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スポーツ用ネットの構造と張設構造
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［公開編］（セットＡ）平成 ９年～平成１１年 （３年間） ６７点
［公開編］（セットＢ）平成１２年～平成１４年 （３年間） ７２点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 （セットＡ）￥１６，８００－ （セットＢ）￥１８，０００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 （セットＡ）￥１６，８００－ （セットＢ）￥１８，０００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 （セットＡ）￥２５，０００－ （セットＢ）￥２７，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内
No,8276 公開特許 スポーツ用ネットの構造と張設構造 平.7-8 54点 ￥19,700
No,7839 〃 〃 平.5-6 68点 ￥27,400
No,7577 〃 〃 昭.62-平.4 90点 ￥28,400
No,9544 〃 防雪フェンスの構造と施工法 平.5-14 86点 ￥18,900
No,9469 〃 防風フェンスの構造と施工法 平.5-14 86点 ￥18,900
No,9418 〃 防獣フェンスの構造と施工法 平.4-13 80点 ￥17,900
No,8727 〃 法面緑化用金網構造体 平.8-10 66点 ￥23,000
No,8726 〃 法枠用型枠の構造と施工法 平.8-10 68点 ￥23,300
No,8708 〃 落石防護柵の構造と装置 平.7-10 75点 ￥24,700
No,7837 〃 防護柵の構造と装置 平.2-6 90点 ￥26,300
No,8711 〃 蛇籠の構造と設置方法 平.7-10 72点 ￥23,600
No,7838 〃 〃 平.2-6 90点 ￥29,500
No,9448 登録・公開 金網の製造加工方法 平.14 99点 ￥19,800
No,9260 〃 〃 平.13 90点 ￥18,000
No,9040 〃 〃 平.12 107点 ￥29,700
No,8964 公開特許 〃 平.11 70点 ￥27,300
No,8723 〃 〃 平.9-10 99点 ￥29,500
No,8100 〃 〃 平.7-8 92点 ￥27,800
No,7776 〃 〃 平.5-6 82点 ￥25,500
No,7506 〃 〃 平.3-4 80点 ￥23,800
No,8710 登録特許 〃 平.9-10 64点 ￥21,400
*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。
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1 ミニサッカー用フェンス 日立電線株式会社 1 ゴルフ練習台 村上　正二

