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キャスターの構造と製造方法
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

セットＡ [登録編] セットＢ[公開編] 平成１６年 （セットＡ）４６点 （セットＢ）１１９点
◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥１１，３４０－ ￥２８，７７０－(抄録版付) （全て税込価格）
◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥１１，３４０－ ￥２８，７７０－
◎CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥１６，８００－ ￥４３，０５０－

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9649(A) 登録編 キャスターの構造と製造方法 平.15 44点 ￥ 9,600
No,9649(B) 公開特許 〃 平.15 115点 ￥23,400
No,9450(A) 登録編 〃 平.14 48点 ￥ 9,600
No,9450(B) 公開特許 〃 平.14 117点 ￥23,000
No,9262(A) 登録編 〃 平.13 48点 ￥ 9,600
No,9262(B) 公開特許 〃 平.13 115点 ￥23,000
No,9051(A) 登録編 〃 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,8347 〃 〃 平.9 138点 ￥40,000
No,8074 公告・公開 〃 平.8 131点 ￥39,600
No,7952 〃 〃 平.7 178点 ￥53,700
No,7853 〃 〃 平.6 171点 ￥50,000
No,7739 〃 〃 平.5 150点 ￥48,000
No,8404 公開特許 折り畳み運搬台車の構造 平.5-9 79点 ￥27,700
No,8159(A) 〃 手押し運搬車のブレーキ装置 平.4-8 63点 ￥19,700
No,〃 (B) 〃 手押し運搬車のハンドル装置 平.4-8 63点 ￥19,700
No,8405 〃 かご形運搬台車の構造と装置 平.7-9 80点 ￥29,700
No,7938 〃 〃 平.4-6 73点 ￥24,300
No,8408 〃 ショッピング・カートの構造と装置 平.7-9 62点 ￥23,400
*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 〒

※料金には別途送料がかかります。

http://www.itdc-patent.com


1 ベッドサイドテーブル パラマウントベッド株式会社 1 天井拭き取り装置 有限会社小島工業

2 移動テーブル 株式会社オーエス 2 家具 コクヨ株式会社

3 折畳み台車 水越　孝 3 運搬台車 三甲株式会社

4 ショッピングカート 株式会社太幸 4 キャスター付き運搬台車 三甲株式会社

5 Ｕ字状床フレームの運搬用台車
ヤマト・インダストリー株式会
社

5 車輪軸受装置
ハンドー　インダストリアル
カンパニー　リミテッド

6 球状駆動輪を用いる全方向移動装置 川崎重工業株式会社 6
回動開閉の障害回避自在のキャス
ターを有する開き門扉

東洋エクステリア株式会社

7 家具のベース コクヨ株式会社 7 キャスタおよびキャスタ付装置 株式会社ケンウッド

8 組立式ベッドのための保管・搬送ラック パラマウントベッド株式会社 8 基台 清国産業株式会社

9 運搬台車 三甲株式会社 9 キャスター
ハンマーキャスター株式会
社

10 高架作業車における畦追従装置 関東農機株式会社 10 キャスタ 日本輸送機株式会社

11 運搬台車 新神戸電機株式会社 11 搬送装置 日本輸送機株式会社

12 昇降キャスタ
株式会社野口ハードウェ
アー

12 キャスター
ユースエンジニアリング株
式会社

13 キャスター 株式会社岡村製作所 13 車輪ユニット 株式会社ワコーパレット

14 車輪装置付き物品搬送具 株式会社ダイフク 14 キャスター 斎藤　展子

15 収納家具におけるキャスター取付装置 共栄工業株式会社 15 緩衝車輪 中山　慶三

16 荷物運搬用一輪車 萩原　直樹 16 事務機器 株式会社リコー

17 車輪装置付き物品搬送具 株式会社ダイフク 17 台車兼用テーブル 内田　孝一

18 組立ワゴン 株式会社サカエ 18 キャスター ミツミ電機株式会社

19 家具等の移動装置 株式会社岡村製作所 19 キャスタ 山本　洋三

20 イルリガートルスタンド パラマウントベッド株式会社 20 双輪キャスタ 株式会社ナンシン

21 折畳み台車 水越　孝 21
キャスタ車輪及びキャスタ車輪を備え
た台車

三菱重工業株式会社

22 ブレーキ機構付き手押し運搬車 株式会社カナツー 22 作業台 株式会社リコー

23 大型什器の搭載装置 株式会社イトーキクレビオ 23 車輪装置 住友重機械工業株式会社

24 可動什器のストッパー装置 株式会社イトーキクレビオ 24 キャスターカバー
ハンマーキャスター株式会
社

25 移動型支持台 株式会社ヒガノ 25 キャスタ及び車輪支持構造 株式会社アマチ

26 作業車両のキャスタ付き除雪装置
新キャタピラー三菱株式会
社

26
ローリングタワー移動防止用ワンタッチ
ストッパー

日本電設工業株式会社

27 物品収納具 株式会社ダイフク 27 キャスター ミツミ電機株式会社

28 電気掃除機用車輪
タイガースポリマー株式会
社

28 キャスタ取付部材 株式会社ナンシン

29 テーブル等のストッパ表示装置 エビスヤ工業株式会社 29 回転抵抗キャスタ 株式会社ナンシン

30
キャスタを有する什器における停止保
持機構

パラマウントベッド株式会社 30 運搬用台車
ヤマト・インダストリー株式会
社

31 ベッド コクヨ株式会社 31
水平調整用アジャスターつきキャス
ター受け台

岸野　金矢

32 歩行補助器
アップリカ▲葛▼西株式会
社

32 台車
トッパン・フォームズ株式会
社

33 運搬台車 三甲株式会社 33 台車 株式会社豊田自動織機

34
伸縮門扉におけるキャスター受け金具
のキャップ構造

新日軽株式会社 34 キャスターの高さ調整機構 株式会社イトーキクレビオ

35 キャスタ台車 ヒラヤマプロダクツ株式会社 35 キャスタ付製品用のパレット構造 株式会社リコー

36 車輪の支持構造 楊　玄壮 36 キャスタ 株式会社リコー

37 電動運搬車 本田技研工業株式会社 37 荷物運搬用手押し台車 鹿児島日本電気株式会社

38 テーブルの昇降装置 株式会社岡村製作所 38
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

39 椅子兼用ベッド装置 株式会社くろがね工作所 39 キャスターのブレーキ装置
株式会社日本クリンエンジ
ン研究所

40
縦型熱処理装置およびキャスター付
ヒーターの設置方法

東京エレクトロン株式会社 40 キャスター支持機構及びテーブル 株式会社大平産業

41 キャスタホイール調整の遠隔操作方法 株式会社協和機械製作所 41 自在車輪 池田　啓三

42 可動収納用台車 松下電工株式会社 42 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

43 荷運搬台車 吉田車輌機器株式会社 43 車両 大河原　悠遠

以下３点省略 以下７６点省略

(セットA) (セットB)

キャスタ－の構造と製造方法(セットA・B) 　　　No.9785

セットA[登録編]　平成16年（1年間）　46点　  CD-ROM版　￥11,340　Ｂ５製本版　 ￥11,340　一括購入　￥16,800 （全て税込価格）

セットB[公開編]　平成16年（1年間）119点　　CD-ROM版 　￥28,770　Ｂ５製本版　￥28,770　一括購入　￥43,050  　　　 　 　　　　　


