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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！

ペット・ハウスとその製造方法
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］平成５年～平成１４年（１０年間） １２６点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２８，７００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２８，７００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥４３，０００－ ）

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 ＦＲＰボード発熱板 昭和シェル石油株式会社 44 動物小屋用温度制御装置 張　翔

2 ペット用ハウス 株式会社ボンビ 45
小動物飼育ケージ仕切り用の棚板部
材

アイリスオーヤマ株式会社

3 組立て犬小屋
株式会社ウッドデザインムコ
ヤマ

46 ペットケージ アイリスオーヤマ株式会社

4 砂の飛ばないネコ小屋 白倉　忠 47 防音犬舎 東京防音株式会社

5 動物檻 松下電器産業株式会社 48 動物飼育用ケージ ハイペット株式会社

6 動物用金網檻の扉施錠装置 東京ペット株式会社 49
動物ケージ用フィルタトップ交換ステー
ション

ラブ　プロダクツ　インコー
ポレイテッド

7 犬小屋 金沢樹脂工業株式会社 50 実験用及びペット用動物飼育ケージ 新越金網株式会社

8 犬小屋 株式会社ボンビ 51
齧歯目動物用飼育ケージに用いる暗
室ユニット及びユニット用ケース及び飼
育ケージ

ドギーマンハヤシ株式会社

9 折畳のできる飼養籠構造 ティエン－ライ，コー 52 愛玩動物用ケージ アイリスオーヤマ株式会社

10 犬小屋 株式会社田窪工業所 53 ペット用小屋付ロッカーの組付構造 アイリスオーヤマ株式会社

11 天窓付き犬舎 アイリスオーヤマ株式会社 54 組立式犬舎 稲林　渡

12 ペットサークル用ジョイント 株式会社ボンビ 55
折り畳み式ペット用ケージの位置決め
装置

何　應騰

13 天窓付き犬舎 アイリスオーヤマ株式会社 56
動物飼育用給水器と該給水器の動物
飼育用ケージへの取付構造

ハイペット株式会社

14
提げ手、およびペットサークル用提げ
手

株式会社ボンビ 57 折り畳み式ペットケージ アイリスオーヤマ株式会社

15 ペットハウス付きチェア 昭和通商株式会社 58 ペット飼育用ケージの扉体ロック装置 アイリスオーヤマ株式会社

16 ペット用ハウス 小島　武彦 59
ペット飼育用ケージにおけるパネル連
結装置

アイリスオーヤマ株式会社

17 ペットハウス 梶谷　栄一郎 60 連結具及びペットケージ アイリスオーヤマ株式会社

18 ペットハウス 李野　八宏 61 小動物用ケージ アイリスオーヤマ株式会社

19 動物用の金網檻 東京ペット株式会社 62 ペットケージの餌皿取付構造 アイリスオーヤマ株式会社

20 犬小屋 綿谷木材工業株式会社 63 ペットケージ用給水ボトルの取付具 アイリスオーヤマ株式会社

21 犬等の動物小屋 株式会社グリーンライフ 64 収納ケースを有する組立式犬小屋
岐阜プラスチック工業株式
会社

22 引き出し付ペット用トイレ小屋 スフィンクス株式会社 65
ペット用小屋付ロッカーの組付方法と
その構造

アイリスオーヤマ株式会社

23 犬小屋用出入口覆い装置 ツカサ工業株式会社 66 ペットケージ 株式会社ヤマヒサ

24 天窓付き犬舎 アイリスオーヤマ株式会社 67 組立式ペット小屋 東條　博志

25 犬小屋 株式会社田窪工業所 68 折り畳み自在の犬小屋
スワンムービングウォール株
式会社

26 ペット用サ－クル 象印ベビー株式会社 69 引出し付犬舎 福田　恒二

27 防音性を備えたペットハウス 有限会社野澤製作所 70 連結具及びペットケージ アイリスオーヤマ株式会社

28 犬小屋 アイリスオーヤマ株式会社 71 犬用餌皿糞防止装置 ハムリー株式会社

29 犬小屋 株式会社田窪工業所 72 ペット飼育用ケージ アイリスオーヤマ株式会社

30 愛玩動物用畜舎 アイリスオーヤマ株式会社 73 動物保護器 新垣　定二

31 犬用ハウス 株式会社オーシャン 74 ペット用ケ―ジ 株式会社ボンビ

32 動物檻 ハヤシ株式会社 75 ペット飼育用檻 アイリスオーヤマ株式会社

33 ペット飼育檻におけるパネル連結装置 東京ペット株式会社 76 ペット用サ―クル装置 佐藤　正信

34 ペット小屋カバー 藤崎　トシ子 77 ペット用ケ―ジ装置 佐藤　正信

35 天窓付き犬舎 アイリスオーヤマ株式会社 78 折り畳み自在の犬小屋
スワンムービングウォール株
式会社

36 ペット用サークルとフェンス構造 株式会社ボンビ 79 ペット収容用小屋 株式会社ヨシダ電機

37 犬小屋 株式会社リッチェル 80 ペット収容室 株式会社ヨシダ電機

38 生物生育小屋 松下電工株式会社 81 愛玩動物用構造物及びその製造方法 株式会社サカイペット産業

39 ペット用サークル アイリスオーヤマ株式会社 82 折り畳み式ペットケイジ 株式会社ボンビ

40 ペット用ハウス 勝木　博史 83 脱臭機能付きペットハウス 関西ペイント株式会社

41 犬小屋用庇 株式会社リッチェル 84 扉付き動物舎 柏木　勇

42 小動物用ケージの連結具 アイリスオーヤマ株式会社 85 愛玩動物用小屋 株式会社サカイペット産業

43 ペット用組立式小舎 株式会社ボンビ 86 動物用ケージ 東京ペット株式会社

以下４０点省略

ペット･ハウスとその製造方法 　　　No.9496

[公開編]　　平成５年～平成１４年（１０年間）　　　１２６点

CD-ROM版　　　￥28,700    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥28,700

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥43,000　）


