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＊お求め安い価格で新登場！

リヤカーの構造と装置
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］ 平成５年～平成１３年（９年間） ７８点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥１９，５００－
◎全文紙収録 全文公報版 ￥１９，５００－

（ CD-ROM版・全文公報版 一括購入 ￥２９，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内

No,9295 公開特許 ショッピング・カートの構造と装置 平.10-13 60点 ￥15,000
No,8408 〃 〃 平.7-9 62点 ￥23,400
No,7919 〃 〃 平.2-6 69点 ￥25,300
No,9262(A) 登録編 キャスターの構造と製造方法 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,8074 公告・公開 〃 平.8 131点 ￥39,600
No,7952 〃 〃 平.7 178点 ￥53,700
No,7853 〃 〃 平.6 171点 ￥50,000
No,7739 〃 〃 平.5 150点 ￥48,000

No,7534 〃 〃 平.4 240点 ￥67,000
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) 〃 手押し運搬車のブレーキ装置 平.4-8 63点 ￥19,700
No,〃 (B) 〃 手押し運搬車のハンドル装置 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

No,7938 〃 〃 平.4-6 73点 ￥24,300
No,8411 〃 携帯用カートの構造と装置 平.7-9 68点 ￥25,600
No,9294 〃 かご形運搬台車の構造と装置 平.10-13 74点 ￥18,500
*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、全文公報版は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・全文公報版・一括購入

題 名
所 属 部 署

合計 ￥

担 当 者 名 E-mail

℡ （ ） FAx （ ）

住所 〒



36 多用途台車 株式会社内山商会

1 荷物運搬車 亀井　清 37 手押台車 株式会社内山商会

2 牽引車 プルトンチェン株式会社 38 Ａｌ製折り畳みリヤカー 株式会社内山商会

3 手押し除雪運搬車 藤井　昌隆 39 Ａｌ合金製折り畳みリヤカー 株式会社内山商会

4 ２輪車牽引機能付き小型運搬車 小野　久雄 40 アルミ製折り畳みリヤカー 株式会社内山商会

41 二輪の手押し運搬車 祐立工業株式会社

5 手押し荷車 浅香工業株式会社 42 手押し車 丸井産業株式会社

6 簡易運搬具 有限会社エイム 43 育苗箱運搬車 株式会社本宏製作所

44 レスキューカー 稲田　俊孝

7 棚付き二輪運搬機具 廣川　吉浩

45 荷物運搬車 株式会社鎌田製作所

8 重心の移動できる２輪台車 小野寺　健一 46 多目的利用の手押し車 有限会社アマミ

9 作業用二輪車 高木　康順 47 手持ち台車 株式会社内山商会

10 軽量二輪台車 株式会社内山商会 48 着脱ハンドル式台車 株式会社内山商会

11 リヤカー 豊田工業株式会社 49 農作業用腰掛け台車 株式会社本宏製作所

12 二輪台車 株式会社内山商会 50 リヤカー組立体 西部ウエルド株式会社

13 組立て式小型運搬用二輪車 村上　寛司 51 育苗用台車
キムラユニティー株式会
社

52 育苗箱運搬車 株式会社本宏製作所

14 折たたみ式荷車 株式会社オオシマ 53 育苗箱運搬載置棚 株式会社本宏製作所

15 折り畳みリヤカー用蝶番 株式会社内山商会 54 クツション　ワゴン車 稲村　茂夫

16 折り畳みリヤカーのハンドル構造 株式会社内山商会 55 運搬台車 北川　甫信

17 折り畳みリヤカーのハンドル 株式会社内山商会

56 分解可能な育苗棚 株式会社内山商会

18 折り畳みリヤカー 株式会社内山商会

19 開口縁付丸形容器運搬車 滝口　昌昭 57 手押し運搬車 重松工業株式会社

20 牽引式運搬具 山本　敬炳 58 一輪兼用二輪台車 株式会社内山商会

21 運搬車 西島　光男 59 移動据置共用型二輪台車 株式会社内山商会

22 運搬台車 株式会社内山商会 60 手押運搬車 坂井精工株式会社

61 トレーラー兼手押し台車 村越　久米雄

23 災害救助用具 第一興業株式会社

24 台車用タイヤ構造 株式会社内山商会 62 手押し荷車 古川　祐一

25 台車用折り曲げ脚 株式会社内山商会 63 農作業用牽引荷台車 稗島　孝光

26 防災用Ａｌ製折り畳みリヤカー 株式会社内山商会 64 牽引式の運搬機 浜畑　徳久

27 リヤカータイプの運搬車 株式会社本宏製作所 65 運搬用台車 吉徳農機株式会社

28 農業用作業車 株式会社農商 66 手押運搬台車 株式会社本宏製作所

29 リヤカータイプの運搬車 株式会社本宏製作所 67 小形運搬車 今間　金雄

30 リヤカータイプの運搬車 株式会社本宏製作所 68 レスキューカー 稲田　俊孝

31 二輪台車 株式会社内山商会

32 二輪台車 株式会社内山商会 69 荷車 猪瀬　昇一

33 荷物運搬用車両の荷台 スズキ株式会社

34 運搬用カート 坂井精工株式会社 70
折り畳み自在のリヤカ及び担架が着
脱自在の人力運搬車

有限会社横浜金属工芸

35 リヤカー用牽引装置 スズキ株式会社 71 作業用運搬車 角田　宏衛

以下７点省略

登　録　実　用　新　案　　　平成１２年

日　本　特　許　公　開　　　平成１３年

日　本　特　許　公　開　　　平成９年

登　録　実　用　新　案　　　平成９年

日　本　特　許　公　開　　　平成１０年

登　録　実　用　新　案　　　平成１０年

日　本　特　許　公　開　　　平成１１年

実　用　新　案　公　開　　　平成７年

登　録　実　用　新　案　　　平成７年

日　本　特　許　公　開　　　平成８年

登　録　実　用　新　案　　　平成８年

登　録　実　用　新　案　　　平成１１年

日　本　特　許　公　開　　　平成１２年

リヤカーの構造と装置　　　No.9337

[公開編]　　平成５年～平成１３年（９年間）　　　７８点

CD-ROM版　　　￥19,500    　　  　　　  　　　　全文公報版　　　￥19,500

実　用　新　案　公　開　　　平成５年

（　CD-ROM版・全文公報版　一括購入　　　￥29,000　）

日　本　特　許　公　開　　　平成６年

実　用　新　案　公　開　　　平成６年

日　本　特　許　公　開　　　平成７年


