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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ガソリンの携行運搬に際しても容易に運搬でき
、また、階段の昇降に際しても容易に昇降できるキャス
ター付きガソリン携行缶を提供する。
【解決手段】所定厚の金属製密閉缶体からなり、缶体側
部には缶体と一体に側板が配置され、側板の両側には、
内部に複数の車を配置し、その複数の車輪の周囲を摺動
する帯状ベルトからなるキャタピラ部及び側板下部には
、側板と一体に構成される車軸を有するキャスター部と
を有し、側板の両側のキャタピラ部の両内側には、主柱
及びこの主柱に回動可能に係止される子柱が取り付けら
れる。キャタピラ部又はキャスター部を使用する際には
、主柱と子柱とは、主柱の上方で連通する主柱突部に前
記子柱に回動可能に取り付けられる子柱係止部により係
止され、使用しないときには、子柱は、主柱の間に折り
込まれる構造を有する。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　所定厚の金属製密閉缶体からなり、当該缶体側部には缶体と一体に側板が配置され、当
該側板の両側には、内部に複数の車を配置し、その複数の車輪の周囲を摺動する帯状ベル
トからなるキャタピラ部及び前記側板下部には、前記側板と一体に構成される車軸を有す
るキャスター部とを有し、前記側板の両側のキャタピラ部の両内側には、主柱及びこの主
柱に回動可能に係止される子柱が取り付けられ、前記キャタピラ部又は前記キャスター部
を使用する際には、前記主柱と子柱とは、前記主柱の上方で連通する主柱突部に前記子柱
に回動可能に取り付けられる子柱係止部により係止され、前記キャタピラ部及び前記キャ
スター部を使用しないときには、前記子柱は、前記主柱の間に折り込まれる構造を有する
ことを特徴とするキャスター付きガソリン携行缶。
【請求項２】
　前記キャスター付きガソリン携行缶は、缶上面に給油口を有し、当該給油口が設けられ
る側面の反対側には、給油の際して使用するノズルホースを収納するノズルホース収納部
が設けられたことを特徴とする請求項１に記載のキャスター付きガソリン携行缶。
【請求項３】
　前記ノズルホース収納部の下方の缶体底端部には、給油の際に給油者が持ち上げる握棒
及びその周囲を空所にした握棒凹所を形成したことを特徴とする請求項１に記載のキャス
ター付きガソリン携行缶。
　
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、キャスター付きガソリン携行缶に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本願出願人は、灯油運搬用ポリ容器について、キャスター付きポリ容器及びポリ容器運
搬キャスターについて既に実用新案登録出願を提案している（実願２０１１－９７３）。
　この実願２０１１－９７３に係る考案は、考案名称「灯油運搬キャスター付きポリ容器
又はポリ容器運搬キャスター」に係り、「ＪＩＳ等の規格品のポリタンクをそのまま使用
して、灯油を安全に保管・運搬できと共に、灯油を持ち上げ注入する際にも容易に注入で
きる灯油運搬キャスターポリ容器並びにポリ容器運搬キャスターを提供すること」を目的
として(同明細書段落番号０００８参照)、「ＪＩＳ規格ポリタンク等の容器の一側面に配
置された伸縮取っ手収納板と、当該伸縮取っ手収納板が配置された側の容器底部に配置さ
れる２つの断面コの字形のキャスター突起と、前記各々のキャスター突起のコの字の間に
キャスター軸で回転可能に支承されるキャスターと、前記伸縮取っ手収納板が配置される
反対側の容器底部に配置される脚突起と、前記伸縮取っ手収納板に配置され、その上端が
前記容器の持ち上げ取っ手の間隙底部よりは低く、かつ、前記持ち上げ取っ手の両端位置
に配置される取っ手収納筒と、前記取っ手収納筒に収納される二段階伸縮が可能な伸縮ス
トッパーを備える伸縮取っ手と、前記取っ手収納筒のそれぞれの背面に配置される階段昇
降の際に階段段差角に当接する複数の階段昇降用コロと、からなる」構成等により（同実
