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1 キャスター
ハンマーキャスター株式会
社

1
キャスター用車輪の接地部材剥離方
法及び接地部材剥離装置

渡邊　克彦

2
電気モータにより駆動されるキャスタ型
ローラ

テンテ・ゲーエムベーハー・
ウント・ツェーオー・カー
ゲー

2 二重ロック式キャスタ 株式会社ナンシン

3 キッチン用椅子 ＴＯＴＯ株式会社 3 保冷庫のキャスタ取り付け方法 大和冷機工業株式会社

4 自在輪のブレーキ 岡本　耕一 4 車椅子のキャスター取付け構造 株式会社三貴工業所

5 キャスター 井手　遊生 5
車椅子のフレーム部分にキャスタ取り
付けユニットを固定するための装置及
び偏心体並びに車椅子

アンバカレ　アンテルナシオ
ナル　ソシエテ　ア　レスポ
ンサビリテ　リミテ

6 運搬用台車
セイノ－ホ－ルディングス株
式会社

6 キャスター 苅田　保志

7 台車用キャスター 株式会社フコク 7 脚立等に取付けるキャスター 株式会社森山鉄工

8 キャスター 林　武男 8 無人搬送車の従動輪旋回制限機構 株式会社明電舎

9 パチンコ遊技機 奥村遊機株式會社 9 無人搬送台車 株式会社明電舎

10 キャスター 象印ベビー株式会社 10 キャスター 井手　遊生

11 運搬用台車 矢崎化工株式会社 11 キャスター 井手　遊生

12 スライド式商品陳列台 河淳株式会社 12 キャスタ 株式会社大和螺子

13 キャスタ取付部材 株式会社ナンシン 13 キャスタ ペンタックス株式会社

14 キャスター 株式会社内村製作所 14 キャスター装置 夏目光学株式会社

15 可搬式装置搬送用のキャスタ装置 東京エレクトロン株式会社 15 組立式台板 株式会社ナンシン

16 台車収納部 本田技研工業株式会社 16 組立式台車フレーム 株式会社ナンシン

17 格納式キャスターを備えた収納ケース 株式会社アルモア 17
車輪の横倒停止機構を備えたキャス
ター及びキャスターの停止方法

藤田　保宏

18 キャスターのロック操作装置
ハンマーキャスター株式会
社

18 平行二輪車 トヨタ自動車株式会社

19
キャスタホイールから障害物を排除す
るための保護ロールガード

イノベイティブ・リサーチ・ラ
ブス・インコーポレーテッド

19 台車のキャスタ取付構造 ミドリ電機製造株式会社

20 キャスタ付き脚 タカノ株式会社 20 キャスタ装置 株式会社ナイキ

21
レバー作動式キャスタ車輪においてブ
レーキと方向性ロックを作動させるため
のペダル機構

ジーイー・メディカル・システ
ムズ・グローバル・テクノロ
ジー・カンパニー・エルエル
シー

21 車輪構造 パール金属株式会社

22 キャスター 株式会社ボックス 22 キャスターおよびその製造方法 日新製鋼株式会社

23 部材取付構造 エス・バイ・エル株式会社 23 キャスターの車輪取付け構造 株式会社三貴工業所

24 ホイールドーリ 株式会社バンザイ 24 タイヤカート 高橋　通

25
車輪を装備した輸送装置用の懸架構
造

トゥエンティファースト・セン
チュリー・サイクル・プロプラ
イエタリー・リミテッド

25 サイズ可変式キャスター付き載物台 寺澤　秀典

26
枠部材の折畳構造およびこれを用い
た運搬用台車

株式会社ナンシン 26 キャスター及び緩衝車軸支持機構 西川　真悟

27 踏桟付昇降用器具 株式会社ナカオ 27 キャスタ及びキャスタ付き物品 株式会社大和螺子

28 全方向移動車両
国立大学法人東京工業大
学

28 テーブル 愛知株式会社

29 キャスター用車輪 株式会社日乃本錠前 29 折り畳みテーブル 愛知株式会社

30 キャスター 株式会社内村製作所 30 移動式机、跳上げ式机、キャスタ 株式会社コトブキ

31 キャスター用ストッパ 株式会社内村製作所 31 キャスタの制動装置 山田工業株式会社

32 ストックカート 河淳株式会社 32 キャスター付き家具 大和ハウス工業株式会社

33 ストッパ付きキャスター 株式会社内外 33 牽引キャビネット 株式会社秀光

34
キャスターのロック操作機構の動作確
認装置

ハンマーキャスター株式会
社

34 キャスタ 東海キャスター株式会社

35 ラック 株式会社岡村製作所 35 スライドステップ用キャスター構造 松下電工株式会社

36 キャスター 株式会社内村製作所 36 キャスタ制動装置 株式会社内外

37 キャスターの車輪支持構造 株式会社内村製作所 37 電動キャスタ付き搬送車 株式会社ミツバ

38 キャスタの旋回規制構造 株式会社ナンシン 38 キャスター付き鞄の移動防止装置 エースラゲージ株式会社

39 緩衝器付きキャスター カヤバ工業株式会社 39 キャスタ 株式会社トマック

40 デッキプレート走行台車 アルインコ株式会社 40 キャスター及びキャスターの製造方法 株式会社河合楽器製作所

以下９点省略 以下６４点省略
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