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車止め支柱と支持装置
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[収録年度] [収録点数] [CD-ROM版・Ｂ５製本版] [一括購入]

セットＡ［登録・公開編］ 平成15～16年 (2年間） 84点 ￥２６，４６０－ ￥３８，８５０－（全て税込価格)

セットＢ［登録・公開編］ 平成17～18年 (2年間） 89点 ￥２８，０３５－ ￥４２，０００－（全て税込価格)

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)

No,9487 登録・公開 車止め支柱と支持装置 平.13-14 78点 ￥17,900

No,9061 〃 〃 平.11-12 106点 ￥35,000

No,8732 〃 〃 平.9-10 103点 ￥35,000

No,8225 公告・公開 〃 平.7-8 104点 ￥35,000

No,7815 公開特許 〃 平.1-6 88点 ￥21,000

No,7869(B) 公告特許 〃 平.2-6 66点 ￥22,300

No, 〃 (A) 〃 〃 昭.60-平.1 59点 ￥19,700

No,8230 公開特許 無断駐車防止装置 平.7-8 66点 ￥23,700

No,7944 〃 〃 昭.63-平.6 70点 ￥21,400

No,9418 〃 防獣フェンスの構造と施工法 平.4-13 80点 ￥17,900

No,9469 〃 防風フェンスの構造と施工法 平.5-14 86点 ￥18,900

No,8708 〃 落石防護柵の構造と装置 平.7-10 75点 ￥24,700

No,9411 〃 ガタ付き防止マンホール蓋 平.4-13 95点 ￥19,000

No,9410 〃 スリップ・凍結防止マンホール 平.4-13 96点 ￥19,200

No,9369 〃 マンホール蓋の開閉装置 平.5-13 67点 ￥15,600

No,9370 〃 マンホール用梯子の構造と装置 平.5-13 75点 ￥17,200

No,8123 〃 側溝用蓋の騒音防止構造 平.4-8 65点 ￥22,400

No,8728 〃 溝蓋用受け枠の構造 平.5-10 75点 ￥24,300

No,8672 〃 消火栓ボックスの構造と装置 平.5-10 76点 ￥24,500

No,8671 〃 ルーフ・ドレーンの構造と装置 平.6-10 77点 ￥24,700

No,9447 登録・公開 マンホール蓋の構造と装置 平.14 124点 ￥24,800

*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 車止め支柱の支持装置 カネソウ株式会社 1 旋回ゲート装置 シー・ティ・マシン株式会社