用新案登録請求の範囲請求項１の記載参照）、「ＪＩＳ等の規格品のポリタンクをそのま
ま使用して、灯油を安全に保管・運搬できと共に、灯油を持ち上げ注入する際にも容易に
注入できる」という効果を奏するものである〔同明細書段落番号００１０参照）。
【０００３】
　図１０は、実願２０１１－９７３において既に提案されている灯油運搬キャスター付き
ポリ容器の実施例の概略を示す図であり、図１０において、符号１０１は、実願２０１１
－９７３の提案に係る灯油運搬キャスター付きポリ容器、１０２は、タンク、１０３は、
持ち上げ取っ手、１０４、１０５は、注入口、１０６、１０６は、キャスター、１０７、
１０７は、キャスター突起、１０８、１０８は、キャスター軸、１０９、１０９は、脚突
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起、１１０は、伸縮取っ手、１１１は、伸縮取っ手収納板、１１２、１１２は、取っ手収
納筒、１１３は、伸縮ストッパー１２３ａは、ポンプ収納筒、１２３ｂは、同蓋、１１４
ａ～１１４ｊは、階段昇降用コロである。
【０００４】
　実願２０１１－９７３の提案に係る灯油運搬キャスター付きポリ容器は、タテ３５ｃｍ
、ヨコ３５ｃｍ、最大高さ３７ｃｍで、取っ手間隙までの実質的高さが３５ｃｍ程度の大
きさの、いわゆる１８リットルサイズのポリ容器と同等のものであり、図１０から明らか
なように、前記タンク１０２の一方の側面に前記伸縮取っ手収納板１１１が配置され、当
該伸縮取っ手収納板１１１が配置された側のタンク１０２の底部両サイドに断面コの字形
の前記キャスター突起１０７、１０７が設けられ、該キャスター突起１０７、１０７のコ
の字の間には前記キャスター１０６、１０６が、前記キャスター軸１０８、１０８で回転
可能に支承される。
【０００５】
　また、前記伸縮取っ手収納板１１１は、前記タンク１０２の取っ手間隙の実質的高さよ
りは低く、かつ、前記持ち上げ取っ手の両端位置に前記取っ手収納筒１１２、１１２が配
置される。すなわち、前記伸縮取っ手１１０を前記取っ手収納筒１１２、１１２内に収納
されてしまうと、その高さは、前記タンク１０２の取っ手間隙の実質的高さを越えること
はない。したがって、タンク１０２を持ち上げて灯油等の注ぐ必要がある場合にも、必要
以上の突出部がなく、灯油等の注入に支障をきたさない。
【０００６】
　また、前記伸縮取っ手１１０は、必要な時には、前記伸縮取っ手収納筒１１２、１１２
から引き出して使用する。このとき、伸縮は、二段階の伸縮が可能であって、引き出しを
中途の所定位置で止めることができ、最終高さ(約７５ｃｍ程度）まで伸張させる場合に
は、前記中途位置で前記伸縮ストッパー１１５を押して伸縮を解除して伸張させる。
【０００７】
　また、前記取っ手収納筒１１２、１１２の背面には、前記階段昇降用コロ１１４ａ～１
１４ｊが配置され、駅構内等の階段のある場所での移動は、当該コロ１１４ａ～１１４ｊ
を階段の角に当接させて、階段の昇降を楽にする。
　さらに、実願２０１１－９７３の提案に係る灯油運搬キャスター付きポリ容器１０１の
側部には、前記ポンプ収納筒１２３ａが配置され、ポリ容器１０１内の灯油等を石油スト
ーブのタンク(図示外)等に注入する際のポンプを収納しておく。そして、当該ポンプ収納
筒１２３ａには、蓋１２３ｂが配置され、ロック機構(図示外)を有し、臭い等を完全に遮
断する密閉を維持する構成からなる。
【０００８】
　ところが、上記の実願２０１１－９７３に係る考案は、「灯油運搬キャスター付きポリ
容器又はポリ容器運搬キャスター」であり、ガソリンを詰め込んで運搬することはできな
い。ガソリンを携行するには、金属製の密閉容器である等消防法上の規格を備えなければ
ならない。
【０００９】
　一方、この種のガソリン等を携行するタンク等については、例えば、実開昭６３－１２
０８３５号公報に開示のものが知られている。同公報に開示のものは、考案名称「燃料用
携行缶」に係り、「撚料注出用のホースを非當に体裁良く、而も、確実に保持することが
でき、且つ、その取外しと再装着も極めて簡単に行なうことができると共に、携帯とか運