2
二次元の対称な光学センサーネットを
有するゴルフ練習装置

フォーカルトロン　コーポ
レーション

2 網およびその製造方法 全水産株式会社

3 ネット ユニチカ株式会社 3
ゴルフショット練習設備におけるネット
収納装置

吉田自動車販売株式会社

4 野球ゲーム装置
カワサキコーポレーション株
式会社

4 ネット昇降方法及びその装置 東田商工株式会社

5 ネット張設具及びネット張設法 浅野金属工業株式会社 5
スキー場のフェンス用ネット部材の固
定構造

タキロン株式会社

6
柱の嵩上げ方法、ゴルフ練習場ネット
用支柱の嵩上げ方法　、ゴルフ練習場
の改修方法

株式会社エービー商会 6 折りたたみフェンス 長岡　正夫

7 ゴルフ競技の標的装置 鶴田　貞美 7 ピッチング用の打球直撃防御装置 有限会社テイシーエス

8
ワイヤー等の引出及び巻取り方法とそ
の装置

東　捷俊 8 ネット張設用コーナー支持具 株式会社日本衛生センター

9 ネット張設ポールの立設装置 浅野金属工業株式会社 9
耐風構造を有する屋外設置型の遊技
装置

株式会社シーディック

10 スポーツグランド用フェンス 日本植生株式会社 10 ばね及びこれを用いたネット張設構造 株式会社日本衛生センター

11 サッカー練習具 和田　達身 11 バレ―ボ―ル支柱の高さ微調節装置 小川　和秀

12 テニスゲーム装置
カワサキコーポレーション株
式会社

12 ネット支持柱 セノー株式会社

13
球技用ネット、屋外球技用ネット及び返
球変化方法

浅原　克好 13 床金具 セノー株式会社

14 野球練習用投球機のネットカバー
株式会社トーアスポーツマ
シーン

14 ゴルフ練習用具 石倉　良太郎

15 スポーツ用ネット牽張器 テイエヌネット株式会社 15 競技用ゴールの取付装置 株式会社ルイ高商会

16 球技の飛球停止用ネット装置
株式会社トーアスポーツマ
シーン

16 防球ネット 長谷川体育施設株式会社

17 伸縮式ネット支柱 東レ株式会社 17 疑似ベースボール施設 株式会社谷黒組

18 ボールネット支柱のビームエンド 有限会社富士ベース 18 簡易型フェンスクッション 鮫島　善照

19 球技練習用ネット 株式会社モルテン 19 転倒式ネットポール 葱花　員旦

20 テニス用ネットのセンターベルト 渡邉　　豊 20 ネット張設装置 三宅　孝夫

21 ゴルフ練習用簡易ネット 中家　正行 21 囲いネットのガイドワイヤー固定金具
有限会社松島電気設備工
事

22 ゴルフ練習架 京鋒國際有限公司 22 球技用のネット式飛球止め装置
株式会社トーアスポーツマ
シーン

23 防球ネット支持装置 株式会社谷川電機製作所 23 競技用ネット 株式会社モルテン

24 スポーツ用ケージ 住友林業株式会社 24 ネット昇降用等のウインチ 東田商工株式会社

25 バレーボール用ネット セノー株式会社 25 ネット昇降方法とその装置 東田商工株式会社

26
中間ガイドワイヤーを有する防球ネット
の支持構造

川崎製鉄株式会社 26 テニスゲームに関する改良
ベルスター　サービシス
ビー・ヴイ

27 支柱セット 敦賀　幸雄 27 多用途ネツト
マカルソ，アントニー
ジー．

28 球技競技の練習用ゴール 株式会社ユーメックス 28 ゴルフ練習具 有限会社　野嵩商会

29 ネットの張設方法 吉田　忠資 29 ネット昇降用重り体 東田商工株式会社

30 緩衝性フェンス 豊興産業株式会社 30
塔、マスト、ポ―ル等の防球ネットの固
定リング取付金具用防護カバ―

グランドネットサービス株式
会社

31 金属線材製溶接金網
朝日スチール工業株式会
社

31 ネット固定具及び棒固定具 有限会社田尻製作所

32
大ドーム用格納式野球競技用バック
ネット

株式会社竹中工務店 32 球技用支柱台座 株式会社エバニユー

33 卓球練習用戻球装置 有限会社ジェーフィット 33 ネットの収納箱 本橋　萬貴子

34 支柱の支持構造 株式会社ルイ高商会 34
ゴルフ練習スペースをつくるネットとそ
れを吊る骨組み棒等

鈴木　直弥

35 競技用ゴールの縦柱の構造 株式会社ルイ高商会 35 ワイヤー張力の定負荷瞬間解除装置
有限会社松島電気設備工
事

36 バッティングケージの構造 株式会社ルイ高商会 36 球技の飛球止め用ネット装置
株式会社トーアスポーツマ
シーン

37
ゴルフ練習場及びその練習場の打席
指定カード

ソーコー株式会社 37 ワイヤー送り装置及びその受け装置 山下　喬

以下３０点省略 以下３５点省略

スポーツ用ネットの構造と張設構造(セットA・B) 　　　No.9607

セットA[公開編]  平成  9年～平成11年（3年間） 67点   CD-ROM版  ￥16,800  Ｂ５製本版  ￥16,800　一括購入  ￥25,000

セットB[公開編]  平成12年～平成14年（3年間） 72点   CD-ROM版  ￥18,000  Ｂ５製本版  ￥18,000　一括購入  ￥27,000
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