2 チェーンゲート
明治ナショナル工業株式会
社

2 ロープフェンス
株式会社タツノ・メカトロニク
ス

3 道路標識柱 ユニマテック株式会社 3 車両用停止装置およびその製造方法 松井　昇一

4 フェンス兼広告器
株式会社タツノ・メカトロニク
ス

4 簡易車両規制装置
国土交通省東北地方整備
局長

5 車止め シバタ工業株式会社 5
車止め装置及び車止めブロックの固定
方法

株式会社サイコン工業

6 車止め 前田鉄工株式会社 6 遮断機の阻止棒 日本道路公団

7 公園用の可動ゲート 東洋エクステリア株式会社 7 遮断機の阻止棒 有限会社アイコム

8 ゲート開閉装置 アマノ株式会社 8 車止め 協和電機化学株式会社

9 車止め支柱のチェーン連結装置 カネソウ株式会社 9 スライド式ポール 株式会社ナガエ

10 車止め柱状構造物 東洋ゴム工業株式会社 10 弾性柱の製造方法 東洋ゴム工業株式会社

11 発光体付き車止め柵柱 ホクデン工業株式会社 11 電動式チェーンゲート 新生精機株式会社

12 アーム式ゲート タカノ株式会社 12 車止め 帝金株式会社

13 車止め補助装置 大伸工業株式会社 13 電動式チェーンゲート 新生精機株式会社

14 車両進入防止用ポールの固定装置 河田　美恵 14 無断駐車及び侵入防止装置 有限会社協栄

15 車止め用支柱 株式会社栗本鐵工所 15 進入防護柵 株式会社ユニオン

16 車止め 帝金株式会社 16 道路標識柱及びその製造方法 東洋ゴム工業株式会社

17 車止め 積水樹脂株式会社 17 門柱 株式会社サンポール

18
進入禁止機能を備えた可倒式視線誘
導標識柱

日本メクトロン株式会社 18 脱着できる車止め 松永　和夫

19 ループチェーンの構造 原　豊 19 夜間認識表示付チェーン 有限会社協栄

20
昇降車輪付車両進入止め組立て式バ
リケード

樋口　忍 20 岸壁等からの車両転落防止装置 豊和工業株式会社

21 車止め 株式会社キクテック 21 車止め支柱 積水樹脂株式会社

22
ポール間への閉塞部材取付方法及び
その取付装置

株式会社岡村製作所 22 車止め等に使用されるポール 新和産業株式会社

23 バーポール 渕向　昭二 23 車止め ユニマテック株式会社

24 車止めマルチボックス 有限会社センコー開発 24 容器の固定装置 株式会社伊藤商事

25 柵チェーン用表示器 原　豊 25 移動型支持台 ホクデン工業株式会社

26 車輌通行制限用ゲート 有薗運動器具株式会社 26 車止めポスト
有限会社　タグチホーム
サービス

27 開閉機の中折れ式ゲートバー アマノ株式会社 27 支柱 帝金株式会社

28 昇降ポール装置 コーエイ工業株式会社 28 路面用ポール装置 株式会社相模化学金属

29 併用型車輌通行阻止装置 シー・ティ・マシン株式会社 29 弾性柱及びその外装体の製造方法 東洋ゴム工業株式会社

30 車両用保安防護体 ユニマテック株式会社 30 発光装置付き車止め柵柱 ホクデン工業株式会社

31 傾動ポール 藪内　文雄 31 支柱 帝金株式会社

32 簡易車両規制装置 株式会社旭鉄工所 32
通行制限具、通行制限方法及び通行
制限具の設置方法

株式会社　三和キャストン

33 車輌用衝撃緩衝体 株式会社吾妻商会 33 侵入規制装置 吉田　明弘

34 車止め柱状構造物 東洋ゴム工業株式会社 34 点灯ポール 曽根　徹

35 横置き用ポール ユニマテック株式会社 35 車止め支柱のチェーン連結装置 有松　秀

36 ポール支持装置 モリマシナリー株式会社 36 昇降式ポール 西川商事株式会社

37
液化石油ガスバルク貯槽等の危険物
における保護柵

株式会社ホクエイ 37 車両通行防止柵 理研軽金属工業株式会社

38 脱着式車止めのばね式スリーブ管 村岡　マサノブ 38 可動式ポール 西川商事株式会社

39 横断警告制止装置
ハイウェイ・トール・システム
株式会社

39 回転埋設型支柱 住友金属建材株式会社

40 無断駐車防止装置 株式会社ダイセイテック 40 阻止棒の駆動制御方法 松下電器産業株式会社

41 車止め弾性支柱 積水樹脂株式会社 41 遮断機 東横車輌電設株式会社

42 車止め 未来航路株式会社 42 空気昇降式車止め 株式会社キョーワナスタ

43 車輌通行制限用ゲート 有薗運動器具株式会社 43 給油所用ガード装置 有限会社安部技研

44
車両止めポール用消音部材及びその
製造方法

西川化成株式会社 44
支柱下部に反射体を備えた車止め支
柱

積水樹脂株式会社

以下４０点省略 以下４５点省略

　　　　車止め支柱と支持装置　　　No.10082

  セットA[公開編]　平成15～平成16年（2年間）　84点　　　CD-ROM版　　￥26,460　Ｂ５製本版　 ￥26,460　一括購入　￥38,850 （全て税込価格）

　セットB[公開編]　平成17～平成18年（2年間）　89点　 　 CD-ROM版　　￥28,035　Ｂ５製本版　 ￥28,035　一括購入　￥42,000 （全て税込価格） 

(セットA) (セットB)




