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［公開編］平成４年～平成１３年（１０年間） １０２点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２１，３００－

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２１，３００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥３１，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内
No,8987 公開特許 分別廃棄性プラスチック・キャップ 平.9-11 73点 ￥25,000

No,8990 〃 液だれ防止容器とキャップ構造 平.9-11 73点 ￥25,000
No,8158 〃 〃 平.6-8 73点 ￥23,500

No,7656 〃 〃 平.3-5 88点 ￥20,700
No,7657 〃 粉体抽出容器とキャップ構造 平.2-5 77点 ￥19,700

No,7679 〃 飲料容器用ねじキャップの構造 平.1-5 103点 ￥24,900

No,7677(B) 〃 食品包装用トレー容器の構造 平.3-5 68点 ￥17,300
No,〃 (A) 〃 〃 昭.63-平.2 104点 ￥21,700

No,8657 〃 バルクコンテナーの構造と装置 平.5-10 87点 ￥30,000
No,8787 〃 屋外設置用ゴミ・ボックス 平.5-10 60点 ￥19,700

No,8943 〃 錠剤ディスペンサーの構造 平.7-11 60点 ￥24,800
No,8944 〃 液体定量排出容器の構造 平.9-11 68点 ￥25,700

No,8945 〃 粉体定量排出容器の構造 平.9-11 61点 ￥23,400

No,8917 〃 チャイルド・プルーフ容器の構造 平.8-11 54点 ￥25,700
No,8066 〃 〃 昭.61-平.7 57点 ￥29,500

No,7226 〃 取手付プラスチック容器とその製造方法 昭.63-平.2 108点 ￥19,700
No,8968 公告特許 合成樹脂製パレットの製造方法 平.9-11 73点 ￥27,300

No,8969 〃 折り畳みコンテナの製造方法 平.9-11 57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 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・消費税がかかります。



1 小型タンク
旭エンジニアリング株式
会社 44 ポリタンクの転倒防止具 星野　高志

2
蛇口付蓋と空気抜き蓋を取りつけた
車輪付ポリタンク

矢野　広史 45
蛇腹ノズルカバー及び安全姿勢保持
用取手付き容器

橋本　進午

3 ポリ容器の取っ手 安藤　鉄太郎 46 タンク用ラック ゴイチ株式会社

4 灯油タンク用キャップ 新垣　善栄 47 灯油容器 金井　秀樹

5 ポンプ収納式灯油缶 虫鹿　直樹 48 分離式灯油容器とその収納具 鈴木　正男

6 底上げポリタンク 植村　清之 49 水タンク用キャップ 原田建設株式会社

7 液体燃料貯蔵容器 出光興産株式会社 50 液体等のタンク装置 佃　泰二

8 容器及びその製造方法 出光石油化学株式会社 51 灯油タンク等の運搬用ラック 株式会社スエヒロ

9 容器類転倒防止枠 三井鉱山株式会社 52
タンク用ラック、および灯油タンク
用ラック

ゴイチ株式会社

10 ポンプを設置したポリ容器 富島　英勝 53 給水給油容器 大谷　省吾

11 家庭用灯油タンク 末吉工業株式会社 54 液体用容器 日本石油株式会社

12 容器の蓋 出光興産株式会社 55 液体用容器 日本石油株式会社

13 補助取っ手付ポリタンク 戸田建設株式会社 56 飲料水用貯蔵容器 明和工業株式会社

14 容器 出光興産株式会社 57 ホース固定具 真田　幸子

15
灯油ポリタンクに灯油ポンプを固定
するナット

望月　英明 58 落流式ポリタンク 松永　達明

16 上下握り付きポリタンク 後藤　雅朗 59 液体取り出し用具 三洋化成工業株式会社

17 灯油容器ポンプいらず 小林　哲雄 60 液体排出用ノズル及びその製造方法 東邦化成株式会社

18 ポリタンク 川辺　則之 61
タンク用ラックとポンプホルダーの
組み合わせ

ゴイチ株式会社

19 ハンディタイプ灯油容器 柴田　真紀子 62 多目的容器。 株式会社シンエイ

20 石油ストーブの灯油注入器 桜井　倉三 63 家庭用貯油タンク 株式会社サンダイヤ

21 液体容器 榎本　幸治 64 射出成形容器 ハンナ株式会社

22 ポンプ取付蓋 小菅　美千子 65 取手付プラスチック容器 株式会社クリーン技研

23 液体容器 佐藤　京一 66 ポリタンク注ぎ口の蓋 有限会社林造園

24 液体燃料等の異物沈殿分離タンク 株式会社クニサキ 67 ポリタンク キタノ製作株式会社

25 液体の運搬貯蔵容器 木村　守二 68
ノズルホースの屈曲姿勢保持具、該
保持具と液体貯留携行タンクとの組
合せ

小田中　重男

26 コック付ポリタンク 北野　清彦 69 家庭用液体容器 横田　正判

27 合成樹脂製液体容器 菊地　ゆう子 70 油類等の液体抽出口 今井　辰三

28 液体用容器
株式会社ジャパンエナ
ジー 71

手動式ポンプ補助用液面レベル補正
機能付灯油用ポリタンク保持容器

羽田野　長博

29
給油ポンプと灯油容器を一体化する
気密式固定装置

小倉　利男 72 吸気バイパス路を備えた容器 積水成型工業株式会社

30 傾斜底容器 三洋化成工業株式会社 73 収納容器付きポリタンク 中尾　邦夫

31 灯油収納用タンク 小林　秀人 74 注油ホースを備えた灯油缶 柴田　悟

32
石油用ポリタンクを利用した太陽熱
温水器

中川　幸男 75
はずしたフタを本体の一部に仮にね
じ締めて置けるポリ容器

武内　勝

33 液体貯蔵容器 池田　正 76 灯油用ポリタンク用の蛇口 藤井　泰太郎

34 下部に吐出口を設けたポリ容器 堤　繁 77 給油ポンプの固定用キャップ 森下　茂

35 完全くみ出しポリ容器 半田　博則 78
積み重ねと、内部容量が外部より視
認できる水、灯油等の着色処理した
ポリエチレン容器。

伊原　義洋

36 横下取手つき合成樹脂小型タンク 杉本　好孝 79 液体容器用ノズル 日本石油株式会社

37 ポンプの収納ケース 岡崎　伸子 80 容器
埼玉プラスチック株式会
社

38 灯油容器のキャップ 小倉　利男 81 蛇口付き灯油用ポリタンク 島崎　公恵

39 水等流体物の保管容器 伊原　義洋 82 容器における取り替えキャップ 株式会社應建

40 車つきポリタンク 国崎　秀二 83 樹脂製灯油容器の弁付きキャップ 黒木　博文

41 ガソリン類の携帯容器 池本　義信 84 液体容器 荒木　章

42 灯油缶用トレー 天馬株式会社 85 ポリタンク用装着式取手 上川　清

43 容器用運搬具 藤沢　節夫 以下１７点省略
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[公開編]　　平成４年～平成１３年（１０年間）　　　１０２点

CD-ROM版　　　￥21,300    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥21,300
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