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1 携帯品の落下防止具 株式会社パイオラックス 1 携帯電話機用ルーペ 株式会社クリエイション団

2 携帯品の落下防止具 株式会社パイオラックス 2 携帯電話用カバー 株式会社竹原

3
フリーサイズ動き自在な携帯ケース、取
付具、咬合具、

浅野　誠 3 ストラップ
株式会社フロンティアネット
ワーク

4 携帯電話・ＰＨＳの着脱可能な固定紐 高木　寛 4
キーケース並びにこれと組み合わせた
ストラップ

尾本　真実

5 クリップストラップ
株式会社伊沢ストラップ製
作所

5 携帯電話機用ストラップ 株式会社テレホンリース

6 携帯電話機用ストラップ 株式会社三愛 6
携帯電話機及び携帯電話機用の保持
具

株式会社彩虹

7 携帯電話ホルダーのホルダー 森　秀司 7
携帯電話等の小型携帯物のルーペ付
ストラップ

島袋　千恵子

8 ストラップ収納構造 日本電気株式会社 8 携帯電話用カバー 株式会社竹原

9
携帯装置のハンドストラップとこのハン
ドストラップの取付構造

静岡日本電気株式会社 9 携帯電話ケース 株式会社アルファ

10 ストラップ付携帯端末器 松下電器産業株式会社 10 連結具 有限会社アピス

11 携帯電話無線機用ホルダー 埼玉日本電気株式会社 11 組み合わせ自在の吊下保持具
株式会社東洋マーク製作
所

12 アームポシェット 小松　公彦 12 携帯電子機器用ストラップの取付構造 静岡日本電気株式会社

13 携帯機器用ハンドストラップ 日本電気株式会社 13
携帯電話やＰＨＳの発電機を取り付け
た携帯ストラップ

葛生　幹夫

14 携帯電話・ＰＨＳ落下防止器具 松永　優 14 ストラップ用止め具の回転支持機構 株式会社サカン

15 帯状玩具 菊池　高明 15 改良型携帯電話機 シック株式会社

16 小型無線電話機携帯手段 新田　正二 16 ネック・ストラップ 株式会社サカン

17 印鑑付装具 星野　良行 17 指輪係止具及び携帯電話用ストラップ 有限会社裕貴

18 ストラップおよび情報処理端末
エヌ・ティ・ティ移動通信網
株式会社

18 携帯品の落下防止具 株式会社ミマ・ジュリー

19 帯体 ワイケイケイ株式会社 19 ショルダーバッグ 株式会社サカン

20 携帯電話用ハンドストラップ 有限会社　川口パイレイ 20 ネック・ストラップ 株式会社サカン

21 携帯電話機用下げひも 株式会社三武 21 携帯電話のコードガイド 株式会社エトワール

22 携帯電話フィギュアホルダー 宮地　直樹 22 ストラップ用松葉 黒澤　ヒロ則

23 携帯電話に取付使用する携帯具 株式会社システック 23 クリップ付きストラップ 石崎資材株式会社

24
ポケット収納ベルトフック式携帯電話ホ
ルダー

田代　八男 24 携帯電話機用ストラップ 株式会社加藤製作所

25
携帯電話アンテナ締付けネジを利用
するリング金具及びフック

澤田　明子 25 携帯電話機のアンテナ兼用ストラップ 清水　宏之

26
携帯機器用ストラップとそのアクセサ
リー

河合　健一 26
太陽発電機能付き携帯電話機用スト
ラップ

埼玉日本電気株式会社

27 携帯具 松永　健一 27 携帯電話用ストラップ装置 有限会社イーアンドエス

28 携帯電話機用ストラップ 株式会社アンダンテ 28 フック付き結束具 株式会社丸善製作所

29 携帯電話用発光呼出器内蔵ストラップ 株式会社モデル・クリエイト 29
携帯用通信機器へ装飾体を取り付け
るための取付部材

株式会社森口

30 ハンドストラップ 株式会社　ヒロカネ 30 イヤホーン付きハンドストラップ
株式会社ヴォミーインター
ナショナル

31 携帯電話機用ストラップ 株式会社テレホンリース 31 携帯通信機器落下防止具 尾崎　利介

32 ストラップの結合構造装置 株式会社大王製作所 32 ストラップ 株式会社ユニファイブ

33 かばんおよびその類似物 株式会社堀カバン製作所 33 携帯電話用ストラップ トッパンレーベル株式会社

34 携帯電話機用ストラップ 荒山　全弘 34 携帯電話用ストラップ
有限会社アイコムインター
ナショナル

35 お守りの付いた携帯電話ストラップ 石井　豊 35 携帯電話用発声装置
株式会社ケー・ディー・シス
テム

36 ブリ―フケ―ス構造 林世芳 36 携帯用通信機器の遺失防止用装着具 黄　文生

37 小型通信機器用掛止具 有限会社　尾高工業 37 ストラップ固着具 有限会社西原製作所

38 携帯電話機用ストラップ 坂本　澄子 38 ストラップ兼用宝飾品 信和宝飾工芸株式会社

39 ストラップ等の接続キャップ 坂本　澄子 39 携帯電話用吊り下げ具 有限会社シー・ピー・トムズ

40 携帯型電話機用ホルダ部材 田畑　虎幸 40 携帯電話用吊り下げ具、携帯電話 有限会社シー・ピー・トムズ

41 携帯電話機用ストラップ 伊賀　健太郎 41
携帯機器用ストラップの取付用紐体の
ストッパー

株式会社ラナ
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