
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)

￥３１，５００－ ￥３０，０００－

￥３１，５００－ ￥３０，０００－

￥４７，２５０－ ￥４５，０００－

(本体価格)

No,10327 登録・公開 平.19-平.20 79点 ￥27,600

No,10082(B)       〃 平.17-平.18 89点 ￥26,700

No, 〃  (A)       〃 平.15-平.16 84点 ￥25,200

No,9487       〃 平.13-平.14 78点 ￥17,900

No,9061       〃 平.11-平.12 106点  ￥35,000

No,8732       〃 平.9-平.10 103点  ￥35,000

No,8225 公告・公開 平.7-平.8 104点  ￥35,000

No,7815 公開特許 平.1-平.6 88点  ￥21,000

No,7869(B) 公告特許 平.2-平.6 66点  ￥22,300

No, 〃 (A)       〃 昭.60-平.1 59点  ￥19,700

No,8230 公開特許 平.7-平.8 66点  ￥23,700

No,10531       〃 平.12-平.21 89点 ￥24,000

No,10482       〃 平.15-平.21 77点 ￥18,000

No,10481       〃 平.15-平.21 90点 ￥23,000

No,9534       〃 平.9-平.14 103点 ￥20,700

No,8123       〃 平.4-平.8 65点 ￥22,400

No,10527       〃 平.12-平.21 100点 ￥28,000

No,9533       〃 平.5-平.14 97点 ￥19,700

No,9551       〃 平.5-平.14 98点 ￥23,800

*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：〒

路面排水用側溝の構造

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      

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

通行止めポールのロック装置
[公開編]平成7年～平成21年（15年間）　　100点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０５３９

お   申   込   書

               〃

               〃

               〃

無断駐車防止装置

溝蓋の固定方法と装置

緑化舗装方法と部材

透水性溝蓋の構造と製造方法

側溝用蓋の滑り止め構造

側溝用蓋の騒音防止構造

               〃

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

車止め支柱と支持装置



1 車止め支柱の支持装置 カネソウ株式会社 49 通行止め用ポール ホクデン工業株式会社

2 車止め支柱の支持装置 カネソウ株式会社 50 通行止め用ポール ホクデン工業株式会社

3 車止め等の支柱 積水樹脂株式会社 51 車止め支柱 株式会社サンポール

4 車止め等の支柱 積水樹脂株式会社 52 柵 帝金株式会社

5 車止め等の支柱 積水樹脂株式会社 53 柵  柱 サンキン株式会社

6 埋設式柵柱 岡島工業株式会社 54 埋込み式車止め 有限会社中野製作所

7 柵柱のロック機構 株式会社ティーケーケー 55
昇降ポール及び自動昇降ポールシス
テム

コーエイ工業株式会社

8 柵  柱 株式会社ティーケーケー 56 ワイヤー式ゲート 株式会社サンポール

9 車止め等の支柱 株式会社グリーンライフ 57 車止め 帝金株式会社

10 地上へ出没自在とした柵柱 株式会社ダイケン 58 地上設置物の支柱起立固定装置 東洋エクステリア株式会社

11 振れ防止型車止め装置 株式会社ヒガノ 59 車両進入防止用ポールの固定装置 河田  美恵

12 柵  柱 東洋エクステリア株式会社 60 車止め用支柱 株式会社栗本鐵工所

13 柵  柱 新進興業株式会社 61 車止め 帝金株式会社

14 車止め柵 中部工機株式会社 62 併用型車輌通行阻止装置 シー・ティ・マシン株式会社

15 柵  柱 株式会社ヒガノ 63 車止め装置 土田　恵昭

16 車止め支柱 カネソウ株式会社 64 支柱の支持装置 帝金株式会社

17 車止め 北勢工業株式会社 65 車止め構造 帝金株式会社

18 車止め タカコ精機株式会社 66 車止め 帝金株式会社

19 チェーンゲートの支柱昇降装置 延行機工株式会社 67 看板兼用車止め 有松  秀

20 柵柱設備 三陽金属工業株式会社 68 ポール装置 株式会社中央フード

21 柵柱設備 三陽金属工業株式会社 69 車止め 帝金株式会社

22 スライド式ポール
三協アルミニウム工業株式
会社

70 進入防護柵 株式会社ユニオン

23 自動ロック型リフター 株式会社サンポール 71 脱着できる車止め 松永  和夫

24 車止め柵柱のチェーン止め鍵 ホクデン工業株式会社 72 車止めポスト
有限会社  タグチホーム
サービス

25 車両進入防止柵 帝金株式会社 73 車止め支柱のチェーン連結装置 有松  秀

26 柱状物用繋止部材の出没装置 伊藤鉄工株式会社 74 車止め支柱のチェーン連結装置 カネソウ株式会社

27 柱状物の可脱式起立装置 伊藤鉄工株式会社 75 柵柱 サンキン株式会社

28 車止め柵柱のチェーン止め鍵 ホクデン工業株式会社 76 昇降式車止めポール 株式会社サンポール

29 車止め柱 佐藤  陽一 77 安全装置付侵入防止装置 有限会社協栄

30 車止め装置 虹技株式会社 78 昇降ポール装置 コーエイ工業株式会社

31 車止め 積水樹脂株式会社 79 車止め 北勢工業株式会社

32 脱着式柵柱の支持具 株式会社ユニオン 80 出没式柵柱 ホクデン工業株式会社

33 車止め
立山アルミニウム工業株式
会社

81 車止め装置及び該装置用支柱 佐藤  武芳

34 チェーンを備えた柵柱 ホクデン工業株式会社 82 車両侵入防止装置 文化シヤッター株式会社

35 支柱の基礎構造体とその構築方法 帝金株式会社 83 車両侵入防止装置 文化シヤッター株式会社

36 ガイド支柱のチェーン係止部構造 株式会社児玉機械製作所 84 車両強制停止装置 日比野  修

37 ガード装置 株式会社グリーンライフ 85 可動式ポール 西川商事株式会社

38 柵  体 帝金株式会社 86 車止め支柱 積水樹脂株式会社

39 チェーン先端の保持装置 ホクデン工業株式会社 87 出没式柵柱 株式会社ユニオン

40 柵柱上端張設チエン着脱装置 西島  茂行 88 南京錠用の掛け金 ホクデン工業株式会社

41 車止め柵柱 ホクデン工業株式会社 89
出没式柵柱および伸縮部材のロック装
置

ホクデン工業株式会社

42 流動体昇降式車止め 株式会社キョーワナスタ 90 車止め 片岡産業株式会社

43 路面ポール及びこれを用いた遮蔽体 新日軽株式会社 91 車止め支柱 積水樹脂株式会社

44 鎖装架用支柱 株式会社サンポール 92 挿抜式車止め 株式会社サンポール

45 可倒式障害装置 株式会社サンポール 93 収納式車止め柵 沼田金属工業株式会社

46 担架兼用車止め 帝金株式会社 94 保護装置および車止め装置 帝金株式会社

47 車止め柵柱のチェーン掛止装置 ホクデン工業株式会社 95 車止め 有限会社マツバ精工

48 車止め 帝金株式会社 以下5点省略

通行止めポールのロック装置　　　No.10539

[公開編]　　平成7年～平成21年（15年間）　　　　100点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥31,500    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥31,500　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥47,250　）