搬に非常に便利な燃料用鵬行缶を腱供すること」の課題解決のために（同公報２頁１０行
～１４行参照）、「全体が略Ｕ字形状を成す把手を回動自在に取付け、この把手の外側面
に燃料注出用ホースの嵌込溝を形成し、且つ、上記把手の両端部側に上記嵌込講に嵌込ん
だホースの両端口を弾性的に挟時持する係止片を設けたこと」の構成により（同公報実用
新案登録請求の範囲第１項の記載参照）、「携行缶のイメージを一新して商品価値を高め
、例えば、自動車の愛車セット等に利用することも可能にすると共に、・・・注出時には
迅速に使用できて捜す手間が省かれ、燃料の補給を手早く行なえる利点も発揮できるもの
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であって、ガソリンとか軽油の非常用、或は、灯油の小出し用等に用いて洵に好適」とい
う特有の効果を奏するとするものである（同公報８頁１８行～９頁１１行参照）。
【００１０】
　図１１は、同公報に開示の考案に係る燃料用携行缶の不使用時の状態を示す斜視図であ
り、図１１において、符号１５１は、缶体、１５２は、注ぎ口、１５４は、把手、１５４
Ｔは、嵌込溝、１５４ｃは、係止片、１５７は、燃料注出用ホース、１５７ａ、１５７ｂ
は、両端口、１５８は、空気抜きボルトである。
【００１１】
　また、図１２は、ガソリンスタンドの少ない場所を走行する際のガス欠防止や、小型船
舶や農業機械、チェーンソー、草刈機などの小型エンジンを搭載する器具の給油、あるい
は、公道外を走行する競技用車両への給油を目的として使用される市販のガソリン携行缶
（20リットル）の概略を示す図である。図１２において、符号２００は、０．６ｍｍ電気
合金メッキ鋼板に赤塗装が施されたガソリン携行缶であり、２０１は、スポット溶接され
た０．５ｍｍ板厚の片口ねじ式の給油口、２０２は、エア抜きネジ、２０３は、取手、２
０４は、付属品として給油口へつなぐ伸縮式のポリエチレン製のノズルホース、２０５は
、同ノズルホース受けである。
【００１２】
　しかしながら、これら図１１及び図１２に示されるガソリン等の携行缶は、キャスター
等を有するものではなく、運搬に難儀である。また、階段昇降に際しても手で持ち上げて
運搬しなければならず腰痛等の原因ともなる等の問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】実願２０１１－９７３
【特許文献２】実開昭６３－１２０８３５号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【００１４】
　そこで、本願考案者は、ガソリンの携行運搬に際しても容易に運搬でき、また、階段の
昇降に際しても容易に昇降できるキャスター付きガソリン携行缶を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記の目的を達成するために、本願請求項１に係る考案は、キャスター付きガソリン携
行缶において、所定厚の金属製密閉缶体からなり、当該缶体側部には缶体と一体に側板が
配置され、当該側板の両側には、内部に複数の車を配置し、その複数の車輪の周囲を摺動
する帯状ベルトからなるキャタピラ部及び前記側板下部には、前記側板と一体に構成され
る車軸を有するキャスター部とを有し、前記側板の両側のキャタピラ部の両内側には、主
柱及びこの主柱に回動可能に係止される子柱が取り付けられ、前記キャタピラ部又は前記
キャスター部を使用する際には、前記主柱と子柱とは、前記主柱の上方で連通する主柱突
部に前記子柱に回動可能に取り付けられる子柱係止部により係止され、前記キャタピラ部
及び前記キャスター部を使用しないときには、前記子柱は、前記主柱の間に折り込まれる
構造を有することを特徴とする。
　また、本願請求項２に係る考案は、前記請求項１に係るキャスター付きガソリン携行缶
において、前記キャスター付きガソリン携行缶は、缶上面に給油口を有し、当該給油口が
設けられる側面の反対側には、給油の際して使用するノズルホースを収納するノズルホー
ス収納部が設けられたことを特徴とする。
　さらに、本願請求項３に係る考案は、前記請求項１に係るキャスター付きガソリン携行
缶において、前記ノズルホース収納部の下方の缶体底端部には、給油の際に給油者が持ち
