
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)

￥２９，９２５－ ￥２８，５００－

￥２９，９２５－ ￥２８，５００－

￥４４，８３５－ ￥４２，７００－

(本体価格)

No,10303B 登録・公開 平.20 104点 ￥31,500

No,10152A 登録 平.19 49点  ￥13,900

No,10152B 公開特許 平.19 104点  ￥31,900

No,10046A 登録 平.18 50点  ￥13,900

No,10046B 公開特許 平.18 117点  ￥31,900

No,9912A 登録 平.17 61点  ￥16,500

No,9912B 公開特許 平.17 116点  ￥31,500

No,9785A 登録 平.16 46点  ￥11,340

No,9785B 公開特許 平.16 119点  ￥28,700

No,9649A 登録 平.15 44点  ￥9,600

No,9649B 公開特許 平.15 115点  ￥23,400

No,9450A 登録 平.14 48点  ￥9,600

No,9450B 公開特許 平.14 117点  ￥23,900

No,9262A 登録 平.13 48点  ￥9,600

No,9262B 公開特許 平.13 115点  ￥23,000

No,9051A 登録 平.12 49点  ￥13,400

No,9051B 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：〒

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

※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　
[公開編]平成21年（1年間）　　102点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０４３６Ｂ

お   申   込   書

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

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



1 台車 三甲株式会社 38 運搬用台車及びパレット
ヤマト・インダストリー株式会
社

2 台車 三甲株式会社 39
転倒防止装置及びそれを備えた画像
形成装置

京セラミタ株式会社

3 キャスター付パレット 栗林  實 40 キャスタ付き家具 株式会社イトーキ

4 収納家具用キャスター 株式会社ナナミ 41 車椅子車輪の構造 石部  征治

5 ベースの固定構造 三鷹光器株式会社 42 免震装置および免震システム 北川工業株式会社

6 台車用の移動補助装置 京町産業車輌株式会社 43 トランクキャスタークッション構造 ルゥ，カオ－ユ

7 携帯機器搭載用カート 帝人ファーマ株式会社 44 搬送装置 株式会社ミツバ

8 燃料電池および燃料電池搭載車両 トヨタ自動車株式会社 45 パレット搬送用手押台車 キユーピー株式会社

9 キャスターのロック機構 株式会社ゼロワンデザイン 46 椅子ワゴンを備えたキャビネット 株式会社ハウステック

10 単輪キャスタの制動構造 株式会社ナンシン 47 ロッキング装置を有するキャスター 株式会社松永製作所

11 キャスタ装置 株式会社システックキョーワ 48 装置高さ調整器具
コニカミノルタビジネステクノ
ロジーズ株式会社

12
台車本体及び台車、並びに台車連結
体

株式会社コーハン 49 キャスター取り付け装置および台
株式会社ピカコーポレイショ
ン

13 制動器付きキャスター 日邦ミシン株式会社 50 キャスター付き鞄 株式会社スワニー

14 自走動力式搬送ローラ装置 伊藤  清三 51 落ち込み防止キャスター用車輪 渡辺  悦子

15 作業用車両 有光工業株式会社 52
キャスタ－のロック機構および折り畳み
テ－ブル

エビスファニチャー株式会
社

16 キャスタ及びキャスタを備えている家具 株式会社イトーキ 53 運搬台車 ジーオーピー株式会社

17 キャスタ及びキャスタを備えている家具 株式会社イトーキ 54 台車 近藤  健一郎

18 ワゴンユニット パナソニック電工株式会社 55
ボールキャスター装置及びこれを用い
た載置台、画像形成装置、並びに重
量構造物

富士ゼロックス株式会社

19 陳列棚におけるストッカー収納装置 株式会社岡村製作所 56 搬送装置と駆動機構 ソニー株式会社

20 双輪キャスター 株式会社日乃本錠前 57 キャスター
ハンマーキャスター株式会
社

21
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 58 二踏み板付き脚輪
取▲徳▼工業股▲ふん▼
有限公司

22 装置のベース構造 三鷹光器株式会社 59 台車 三甲株式会社

23 キャスタ付き家具 株式会社イトーキ 60 台車 三甲株式会社

24 搬送台車 株式会社デンソー 61
ビジネスバッグ用ワンタッチ収納キャス
ター

有限会社スタジオケイ

25 車輪取替え可能なキャリーケース エンドー鞄株式会社 62 キャスタ装置および車輪型ロボット 日本精工株式会社

26
多輪タイヤキャスター及び無回転軸
キャスター

青山  滝彦 63 携帯キャスター 山田  ふたば

27 金網付手押し運搬車
エヌケーキャリーキャスター
株式会社

64 位置調整装置
コニカミノルタビジネステクノ
ロジーズ株式会社

28 運搬装置 トピー工業株式会社 65 ストッパー付きキャスター トルク精密工業株式会社

29 キャスタ調整機構
コニカミノルタビジネステクノ
ロジーズ株式会社

66 床頭台固定装置
トーヨーベンディング株式会
社

30 幅広形状のタイヤ 株式会社松永製作所 67 車椅子のキャスター角度調整機構 株式会社松永製作所

31
緩衝装置、開閉扉付箱体、手押し走行
体、及び引き戸

株式会社ニックス 68 椅子 株式会社岡村製作所

32 キャスターキャップ及びその形成方法 杉田船用品工業株式会社 69 水切りワゴン オークス株式会社

33 移動机 愛知株式会社 70 車内販売用のワゴン 株式会社栃木屋

34 移動体の脚構造及びテーブル 株式会社ニフコ 71 ベースのストッパ構造 三鷹光器株式会社

35 フロアーロック 株式会社ナンシン 72 ベッドキャスター及びブレーキ組立品
ハントリー  テクノロジー  リミ
テッド

36 緩衝キャスター シシクアドクライス株式会社 73 回転式ブラケットアセンブリ カザロウスキ，  レイモンド

37 緩衝キャスター シシクアドクライス株式会社 74 懸架装置
トリオニック・スヴァーリエ・ア
クチボラゲット

75 車輪リフトシステム スヌーク・ジョナサン

以下27点省略

キャスターの構造と製造方法　　　　No.10436B

[公開編]　　平成21年（1年間）　　　　102点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥29,925    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥29,925　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥38,850　）


