
株式会社国際技術開発センター
東京都千代田区内神田１－１５－６藤井第二ビル

 ＜日本特許･実用新案明細書収録セット＞                                    ホームページ公開中！ http://www.itdc-patent.com

＊最新の特許情報が満載！

(税込価格) (本体価格)

￥１４，９１０－ ￥１４，２００－

￥１４，９１０－ ￥１４，２００－

￥２２，３６５－ ￥２１，３００－

(本体価格)

No,10303(A) 登録・公開 平.20 49点 ￥14,175

No,10152(A) 登録 平.19 49点  ￥13,900

No,10152(B) 公開特許 平.19 104点  ￥31,900

No,10046(A) 登録 平.18 50点  ￥13,900

No,10046(B) 公開特許 平.18 117点  ￥31,900

No,9912(A) 登録 平.17 61点  ￥16,500

No,9912(B) 公開特許 平.17 116点  ￥31,500

No,9785(A) 登録 平.16 46点  ￥11,340

No,9785(B) 公開特許 平.16 119点  ￥28,700

No,9649(A) 登録 平.15 44点 ¥9,600

No,9649(B) 公開特許 平.15 115点  ￥23,400

No,9450(A) 登録 平.14 48点 ¥9,600

No,9450(B) 公開特許 平.14 117点  ￥23,900

No,9262(A) 登録 平.13 48点 ¥9,600

No,9262(B) 公開特許 平.13 115点  ￥23,000

No,9051(A) 登録 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,8404 公開特許 平.5-9 79点  ￥27,700

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、ＥメールまたはＦＡＸ・郵便にてお送りください。
（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。

 ニュースガイドNo,

 題名

合計 ￥

 E-mail:

 TEL: FAX:

住所：〒

既刊関連セットのご案内

               〃

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

キャスターの構造と製造方法

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

キャスターの構造と製造方法　
[登録編]平成21年（1年間）　　55点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０４３６Ａ

お   申   込   書

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

※料金には別途送料がかかります。

２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）
ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３      

キャスターの構造と製造方法

               〃

キャスターの構造と製造方法

               〃

               〃

               〃

折り畳み運搬台車の構造

担当者名

所属部署名

会社名 ご注文内容

CD-ROM版 or Ｂ５製本版 or 一括購入



1 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 44 棚付き机 株式会社イトーキ

2 キャスター
株式会社ユーエイキャス
ター

45 キャスターのブレーキペダル
ハンマーキャスター株式会
社

3 耕耘装置用台車 五十嵐  徹 46 ブレーキキャスター付運搬車 花岡車輌株式会社

4 キャスタ 亀井  慎一郎 47
普通生活雑貨商品輸送用カート及び
これを使用した普通生活雑貨商品の
輸送方法

花岡株式会社

5 搬送用自走車及び自在輪付き車両 トヨタ自動車株式会社 48 移動棚装置
ケージーパルテック株式会
社

6 キャスター 株式会社ニフコ 49 エスカレータカート 花岡車輌株式会社

7 移動装置付き家具 コーエイ産業株式会社 50 キャスター装置 夏目光学株式会社

8 商品陳列用ワゴン 河淳株式会社 51 キャスター付きベッドの平行移動器具 沖野  達也

9 弾性導電車輪及びその製造法 日本ゴム化学合資会社 52 作業台車 パナソニック電工株式会社

10 車輪装置 中野  三夫 53 運搬台車 河淳株式会社

11 キャスターの取付構造及び台車 日本プラコン株式会社 54 旋回テーブル付き物品収納什器 株式会社岡村製作所

12 キャスター旋回装置 シーシーアイ株式会社 55 キャスター及び緩衝車軸支持機構 西川  真悟

13 手押し運搬車のキャスター制動装置 株式会社石川製作所

14 手押し運搬車のブレーキ装置
エヌケーキャリーキャスター
株式会社

15
座席付き手押し車及び座席付き手押
し車用車輪部材

ピジョン株式会社

16 着脱可能なキャスタ装置 株式会社オージーエー

17 車輪の固定構造 株式会社マルサ

18 キャスター付の鞄 株式会社スワニー

19 走行体 富士通株式会社

20 キャスター付き鞄 株式会社スワニー

21 テーブル コクヨ株式会社

22 収納用構造体
ゴールドキャスター株式会
社

23
固定脚付キャスタ及びそれを備えた家
具

コクヨ株式会社

24 手押し台車 株式会社内山商会

25 椅子機能付きワゴン 株式会社イトーキ

26 キャスターを有する鞄
ハンマーキャスター株式会
社

27 収納家具 コクヨ株式会社

28 遠隔操作ストッパー付旋回キャスター 林  武男

29 医薬品搬送用キャビネット 株式会社湯山製作所

30 支承体 株式会社大林組

31 免震架台用キャスター固定具 株式会社昭電

32
寝台におけるキャスターのロック操作
構造

シーホネンス株式会社

33 キャスタ及び搬送装置 埼玉日本電気株式会社

34
枢軸回転可能なテーブル天板を有す
るテーブル

ヴィルクハーン  ヴィルケニ
ング  ＋  ハーネ  ゲゼル
シャフト  ミット ・・・

35 トールワゴン 株式会社ＩＮＡＸ

36 台車 三甲株式会社

37 運搬用６輪台車 株式会社マキテック

38 配膳台 株式会社オーキン

39 運搬用台車 イフコ・ジャパン  株式会社

40 運搬用台車 三甲株式会社

41 キャスター コンビウェルネス株式会社

42
全寸法対応区画線施工機及び前後両
方向キャスター車輪

有限会社相模ロード

43 整理棚 コクヨ株式会社 以上55点収録

キャスターの構造と製造方法　　　　No.10436A

[登録編]　　平成21年（1年間）　　　　55点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥14,910    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥14,910　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥22,365　）