上げる握棒及びその周囲を空所にした握棒凹所を形成したことを特徴とする。
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【考案の効果】
【００１６】
　本願考案に係るキャスター付きガソリン携行缶によれば、ガソリンの携行運搬に際して
容易に運搬でき、また、階段の昇降に際しても容易に昇降できるという効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、実施例１に係るキャスター付きガソリン携行缶１の概略斜視図、
【図２】図２は、本実施例１に係るキャスター付きガソリン携行缶１の横側面図、
【図３】図３は、同縦側面図、
【図４】図４は、キャスターを使用して当該ガソリン携行缶１を運搬する状態を示す図、
【図５】図５は、同キャスター付きガソリン携行缶１に階段を昇降する状態を示す図、
【図６】図６は、握棒及び握棒凹所部分の拡大部分図、
【図７】図７は、握棒を給油者が手に持って高く掲げて自動車等の燃料タンクに給油が容
易となることを示す図、
【図８】図８は、本実施例１に係るキャスター付きガソリン携行缶１を二つ縦方向に重ね
た状態を前記側板２の方向から見た横側面図、
【図９】図９は、同縦側面図、
【図１０】図１０は、実願２０１１－９７３において既に提案されている灯油運搬キャス
ター付きポリ容器の実施例の概略を示す図、
【図１１】図１１は、実開昭６３－１２０８３５号公報に開示の考案に係る燃料用携行缶
を示す斜視図
【図１２】図１２は、市販のガソリン携行缶（２０リットル）の概略を示す図である。
【考案を実施するための形態】
【００１８】
　本願考案に係るキャスター付きガソリン携行缶を実施するための形態としての一実施例
を図面に基づき詳細に説明する。
【実施例１】
【００１９】
　図１～図５は、本考案に係るキャスター付きガソリン携行缶を実施するための形態の一
実施例であるキャスター付きガソリン携行缶の実施例１を示す図であり、そのうち、図１
は、実施例１に係るキャスター付きガソリン携行缶１の概略斜視図であり、図２は、本実
施例１に係るキャスター付きガソリン携行缶１の横側面図、図３は、同縦側面図、図４は
、キャスターを使用して当該ガソリン携行缶を運搬する状態を示す図、図５は、同キャス
ター付きガソリン携行缶に階段を昇降する状態を示す図である。
【００２０】
　図１～図５において、１は、本実施例１に係るキャスター付きガソリン携行缶体、２は
、側板、３、３は、主柱、４、４は、階段昇降用キャタピラー部であり、それぞれのキャ
タピラー部４、４は帯状のベルト４Ｂ、４Ｂからなり、一方のキャタピラー部４の内部に
複数のゴム等の車４ａ、４ｂ、４ｃ、４ｄ、４ｅ、また、他方のキャタピラー部４の内側
にも同複数の車４ｆ、４ｇ、４ｈ、４ｉ、４ｊが配置される。また、５は、主柱突部、６
は、起立支持部、７は、凹部、８ａは、缶上部、８ｂは、傾斜面、９は、子柱、１０，１
０は、キャスター部、１１は、給油口、１２は、給油口キャップ、１３は、子柱係止部、
１４は、ノズルホース収納部、１５は、握棒、１６は、握棒凹所、１７は、車軸、１８は
、取っ手である。
【００２１】
　本実施例１に係るキャスター付きガソリン携行缶体１は、錆の発生を抑えるため、缶体
１の外面及び内面とも、例えば、所定厚のクロメートフリー電気亜鉛メッキ鋼板をシーム
溶接等で加工処理しており、強度的にもガソリンの携行運搬に耐えうるものとしている。
【００２２】
　そして、図１～図５に示すように、本実施例１に係るキャスター付きガソリン携行缶１
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は、側部に側板２が配置され、該側板２の両側には、上方で前記主柱突部５に連なる前記
主柱３が取り付けられている。該主柱突部５は、前記子柱９に回動可能に取り付けられる
前記子柱係止部１３により、当該主柱突部５に係止される構造からなる。すなわち、当該
缶の側部には缶と一体に側板が配置され、当該側板の両側には、内部に複数の車を配置し
、その複数の車輪の周囲を摺動する帯状ベルトからなるキャタピラ部が配置され、また、
