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＊最新の特許情報が満載！

園芸用植木鉢吊り具
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］平成５年～平成１４年（１０年間） ８９点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥１９，７００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥１９，７００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥２９，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内
No,9398 公開特許 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
No,8994 〃 ペット用トイレとその製造方法 平.5-11 78点 ￥27,000
No,8540 〃 生ゴミ処理容器の構造 平.7-9 63点 ￥21,500
No,9412 〃 家庭用灯油タンクの構造と装置 平.4-13 102点 ￥21,300
No,9413 〃 プラスチックドラム缶の成形方法 平.4-13 90点 ￥19,700
No,8657 〃 バルクコンテナの構造と装置 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,8433 〃 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,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,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

*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 植木鉢用手提げ具 近畿合成工業株式会社 47 ２１型セフティ吊りハンガー 宿谷　一二

2 壁掛けプランタ 株式会社ニッケン 48 プランター等の吊下具 タカヤマ金属工業株式会社

3 吊下げ用植木鉢 河崎　澄子 49 植木鉢吊下げ支持具 有限会社知立園芸

4 吊植木鉢用スタンド 河崎　澄子 50 園芸用鉢懸吊具 コンビ株式会社

5 植木鉢 株式会社サカタのタネ 51 栽培容器及びその製造方法 株式会社ブリヂストン

6 カトレア育成用鉢 中村　卓司 52 植木鉢吊り器具 小菅　善証

7 吊り容器用吊り紐 アイリスオーヤマ株式会社 53 植物観賞装置 タキロン株式会社

8 吊下げ植木鉢用スタンド 河崎　澄子 54 アジャストハンガー アップルウェアー株式会社

9 植木鉢 高瀬　泰助 55 プランター吊下具 株式会社グリーンライフ

10 プランターハンガー 小林　正直 56
植木鉢用支持具及びこれにより支持さ
れる植木鉢

有限会社シーム

11
長方形植木鉢多段吊り下げ装置並び
に長方形植木鉢多段吊り下げ架台及
び吊り下げ用長方形植木鉢

岡山　茂雄 57 吊下げかん水プランター
岐阜プラスチック工業株式
会社

12 植木鉢用吊具 高橋　甲子郎 58 壁掛け用プランター アイリスオーヤマ株式会社

13 天井吊り下げ式植木鉢 日本メクトロン株式会社 59 植木鉢吊下げ具 アイリスオーヤマ株式会社

14 植木鉢吊具 株式会社リッチェル 60 植木鉢の簡易保温器具 加藤　尚武

15 植木鉢 株式会社リッチェル 61 吊り下げ具 株式会社リッチェル

16 植木鉢保持具 小林　正直 62 鉢受フック 岡本　義久

17 植物鉢受け皿 中村　卓司 63 鉢植え用スノコ及び植木鉢 アイリスオーヤマ株式会社

18 吊り下げ具 アイリスオーヤマ株式会社 64 植木鉢 積水化学工業株式会社

19 連結装置 アイリスオーヤマ株式会社 65 鉢花等の寄せ植え用コンテナ アロン化成株式会社

20 給水機能付き植木鉢 アイリスオーヤマ株式会社 66 吊り具 株式会社東海化成

21 積層型吊り鉢 アイリスオーヤマ株式会社 67 プランター装置 有限会社キクムラ技建

22 積層型吊り鉢 アイリスオーヤマ株式会社 68 壁掛け用植木鉢 株式会社リッチェル

23 給水機能付き植木鉢 アイリスオーヤマ株式会社 69 収納式ハンガ― 飯田　三

24 壁掛け型給水機能付き植木鉢 アイリスオーヤマ株式会社 70 ポットハンガ― アイリスオーヤマ株式会社

25 側壁からも植え込み可能な植木鉢 中野　源美 71 植木鉢 株式会社リッチェル

26 植物栽培装置
ザ　フォックスムーア　フラ
ワー　タワー　カンパニー
リミティド

72 園芸用ポールハンガー 小林　正直

27 プランターハンガー 小林　正直 73 植木鉢等の吊り具 谷　美佐男

28 多段型プランターハンガー 小林　正直 74
植物栽培容器、その支持台および該
容器を用いた栽培方法

高嶺　稔

29 立体小庭園装置 原田　金作 75 植木鉢吊り具 恵寿起工業株式会社

30 植木鉢吊り下げ具 窪田　泰三 76 植木鉢の支持具 宮崎　利隆

31 園芸用吊り鉢用モケット コンビ株式会社 77 植木鉢等の吊り支持具 株式会社オーティス

32 柱の物掛け装置 広井　秀次 78
前傾斜防止機能付吊り下げ式植木鉢
のフック

池谷　巧

33 フラワーハンガー 村岡　隆 79 植物栽培器 張　志　鵬

34 プランターの吊下げ具 アイエスディ株式会社 80 後ろ落下止め底付き吊り置き兼用花器 橋爪　輝男

35 植木鉢・花器等の保持柱 澤井　鼎 81 ハンギングバスケット アイリスオーヤマ株式会社

36 吊り鉢 アイリスオーヤマ株式会社 82 吊り鉢とその吊り具 株式会社菅原製作所

37 吊り鉢用の吊り具 西村工業株式会社 83 ハンギングバスケットの支持フレーム 積水ハウス株式会社

38 植木鉢の排水装置 カルト株式会社 84 植物栽培具 浜田　健二

39 吊下げ式植木鉢用スタンド ムツミ工業株式会社 85 吊り下げ具 原度器株式会社

40 プランター吊り下げ具 株式会社グリーンライフ 86
植栽植え込み具及び植栽植え込み方
法

株式会社プライムガーデン
コム

41 吊下具 株式会社石黒金属 87 植物収納体支持具 株式会社グリーンライフ

42 壁掛式鉢保持具 岡本　義久 88 植物育成床容器 久保　只次

43 吊下げかん水プランター
岐阜プラスチック工業株式
会社

89
園芸用吊下げ具及び園芸用ハンギン
グバスケット

株式会社千秋社

44 植木鉢吊り具 佐渡山　安雄

45 植木鉢用吊り具 小野　健二

46 プランター 株式会社プラネット 以上８９点抄録

園芸用植木鉢吊り具　　　No.9502

[公開編]　　平成５年～平成１４年（１０年間）　　　８９点

CD-ROM版　　　￥19,700    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥19,700

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥29,000　）


