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＜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！

ペダル開閉式ごみ容器
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］平成５年～平成１４年（１０年間） ８６点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥１８，７００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥１８，７００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥２８，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内
No,9413 公開特許 プラスチックドラム缶の成形方法 平.4-13 90点 ￥19,700
No,9412 〃 家庭用灯油タンクの構造と装置 平.4-13 102点 ￥21,300
No,8787 〃 屋外設置用ゴミボックス 平.5-10 60点 ￥19,700
No,8540 〃 生ゴミ処理容器の構造 平.7-9 63点 ￥21,500
No,8695 〃 生分解性ゴミ袋とその製造方法 平.6-10 57点 ￥23,400
No,8657 〃 バルクコンテナーの構造と装置 平.5-10 87点 ￥30,000
No,7894 〃 合成樹脂製パレットの構造と製法 平.5-6 93点 ￥29,300
No,8969 登録特許 折り畳みコンテナの製造方法 平.9-11 57点 ￥21,400
No,8968 〃 合成樹脂パレットの製造方法 平.9-11 73点 ￥27,300
No,8433 公開特許 洗濯機用防水パンの構造 平.5-9 61点 ￥19,800
No,8785 〃 簡易浴槽の構造と装置 平.5-10 73点 ￥24,600
No,9444 登録・公開 仮設トイレの構造と装置 平.14 62点 ￥14,300
No,9256 〃 〃 平.13 67点 ￥16,700
No,9045 〃 〃 平.12 57点 ￥19,800
No,8970 〃 〃 平.11 58点 ￥20,700
No,8786 〃 〃 平.10 69点 ￥24,300
No,9445 公開特許 人造大理石の製造加工方法 平.14 74点 ￥17,000
No,9257 〃 〃 平.13 69点 ￥17,200
No,9050 〃 〃 平.12 69点 ￥25,600
No,8972 〃 〃 平.11 64点 ￥24,200

*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。

http://www.itdc-patent.com


1
ペールスタンド及びペール容器の閉蓋
治具

東海理研株式会社 43 容器 有限会社則武化学

2 ごみ容器
ラバーメイド・コマーシャル・
プロダクツ・インコーポレイ
テッド

44 ごみ箱のふた開閉装置 許　敏倉

3 開閉式蓋付きゴミ箱 コトヒラ工業株式会社 45 ホッパー蓋付き分別ゴミ入れ
有限会社和久田プランニン
グルーム

4 開閉蓋付ゴミ容器 陳　敬哲 46 ごみ箱 名古屋コンテナー株式会社

5 ごみ容器
株式会社ヒマラヤ化學工業
所

47 投入口切り替え式分別ゴミ箱 生澤　結香

6 ゴミ収容装置 エムケー精工株式会社 48 省スペース分別ゴミ集納具 斎藤　亮一

7 ゴミ収納庫 エムケー精工株式会社 49
ごみ収集車用のコンテナ設置安定補
助具

アロン化成株式会社

8 ペダル式ゴミ容器 エムケー精工株式会社 50 足踏みペダル付きゴミ箱 小野　映子

9 ゴミ箱 東海加工紙株式会社 51 ごみを収集するための容器
コムパニー　プラスティック
オムニオム

10 袋保持手段付き容器 積水化学工業株式会社 52 容器 有限会社則武化学

11 袋保持手段付き容器 積水化学工業株式会社 53 ごみ箱 不動技研株式会社

12 足踏開閉式蓋付き容器 積水化学工業株式会社 54 容器 有限会社則武化学

13 ごみ容器 積水化学工業株式会社 55 足踏開閉式蓋付容器 積水化学工業株式会社

14 ゴミ箱 株式会社リッチェル 56 開閉蓋装置 田中源工業株式会社

15 合成樹脂製ゴミ分別容器 サンセイ工業株式会社 57
ゴミ箱蓋の摺り上げ支持具付き押出し
扉

東都産業株式会社

16 搬送容器 積水化学工業株式会社 58 ペダル式屑箱 関屋化学株式会社

17 ゴミ箱 アイリスオーヤマ株式会社 59 分別容器
岐阜プラスチック工業株式
会社

18 収納容器 アイリスオーヤマ株式会社 60 容器
岐阜プラスチック工業株式
会社

19 ゴミ入れ容器 照内　秀夫 61 高機能性ゴミ箱 木田　和寿

20 ごみ容器 積水化学工業株式会社 62 容器
岐阜プラスチック工業株式
会社

21 ダストボックス用スタンド 高嶋　正彦 63 ロールバックするふたをもつごみ容器
ラバーメイド・コマーシャル・
プロダクツ．．．

22 ペダル式ごみ容器 積水化学工業株式会社 64 足踏み開閉式のゴミ収納器 涌井工業株式会社

23 仕切壁付分別ゴミ箱 山本　正彦 65 容器の蓋の開閉機構 アロン化成株式会社

24 医療廃棄物処理装置 積水化学工業株式会社 66 フタの自動的に閉じる衛生的なゴミ箱 伊藤　修

25 廃棄物回収容器 協同組合エフエフピー 67 分別ゴミ容器 アロン化成株式会社

26 ゴミ箱 日泉化学株式会社 68 ペダル開閉式ごみ容器 積水化学工業株式会社

27 ペダル式ゴミ容器 エムケー精工株式会社 69 キャスター付き容器 積水化学工業株式会社

28 ゴミ収納容器 エムケー精工株式会社 70 ペダル開閉式ごみ容器の梱包構造 積水化学工業株式会社

29
包装用プラスチック製袋を用いる複槽
式ごみ箱

アロン化成株式会社 71 ゴミ収納装置 高橋　圭一

30 分別ごみ箱 天馬株式会社 72 ゴミ容器 積水化学工業株式会社

31 分別ごみ箱およびごみ箱の踏板 天馬株式会社 73 ゴミ容器 積水化学工業株式会社

32 ゴミ容器の仕切り材取付構造 日泉化学株式会社 74 ダンパゴミ箱 伊藤　修

33 ごみ容器用ごみ袋固定具 積水化学工業株式会社 75 ゴミ入れ容器 株式会社リッチェル

34 底蓋開閉排出式ゴミ箱 奥木　孝 76 ごみ収納装置 株式会社エフエフブレーン

35 屋外用収納容器 和泉化成株式会社 77 回収容器用スタンド
岐阜プラスチック工業株式
会社

36 ごみ容器用脱臭器 積水化学工業株式会社 78 ペダル付き２段式ごみ入れ 岩崎工業株式会社

37 ごみ容器 積水化学工業株式会社 79
足で操作できる取り外し機構を有する
ごみ容器および台車

ラバーメイド・コマーシャル・
プロダクツ．．．

38 分別収集ごみ箱 アスベル株式会社 80 ごみ箱の構造 林　聰　祐

39 蓋付きゴミ容器
岐阜プラスチック工業株式
会社

81 ごみ用容器 株式会社赤ちゃん本舗

40 足踏開閉式蓋付容器 積水化学工業株式会社 82 分別収集用ごみ箱 新輝合成株式会社

41 足踏開閉式蓋付容器 積水化学工業株式会社 83 ゴミ容器
岐阜プラスチック工業株式
会社

42 生ゴミ収納容器 有限会社中山設備 以下３点省略

ペダル開閉式ごみ容器　　　No.9491

[公開編]　　平成５年～平成１４年（１０年間）　　　８６点

CD-ROM版　　　￥18,700    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥18,700

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥28,000　）