前記側板下部には、前記側板と一体に構成される車軸を有するキャスター部とが配置され
る。さらに、前記側板の両側の前記キャタピラ部の両内側には、前記主柱及びこの主柱に
回動可能に係止される子柱が配置される。
【００２３】
　そして、前記キャスター部１０、１０や前記キャタピラー部４、４を使用しないときに
は、前記子柱９は、折り込まれて前記主柱３、３の間に収容されるが、前記キャスター１
０、１０や前記キャタピラー部４、４により当該携行缶体１を引き回したり階段昇降する
際には、前記子柱９を前記主柱３、３の延長方向に回動させて、しかる後、前記子柱係止
部１３を前記主柱突部５に絡ませて子柱９を係止して、前記主柱３、３の延長方向に延長
して使用する。
【００２４】
　図４は、上述するように、前記子柱９を伸ばして本実施例１に係るキャスター付きガソ
リン携行缶１の引き回す状態を示す図であり、符号は、上記図１ないし図３と同じ符号で
示している。図４に示すように、本実施例１に係るキャスター付きガソリン携行缶体１を
平地で引き回すには、前記子柱９を伸ばして前記主柱突部５に前記子柱係止部１３を絡ま
せて係止し、一直線状になった前記子柱９及び前記主柱３を傾斜させ、前記キャスター１
０、１０を転がして引き回す。このようにすることにより、平地でのガソリン携行及び運
搬移動が容易となる。
【００２５】
　なお、本実施例１に係るキャスター付きガソリン携行缶１においては、引き回しをしな
いときには、前記キャスター１０、１０と前記起立支持部６とで缶体１を支え倒れないよ
うにする。このとき、前記起立支持部６は、地面との接地面(図示外）の塗装を一部欠如
する状態に加工され、発生する静電気等を地面に逃すようにしている。この場合、上述の
ように塗装の一部を欠如させてもよいが、前記起立支持部６の底面の塗装面に地金である
鋼板に到達するねじ穴(図示外）を設け、このねじ穴にネジ(図示外）をねじ込んで、ネジ
の頭が地面との接地面となるようにしてもよく、その他、静電除去のための鎖(図示外）
等を付加してもよい。
【００２６】
　また、前記キャスター１０、１０は、本実施例１に係るキャスター付きガソリン携行缶
体１では、車軸１７を渡してこの車軸１７に対して直角に方向にしか動かない車輪形式の
キャスターとしたが、これは、キャスター取付軸を中心に水平方向に３６０度回動可能な
キャスターであってもよく、また、任意に停止可能とする水平方向の３６０度の回動を抑
制する及び／又は移動を抑制するストッパー付きキャスター（図示外）としてもよい。
【００２７】
　また、本実施例１に係るキャスター付きガソリン携行缶体１を用いて階段昇降を行う場
合には、前記帯状ベルト４Ｂ、４Ｂを昇降する階段の段差の角に当接させ、階段方向に引
っ張ると、帯状ベルト４Ｂ、４Ｂが前記車４ａ，４ｂ、４ｃ、４ｄ、４ｅや４ｆ、４ｇ、
４ｈ，４ｉ，４ｊの回動によって前記ベルトが摺動し、階段を抵抗なく昇降することがで
きる。図５は、本実施例１に係るキャスター付きガソリン携行缶体１で階段を昇降する際
の状態を示す図であり、符号は、上記図１ないし図３と同じ符号で示している。図５に示
すように、本実施例１に係るキャスター付きガソリン携行缶体１で階段を昇降する際には
、前記子柱９を伸ばして前記主柱突部５に前記子柱係止部１３を絡ませて係止し、一直線
状になった前記子柱９及び前記主柱３を傾斜させ、前記帯状ベルト４Ｂ、４を昇降する階
段の段差の角に当接させ、階段上方向に引っ張ると、帯状ベルト４Ｂ、４Ｂが前記車４ａ
，４ｂ、４ｃ、４ｄ、４ｅや４ｆ、４ｇ、４ｈ，４ｉ，４ｊの回動によって前記ベルトが
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摺動し、階段を抵抗なく昇降することができる。
【００２８】
　なお、本実施例１に係るキャスター付きガソリン携行缶体１にあっては、前記給油口１
１に工夫を凝らしエア抜き機能を付加しているため、従来のエア抜きネジ２０２のような
ものを要しない。このため、エア抜きネジ２０２の閉め忘れや紛失の恐れがないことはも
ちろん、携行運搬の途中で気化したガソリンが漏れ出ることがないようにしている。
【００２９】
　また、本実施例１に係るキャスター付きガソリン携行缶体１においては、図１ないし図
