
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)

￥１９，４４０－ ￥１８，０００－

￥１９，４４０－ ￥１８，０００－

￥２９，１６０－ ￥２７，０００－

(本体価格)

No,10512 公開特許 平.19 - 21 100点 ￥30,000

No,8430       〃 平.7-平.9 75点  ￥26,700

No,8431       〃 平.7-平.9 72点  ￥25,800

No,8432       〃 平.5-平.9 81点  ￥26,600

No,8429       〃 平.7-平.9 117点 ￥32,000

No,9424       〃 平.11-平.13 100点  ￥20,000

No,9425       〃 平.4-平.13 65点  ￥16,200

No,9337       〃 平.5-平.13 78点  ￥19,500

No,10082B 登録・公開 平.17-平.18 89点 ￥26,700

No,10082A       〃 平.15-平.16 84点 ￥25,200

No,9487       〃 平.13-平.14 78点 ￥17,900

No,9061       〃 平.11-平.12 106点 ￥35,000

No,8732       〃 平.9-平.10 103点 ￥35,000

No,8230 公開特許 平.7-平.8 66点 ￥23,700

No,7944       〃 昭.63-平.6 70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：〒

車止め支柱と支持装置

               〃

               〃

               〃

               〃

無断駐車防止装置

               〃

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

子供用自転車の構造と装置

リヤカーの構造と装置

マウンテンバイクの構造と装置

自走スクーターの構造

折りたたみ式自転車の構造と装置

スケート・キックボードの構造

自転車用錠前の構造

電動アシスト自転車の構造

※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      

自転車駐輪装置の構造
[登録・公開編]平成26年（1年間）　　70点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１１００４

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)

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 係留式二輪車駐車装置 アマノ株式会社 38 二輪車の駐輪システム及び施錠装置 相模石油株式会社

2
駐輪管理システム、自転車、駐輪管理
方法、および駐輪管理プログラム

日本電気株式会社 39 自転車駐輪装置 綜合駐輪株式会社

3 ロッカー付き自動二輪駐車装置 大和興産株式会社 40 昇降式駐輪機 宮城　律夫

4
盗難防止装置および盗難防止型料金
精算システム

アマノ株式会社 41
電動車両、駐車装置およびワイヤレス
電力伝送システム

パナソニック株式会社

5 精算管理システム 日本信号株式会社 42
駐輪（車、バイク）場混雑率算出表示
通知装置

山本　修二

6 駐輪ボックス 島戸　常晴 43 二輪車位置通知装置 山本　修二

7
バイシクルシェアシステムを含むネット
ワークシステム

株式会社ゼンリンデータコ
ム

44 自転車管理システム 株式会社立花エレテック

8 立体駐輪設備 株式会社ダイフク 45 自転車貸出システム 株式会社目黒電波測器

9 二輪車の駐輪システム及び施錠装置 相模石油株式会社 46 駐輪場予約・料金精算ＷＥＢシステム 軒先株式会社

10 立体駐車場
株式会社横浜キャットファク
トリー

47
キオスク装置、プログラムおよびサイク
ルシェアリング・システム

株式会社ペダル

11
駐輪場ゲート装置および駐輪場ゲート
システム

アマノ株式会社 48
充電装置、及び充電システム並びに充
電方法

株式会社リコー

12 媒体処理装置および媒体回収装置
日本電産サンキョー株式会
社

49 縦横スライド移動型立体駐輪装置
株式会社オデッセイ　オブ
イスカ

13 自転車収納装置 株式会社ニチプレ 50 駐輪機 株式会社ＯＳＳ

14 立体駐輪設備 株式会社ダイフク 51 太陽電池を用いた駐輪場システム 三晃金属工業株式会社

15 充電装置付き立体駐輪設備 株式会社ダイフク 52
車両管理システム、車両管理装置、車
両管理方法及びプログラム

株式会社ＮＴＴドコモ

16
駐輪場管理システムおよび動作制限
解除方法

アマノ株式会社 53
車両管理システム、車両管理装置、車
両管理方法及びプログラム

株式会社ＮＴＴドコモ

17
駐輪装置及び該駐輪装置が組み込ま
れた駐輪システム

株式会社土谷製作所 54
車両管理システム、付属装置、車両管
理装置、車両管理方法及びプログラム

株式会社ＮＴＴドコモ

18
自転車管理装置、駐車料金精算機、
自転車管理システムおよび車両管理
システム

アマノ株式会社 55 二輪車駐輪装置 株式会社技研製作所

19 垂直循環型駐輪設備の在荷検出装置 株式会社ダイフク 56 機械式駐輪設備の停電対策システム
ＪＦＥエンジニアリング株式
会社

20
垂直循環型駐輪設備の入出庫口開閉
装置

株式会社ダイフク 57
駐輪票、これを用いた一時預かりシス
テムおよび一時預かり方法

サトーホールディングス株
式会社

21 自転車シェアリングシステム 株式会社ボックス 58 自転車管理システム メディアカレント株式会社

22 駐輪場の管理システム 横浜特殊船舶株式会社 59 管理装置及び移動体管理システム リレーションズ株式会社

23
情報処理装置および方法、並びにプロ
グラム

イクス株式会社 60 機械式自転車駐輪設備及び方法
ＪＦＥエンジニアリング株式
会社

24 立体駐輪設備 株式会社ダイフク 61 駐輪機 株式会社北斗

25 二段式駐輪装置 株式会社ニチプレ 62 機械式自転車駐輪設備及び方法
ＪＦＥエンジニアリング株式
会社

26 車輪検知装置 アマノ株式会社 63 自動二輪車の盗難防止装置 竹本　昌弘

27 車種判別システム 島野　俊之介 64 コインタイマー式充電スタンド
日本システムバンク株式会
社

28 シティサイクルシステムの運営方法 島野　俊之介 65 ロードバイク用スタンド 株式会社イシカワ

29 立体駐輪設備 株式会社ダイフク 66 自転車用遠隔操作錠 株式会社ＪＯＹ

30 立体駐輪設備 株式会社ダイフク 67 レンタサイクル駐輪装置
株式会社　クレス　スマート
ソリューションサービス

31
駐輪場を利用したレンタルサイクルシ
ステム

島野　俊之介 68 駐輪スタンド 神津　好英

32 車種判別システム 島野　俊之介 69 家庭用駐輪機 根本　繁雄

33
昇降支柱の回転制御装置および回転
制御方法並びに物品格納装置

株式会社技研製作所 70 電動アシストレンタサイクル用駐輪装置 株式会社　クレス

34 電動駐輪装置 サス・サンワ株式会社

35 駐輪用前輪支持装置 株式会社ダイフク

36 料金を精算する方法 株式会社アイテック

37 駐輪システム 株式会社ニチプレ

以上70点収録

自転車駐輪装置の構造　　　No.11004

[登録・公開編]　　平成26年（1年間）　　　　70点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥19,440    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥19,440　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥29,160　）


