
株式会社国際技術開発センター
東京都千代田区内神田１－１５－６藤井第二ビル

 ＜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！

(税込価格) (本体価格)

￥１６，８００－ ￥１６，０００－

￥１６，８００－ ￥１６，０００－

￥２５，２００－ ￥２４，０００－

(本体価格)

No,9295 公開特許 平.10-平.13 60点  ￥15,000

No,8408       〃 平.7-平.9 62点  ￥23,400

No,9294       〃 平.10-平.13 74点  ￥18,500

No,8405       〃 平.7-平.9 80点 ￥29,700

No,7938       〃 平.4-平.6 73点  ￥24,300

No,8404       〃 平.5-平.9 79点 ￥27,700

No,8159A       〃 平.4-平.8 63点 ￥19,700

No,8159B       〃 平.4-平.8 63点 ￥19,700

No,10436A 特許登録 平.21 55点 ￥14,200

No,10303A       〃 平.20 49点 ￥13,500

No,10152A       〃 平.19 50点 ￥13,900

No,10046A       〃 平.18 50点 ￥13,900

No,9912A       〃 平.17 61点 ￥16,500

No,9785A       〃 平.16 46点 ￥10,800

No,9649A       〃 平.15 44点 ￥9,600

No,9450A       〃 平.14 48点 ￥9,600

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、ＥメールまたはＦＡＸ・郵便にてお送りください。
（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。

 ニュースガイドNo,

 題名

合計 ￥

 E-mail:

 TEL: FAX:

住所：〒

　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　〃

手押し運搬台車のブレーキ装置

手押し運搬台車のハンドル装置

キャスターの構造と製造方法

　　　　　　　　　〃

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

ショッピング・カートの構造と装置

　　　　　　　　　〃

かご形運搬台車の構造と装置

　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　〃

折り畳み運搬台車の構造

※料金には別途送料がかかります。

２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）
ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３      

ショッピング・カートの構造と装置
[公開編]平成14年～平成17年（4年間）　　62点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０５１１Ａ

お   申   込   書

既刊関連セットのご案内

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

担当者名

所属部署名

会社名 ご注文内容

CD-ROM版 or Ｂ５製本版 or 一括購入



1 車椅子用ショッピングカート 中日産業株式会社 44 大型店舗内のショッピングカート 本木　栄子

2 ショッピングカート 中日産業株式会社 45
雪道でもアスファルト路でも使用しやす
い高齢者用ショッピングカート。

高橋  徹男

3
ショッピングカート用幼児用椅子の背も
たれ

株式会社スーパーメイト 46 エスカレータカート 岡本  耕一

4 車椅子用ショッピングカート 中日産業株式会社 47 カート 株式会社スーパーメイト

5 ショッピングカート 河淳株式会社 48 ショッピングカート 株式会社スーパーメイト

6 ショッピングカート 河淳株式会社 49
引手部の角度調節が可能な搬送カー
ト

株式会社幸和製作所

7 幼児用座席付きショッピングカート 株式会社スーパーメイト 50 ショッピングカート 株式会社太幸

8 携帯折り畳みショッピングカート 北川  広明 51 ショッピングカート 長山  博

9 ショッピングカート用情報出力装置 三洋電機株式会社 52 荷運びカートの段差解消機構 六角  正

10
ショッピングの方法及びこれに使用す
るショッピングカート

中村  省三 53 ショッピングカート 小野  祐資

11 車両ドアのカート支持装置
株式会社イノアックコーポ
レーション

54 ショッピングカート 小桑  久美

12 ショッピングカート
株式会社イノアックコーポ
レーション

55 荷物運搬カート 坂本  豊紀子

13 物品収容バスケット
株式会社イノアックコーポ
レーション

56
電動式カートおよび電動式カートの製
造方法

ビルコン株式会社

14 ショッピングカート 太陽ビルメン株式会社 57
操作アーム及びそれを備えたハンド
カート

花岡車輌株式会社

15 ショッピングカート 河淳株式会社 58
操作アーム及びそれを備えたハンド
カート

花岡車輌株式会社

16
幼児用シートのためのシートベルトおよ
び幼児用シート

河淳株式会社 59
買い物籠用トレー及びトレー付買い物
籠

株式会社スーパーメイト

17 ショッピングカート 株式会社太幸 60 ショッピングカート 安室  ユキ子

18
手押し車におけるハンドル及び腰掛け
シートの高さ調節機構

株式会社幸和製作所 61 ペット用ショッピングカート 太陽ビルメン株式会社

19 手押し車のブレーキ機構 株式会社幸和製作所 62 ショッピングカート用腕載せ台 森川  綱善

20 ショッピングカート 中島  啓二

21 拡大鏡を具備したショッピングカート 横山  二郎

22 拡大鏡付ショッピングカート 横山  二郎

23 手押し車 株式会社幸和製作所

24 ショッピングカート 大和産業株式会社

25 反射部材及びそれを備えたカート 日本自動ドア株式会社

26 表示端末つきショッピングカート 計良  素直

27 ショッピングカート 浅川  潔

28 カート 株式会社太幸

29 ショッピングカート 株式会社太幸

30 重量計及び電卓付ショッピングカート 東京中央食糧株式会社

31
ショッピングカート用着脱式乳幼児
シート

山本  里佳

32 手押しカート 服部　純二

33 手押し車の表示具 大和産業株式会社

34 ショッピングカートおよび買い物かご 松下電器産業株式会社

35
ショッピングカート、買い物かごおよび
情報送信装置

松下電器産業株式会社

36 ショッピングカートおよび買い物かご 松下電器産業株式会社

37 ショッピングカート及び店舗システム 三菱重工業株式会社

38 カート 株式会社島製作所

39
ショッピングカートおよび積載買物かご
の移載構造

トヨタ車体株式会社

40 快走ショッピングカートシステム 西村  雄治

41 買物カート 太陽ビルメン株式会社

42
ショッピングカートの自在車輪固定車
輪隋時変換装置。

西村  雄治

43 ショッピングカート 大和車輌株式会社 以上62点収録

ショッピング・カートの構造と装置　　　No.10511A

[公開編]　　平成14年～平成17年（4年間）　　　　62点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥16,800    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥16,800　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥25,200　）


