股 株式会社ポータ工業 76 三股警杖 株式会社アレスト

30 刺股状防護具 三和商事株式会社 77 防護具 綜合警備保障株式会社

31 捕獲式刺股 ベスト・イーグル株式会社 78 アタッチメント取替可能な伸縮式警棒 株式会社アレスト

32 刺股 ラクナン金属株式会社 79 着脱可能な三股警杖 株式会社アレスト

33 刺股 ラクナン金属株式会社 80 捕獲器 楠瀬　健吉

34 さすまた 伊藤　清六 81 捕捉器具 有限会社カートシステムズ

35 刺又 忍澤　岳男 82 開閉式刺股 有限会社相互電子製作所

36 捕捉器具 井口　正二 83 刺股 澤田　正文

37 刺股 株式会社弥生堂製作所 84 暴漢取り押さえ器具 藤田　勉

38 サスマタ形防犯用具 下地　勝士 85 外れない刺股 鈴木　弘幸

39 制圧具 三基物産株式会社

40
スタンガンの先端部分を相手に押し付
けることでトリガースイッチが自動的に
オンになり放電、なおかつ・・・

永田　浩

41 捕捉刺股 株式会社全建企画

42 拘束アーム付き刺股 山元　五一

43 刺股型逮捕用具 神田　謹造

44 防具兼用つい立て 中田物産株式会社

45 刺股ユニット及び刺股 アルミファクトリー株式会社

46 サスマタ 堤野　浩

47 刺股 高岡商事株式会社 以上８５点収録

暴漢取押え用刺股の構造　　　No.10280

[公開編]　　平成12年～平成19年（8年間）　　　85点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥26,775    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥26,775　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥39,900　）
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