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ピッキング防止錠構造
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［公開編］平成５年～平成１４年（１０年間） １００点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２０，０００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２０，０００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥３０，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内
No,7457(A) 公告特許 安全金庫の構造と製造方法 平.2-3 85点 ￥35,700
No, 〃 (B) 公開特許 〃 平.2-3 103点 ￥38,300
No,6639 〃 ダイヤル符号錠の構造と装置 昭.62-63 76点 ￥19,700
No,8768 〃 外壁タイルの剥落防止方法 平.8-10 81点 ￥28,400
No,8904 〃 トンネル壁の補修方法と部材 平.5-11 67点 ￥24,700
No,8562 〃 タイル先付けPC版の製造方法 平.5-9 60点 ￥20,600
No,8770 〃 タイルの貼着方法とタイルパネル 平.5-10 85点 ￥28,800
No,8601 〃 タイルユニットの製造方法と装置 平.6-10 104点 ￥36,700
No,9347 〃 屋上緑化工法と部材 平.9-13 72点 ￥18,300
No,9348 〃 壁面緑化工法と部材 平.9-13 72点 ￥18,300
No,9159 〃 木造住宅の耐震補強方法と部材 平.8-12 74点 ￥24,500
No,9160 〃 木造住宅の免震基礎構造 平.8-12 94点 ￥30,700
No,8897 〃 防音床下地材と防音方法 平.5-11 103点 ￥33,000
No,8895 〃 電波吸収パネルの製造加工方法 平.9-11 57点 ￥21,400
No,8567 〃 吸・防音コンクリート・パネル 平.5-9 58点 ￥20,400
No,8531 〃 カーテンウォール用ガスケットの構造と装置 平.5-9 70点 ￥25,500
No,8530 〃 コンクリート打継部用止水材 平.5-9 69点 ￥26,400
No,9338 〃 トンネル用漏水防止材 平.5-13 69点 ￥17,200
No,9339 〃 トンネル用防水シート材 平.9-13 67点 ￥16,700

*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・消費税がかかります。

http://www.itdc-patent.com


1 シリンダ錠 株式会社アルファ 42 錠装置の内側操作片規制部材
株式会社日本ロックサービ
ス

2 シリンダ錠 株式会社アルファ 43 タンブラー錠のシャッター機構 美和ロック株式会社

3 封印鍵
株式会社日本ロックサービ
ス

44 タンブラー錠 美和ロック株式会社

4 ピッキング防止錠 松下電工株式会社 45 盗難防止用タンブラー錠の錠芯装置 呉　鎧安

5 シリンダ錠 株式会社アルファ 46 錠鍵装置 株式会社ワールド・テクノ

6 シリンダ錠 株式会社アルファ 47 解錠防止カバー 酒井　皓次

7 シリンダ錠装置 株式会社アルファ 48
不正解錠防止用の防犯金具、及び引
き違い錠における防犯構造

柏木　幸王

8 錠装置
株式会社日本ロックサービ
ス

49 建物用錠前の保護部材 矢野　雅史

9 シリンダ錠 株式会社アルファ 50 防犯器具 田中　幸弘

10
円筒形リバーシブルキーとシリンダー
錠装置

岸本　良三 51 ドアのピッキング防止器具 藤岡金属株式会社

11 シリンダー錠装置 岸本　良三 52 ピッキング防止装置 株式会社スリー・エス

12 シリンダー錠装置 岸本　良三 53 不正解錠防止ロック装置 株式会社サンポウロック

13
円筒形リバーシブルキーのシリンダー
錠装置

岸本　良三 54 建物用シリンダ錠 株式会社ユーシン

14 シリンダ錠 株式会社アルファ 55 サムターン錠 株式会社エイ・エス・アイ

15 錠装置 株式会社アルファ 56 ピッキング防止具 森　代之

16 シリンダ錠 株式会社アルファ 57 扉用二重錠 酒井　信世

17 シリンダ錠 株式会社アルファ 58
ピッキング防止錠およびこれを用いた
施錠システム

尾崎　健一

18 シリンダ錠装置 岸本　良三 59 錠監視装置 島戸　孝明

19 シリンダ錠と円筒キー 岸本　良三 60 アンチピッキングシリンダー 株式会社エイ・エス・アイ

20 シリンダ錠 株式会社アルファ 61 建物用シリンダ錠 株式会社ユーシン

21 シリンダ錠 株式会社アルファ 62 シリンダ錠 株式会社ユーシン

22 鍵穴の防護カバー装置 美和ロック株式会社 63 シリンダ錠装置 菊川　勝年

23 ロック装置 株式会社アルファ 64 シリンダー錠の安全装置 吉田　洋三

24 開扉阻止用ポールロック錠 株式会社アルファ 65 鍵孔封鎖装置 美和ロック株式会社

25 シリンダ錠 株式会社アルファ 66
ピッキング・鍵穴防護バリア棒制御、ガ
ラス、ドア枠破壊歪感知センサとその
既存ノブ、．．．

祝田　正成

26 ディスク錠装置 株式会社クローバー 67
建物のドア等の取付錠のピッキング防
止装置

鈴木　二郎

27 シリンダー錠 株式会社サンポウロック 68 ピッキング防止金具 株式会社ダイエイ

28 防犯用施錠システム 依田　義峰 69 錠の防護装置 神戸　仁

29 本締り錠における防犯装置 美和ロック株式会社 70
不正解錠防止装置及び該装置を備え
たドア

株式会社ユーシン

30 本締り錠における防犯装置 美和ロック株式会社 71 シリンダ錠 株式会社ユーシン

31 本締り錠における防犯装置 美和ロック株式会社 72
既存鍵鍵穴防護磁気不使用カード記
録による不正解除防止とそのドア、ワ
ク、装置破壊防止全天候型．．．

祝田　正成

32
シリンダー錠の不正解錠防止方法およ
びシリンダー錠

荒谷　孝 73 マグネットシリンダ錠 美和ロック株式会社

33 錠キャップ
サンポウロック販売株式会
社

74 ピッキング防止カバ－ 森　代之

34 錠
サンポウロック販売株式会
社

75 シリンダー錠装置 タキゲン製造株式会社

35 安全装置 美和ロック株式会社 76 シリンダー錠装置 タキゲン製造株式会社

36 安全装置 美和ロック株式会社 77 鍵孔封鎖装置 美和ロック株式会社

37 防護キャップ付き錠装置 タキゲン製造株式会社 78 扉開放防止装置 美和ロック株式会社

38 防護キャップ付き錠装置 タキゲン製造株式会社 79 ピッキング防止カバ－ 森　代之

39 防護キャップ付き錠装置 タキゲン製造株式会社 80 ピッキング防止カバ－ 森　代之

40 シリンダ錠 株式会社アルファ 81 ピッキング防止カバ－ 森　代之

41 不正解錠を検知する防犯装置。 土屋　時英 82 解錠装置 伊藤　正人

以下１８点省略

ピッキング防止錠構造 　　　No.9510

[公開編]　　平成５年～平成１４年（１０年間）　　　１００点

CD-ROM版　　　￥20,000    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥20,000

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥30,000　）


