
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：〒

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

※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      

かご形運搬台車の構造と装置

　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　〃

折り畳み運搬台車の構造

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

ショッピング・カートの構造と装置
[公開編]平成18年～平成21年（4年間）　　62点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０５１１Ｂ

お   申   込   書

キャスターの構造と製造方法

　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　〃

既刊関連セットのご案内

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

◎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



1 ハンドカート 花岡車輌株式会社 40 ショッピングカート 東芝テック株式会社

2
手押し車搬送装置及び手押し車搬送
体

大和産業株式会社 41 ショッピングカート 伊東  秀介

3 車両の非接触給電方法及び装置 大日本印刷株式会社 42 買物経路誘導システム 富士通株式会社

4 手押し車用ハンドルカバー 蒲田  洋一 43 手押し車 株式会社島製作所

5 橇を具備したショッピングカート 畠山  澄子 44 商品籠移送装置 土田  昌子

6
チェックアウト装置、チェックアウト方
法、ショッピングカート、買物カゴ及び
チェックアウトカウンタ

棚橋工業株式会社 45
ショピングカートと、大型バスケットを装
着出来る自転車

植田  壽友

7 給電装置及び給電方法 大日本印刷株式会社 46 ショッピングカート 株式会社スーパーメイト

8 ショッピングカート 伊東  秀介 47 キャスター
三洋スーパースタンド株式
会社

9 ショッピングカート 株式会社太幸 48
チェックアウト装置、ショッピングカート、
買物カゴ及びチェックアウトカウンタ

棚橋工業株式会社

10
ショッピングカート及びショッピングカー
トシステム

富士通株式会社 49 手提げ、及び牽引両用バスケット 株式会社パテック

11 ショッピングカート 大和産業株式会社 50 手押し車 イオンディライト株式会社

12 ショッピングカート 日本ビクター株式会社 51 カート着脱マイバック 真上  君子

13 段差乗り越え用補助装置 森田  吉英 52
ポリビニルアセタール系粉体塗料を塗
装したカート

株式会社クラレ

14
多機能ショッピングカートおよび付加機
能システム

山▲崎▼  節也 53 ショッピングカート 安達  広志

15
買い物カート用装備品ホルダ及びホル
ダ付き電卓

三島  好雄 54
カート連結搬送用・簡単装着車輪セッ
ト

西原  基成

16 ショッピングカート 太陽ビルメン株式会社 55 ショッピングカート 大和産業株式会社

17 カート取付具及びショッピングカート 株式会社一号舘 56 自走式搬送装置 金勝  丈夫

18 手動推進車両用収納具 株式会社サンコー 57 車いす用のショッピングカート 黒澤  美智子

19 折りたたみ式ショッピングカート 工藤  栄一 58 ショッピングカート用籠の製造方法 株式会社アルミス

20
姿勢矯正型シルバーカート・姿勢矯正
型ショッピングカート・姿勢矯正型台
車・姿勢矯正型荷車

橋本  宏樹 59 キャスター
ハンマーキャスター株式会
社

21
連結器具、及び、電源及び情報供給
システム

大日本印刷株式会社 60
手動で移動可能な台車のためのキャス
ター

エーベルライン，ヘルベルト

22 ショッピングカート 棚橋工業株式会社 61 店舗用商品運搬具
大阪シーリング印刷株式会
社

23 ショッピングカート 小野  祐資 62 ショッピングカート用拡大鏡 株式会社太幸

24 ショッピングカート用ショッピングバッグ 株式会社島製作所

25
ヘッドサポートの取付構造及びそれを
備えたショッピングカート

コンビ株式会社

26
ガード回転ロック機構及びそれを備え
たシート並びにショッピングカート

コンビ株式会社

27
ベルトロック機構及びそれを備えた
シート並びにショッピングカート

コンビ株式会社

28
シート本体の取付構造とリクライニング
機構及びショッピングカート

コンビ株式会社

29
ショッピングカート及びショッピングカー
トシステム。

東芝テック株式会社

30 手押し車の制動装置 象印ベビー株式会社

31 ショッピングカート用のバンパー 大和産業株式会社

32
店舗システム、ショッピングカート、買い
物カゴ、及び折畳み式バッグ

株式会社ユニフロー

33 キャスター 林  武男

34 乾電池を利用する増力機構 金井  昌彦

35 手押し車 ユーバ産業株式会社

36 エスカレータカート 岡本  耕一

37 手押し車 株式会社サツキ

38 ショッピングカート用のバンパー 大和産業株式会社

39 キャスター及び緩衝車軸支持機構 西川  真悟 以上62点収録

ショッピング・カートの構造と装置　　　No.10511B

[公開編]　　平成18年～平成21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　）


