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ペット・キャリーとその製造方法
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［公開編］平成５年～平成１４年（１０年間） ７９点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥１８，２００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥１８，２００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥２７，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内
No,8994 公開特許 ペット用トイレとその製造方法 平.5-11 78点 ￥27,000
No,9472 〃 ペット用シーツの製造加工方法 平.12-14 82点 ￥20,700
No,8992 〃 〃 平.5-11 86点 ￥29,700
No,9290(D) 〃 ペット用排泄物処理材とその製法 平.13 63点 ￥10,000
No, 〃 (C) 〃 〃 平.12 63点 ￥10,000
No, 〃 (B) 〃 〃 平.11 59点 ￥10,000
No, 〃 (A) 〃 〃 平.10 59点 ￥10,000
No,8366 〃 〃 平.7-9 99点 ￥31,600
No,7909 〃 〃 平.2-6 91点 ￥29,700
No,9474 〃 ペットフードの製造加工方法 平.12-14 120点 ￥29,700
No,8981(B) 〃 〃 平.9-11 74点 ￥27,500
No, 〃 (A) 〃 〃 平.6-8 65点 ￥24,100
No,7716 〃 〃 平.3-5 58点 ￥23,700
No,8398 〃 レジャー用クーラー・ボックス 平.6-9 92点 ￥30,000
No,8399 〃 ペットボトル収納容器 平.5-9 44点 ￥15,000
No,8394 〃 アウトドア用調理器具の構造 平.5-9 77点 ￥24,500
No,8379 〃 アウトドア用折り畳み式テーブル 平.5-9 62点 ￥21,700
No,8787 〃 屋外設置用ゴミ・ボックス 平.5-10 60点 ￥19,700

*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 ペット用キャリーケース 株式会社ボンビ 43 ペット保持用バッグ 小林　久美子

2 ペットケース 村山　一正 44 小動物収容箱
岐阜プラスチック工業株式
会社

3 愛玩動物用ケース 株式会社ヤマヒサ 45 小動物収容箱
岐阜プラスチック工業株式
会社

4
愛玩動物用運搬ケースの扉用開閉装
置

ハヤシ株式会社 46 小動物収容箱
岐阜プラスチック工業株式
会社

5 愛玩動物用運搬ケースの支持装置 ハヤシ株式会社 47 ペットシーツの固定構造 株式会社ボンビ

6
愛玩動物用運搬ケースのハンドル装
置

ハヤシ株式会社 48 ペット用ケ―ス アイリスオーヤマ株式会社

7 ペット用キャリィバッグ 島村　若子 49 折り畳み式ペットケイジ 株式会社ボンビ

8 ペット用キャリーケース 株式会社ボンビ 50 脱臭機能付きペットボックス 関西ペイント株式会社

9 犬猫等の小動物用運搬箱 富士平工業株式会社 51 ペット用キャリ―ケ―ス 株式会社ボンビ

10 ペット携帯診断作業用袋 矢野　厚 52 愛玩動物用小屋 株式会社サカイペット産業

11 ペット用収容ケース 株式会社ボンビ 53 粘着テープ付きペットシーツ 佐藤　浩司

12 ペット用キャビン 株式会社ボンビ 54
ペット背負いリュック（背負い・前抱き兼
用）

河村　修治

13 ペット用キャリーケース 株式会社ボンビ 55 脱臭機能付きペットボックス 関西ペイント株式会社

14 ペット用クッション 株式会社ボンビ 56 ペット運びショルダーバック 河村　修治

15 携帯用暖房ペットホーム 株式会社イメージハウス 57 ペット用キャリ―ケ―ス アイリスオーヤマ株式会社

16 ペット用キャリーケース アイリスオーヤマ株式会社 58 ペット用キャリ―ケ―ス アイリスオーヤマ株式会社

17 ペット用キャリーケース アイリスオーヤマ株式会社 59 愛玩動物用給水器 アイリスオーヤマ株式会社

18 ペット用キャリーケース アイリスオーヤマ株式会社 60 小動物の保定法 伊豆　英夫

19 ペット用キャリーケース アイリスオーヤマ株式会社 61 小動物収容具 吉田　みち子

20 ネコ用防毒マスク付防災キャリーバッグ 井上　里砂 62 小動物収容箱
岐阜プラスチック工業株式
会社

21 ペット用キャリーケース アイリスオーヤマ株式会社 63 小動物収容箱
岐阜プラスチック工業株式
会社

22 ラッチシステム
ドスコシル　マニュファクチャ
リング　カンパニーインク

64
小動物収容容器及びそれを製造する
ための加熱溶着板

岐阜プラスチック工業株式
会社

23 動物かご 株式会社グリーンライフ 65 小動物運搬具 アイリスオーヤマ株式会社

24 ペット用キャリーケース アイリスオーヤマ株式会社 66 車載運搬用ペットボックス 加藤　延一

25 ペット用キャリーケース 株式会社ボンビ 67 犬猫用ショルダーバッグ 株式会社丸信バッグ工業

26 扉のロック機構 株式会社リッチェル 68 折畳式ペットキャリーボックス アイリスオーヤマ株式会社

27 携帯用動物小屋カバー 株式会社グリーンライフ 69 折畳式ペットキャリーボックス アイリスオーヤマ株式会社

28 ペットキャリー 株式会社リッチェル 70 折畳式ペットキャリーボックス アイリスオーヤマ株式会社

29 愛玩動物用給水器 アイリスオーヤマ株式会社 71 ペット用車載ケース アイリスオーヤマ株式会社

30 愛玩動物用給水器 アイリスオーヤマ株式会社 72 ペット用車載ケース アイリスオーヤマ株式会社

31 ペット用ケース 株式会社ボンビ 73 抱っこ式ペット運搬用バッグ 株式会社トステック

32 ペット用キャリ－ショルダ－バッグ 鈴木　裕美 74 愛玩動物用車載ボックス サンベルム株式会社

33 ペットパック 菊地　亨 75
ペット用ケースの消臭方法，ペット用消
臭ケースおよびペット用ケースの消臭
備品

アイリスオーヤマ株式会社

34 車内用動物バッグ 加藤　憲三 76 折畳式・組立式構造体
ティーエフエイチ　パブリケ
イションズ，　インク．

35 プラスチック製ペット用キャリーケース アイリスオーヤマ株式会社 77 携帯用ペットキャリーバック 有限会社シネロックス

36 ペット用運搬容器 アイリスオーヤマ株式会社 78 ペットキャリー 何　應騰

37 ペット運搬容器用の給水装置 アイリスオーヤマ株式会社 79
ペットシーツ用押え構造およびペット用
トレー

株式会社ボンビ

38 ペット運搬具 平間　英雄

39 ペット用バッグ ドギーマンハヤシ株式会社

40
折りたたみ式小型ペット及び小動物係
留板

中島　幸恵

41 ペットキャリー 株式会社リッチェル

42 空気入りペット製品 ドギーマンハヤシ株式会社 以上79点収録

ペット･キャリーとその製造方法 　　　No.9495

[公開編]　　平成５年～平成１４年（１０年間）　　　７９点

CD-ROM版　　　￥18,200    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥18,200

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥27,000　）