５に示すように、缶体１の前記給油口１１の反対側の側面には、前記ノズルホース収納部
１４が設けられ、当該ノズルホース収納部１４には、従来のガソリン携行缶２００で使用
されると同様の伸縮式のポリエチレン製等のノズルホース２０４が収容される。当該ノズ
ルホース収納部１４は、ガソリンの携行運搬の際に当該ノズルホース２０４等にゴミ等が
付着するのを避け、また、当該ノズルホース２０４の使用の際に付着するガソリンが携行
運搬の際に気化して臭気発散を押さえるためにある程度の密閉性を保つように構成される
。
【００３０】
　なお、本実施例１に係るキャスター付きガソリン携行缶体１においては、前記給油口１
１は、前記缶上面８ａから前記ノズルホース収納部１４の反対側の側面まで若干の傾斜さ
せた面８ｂ上に設けられるが、この給油口１１は、直接当該斜面に設けるのではなく、本
実施例１に係るキャスター付きガソリン携行缶１においては、当該傾斜面に設けられる円
錐台突起１１ａの先端に設けられる。このような円錐台突起形状とすることにより、給油
の際には、缶内にガソリンを残すことなく最後まで給油することができる。
【００３１】
　また、本実施例１に係るキャスター付きガソリン携行缶１においては、前記ノズルホー
ス収納部１４を缶体１の外側に設けるようにしたが、これは、缶体１の外側に設けること
なく、前記給油口キャップ１２に工夫を凝らし、例えば、前記ノズルホース２０４が、当
該給油口キャップ１２と一体に構成され、通常の状態では、缶体１の内部に収容されるよ
うな構造の給油口キャップ１２とし、さらに、この給油口キャップ１２は、給油口１１に
ねじ込まれる給油口ネジキャップ部と、この給油口ネジキャップ部の上に同一のネジ寸法
で配置される平キャップ部とに分解できる構造のものとし、ノズルホース２０４を使用す
る際には、当該給油口ネジキャップ部を外して、缶体１の給油口１１の中から一体に収納
されているノズルホース２０４を取り出し、次いで、前記平キャップ部を取り外し、取り
外した前記給油口ネジキャップ部を逆向きにして、当該ノズルホース２０４が給油口１１
に取り付けられるように当該給油口ネジキャップ部を給油口１１にねじ込んで当該ノズル
ホース２０４を固定して使用するようにしてもよい。
【００３２】
　そして、当該ノズルホース２０４を使用後は、前記給油口ネジキャップ部を給油口１１
から取り外し、逆向きにして前記なずるホース２０４と一体となった前記給油口ネジキャ
ップ部を前記給油口１１にねじ込み、さらに、その上に前記平キャップ部をねじ込むよう
にしてもよい。このような構成のノズルホース２０４を有する缶体１であるならば、前記
ノズルホース収納部１４を設ける必要はない。
【００３３】
　また、本実施例１に係るキャスター付きガソリン携行缶体１には、ガソリンを小型船舶
や農業機械、チェーンソー、草刈機などの小型エンジンを搭載する器具の燃料タンク等に
給油する際に、給油の便宜なように前記缶体１の前記ノズルホース収納部１４の下方の缶
体１の底端部に前記握棒１５を配置し、また、当該握棒１５を給油者が手で持つことがで
きるように、その周囲に前記握棒凹所１６を形成している。図６は、当該握棒１５及び握
棒凹所１６部分の拡大部分図であり、図７は、当該握棒１５を給油者が手に持って高く掲
げて自動車等の燃料タンクに給油が容易となることを示す図である。
【００３４】



(8) JP 3169211 U 2011.7.21

10

20

30

40

50

　なお、本実施例１に係るキャスター付きガソリン携行缶体１にあっては、ガソリンを缶
体１内に補給し、又は、補給せずに空の缶体１を縦方向又は横方向に積み重ね可能に構成
される。図８は、本実施例１に係るキャスター付きガソリン携行缶１を二つ縦方向に重ね
た状態を前記側板２の方向から見た横側面図であり、図９は、同縦側面図である。図８、
図９において、符号は、上述の図１ないし図５に示した同一の部材は同一の符号で示した
。図８、図９に示されるように、本実施例１に係るキャスター付きガソリン携行缶１二つ
を縦積みにするなどして、倉庫等に複数の缶体１を保管すれば、保管場所を要せずに便利
である。
【産業上の利用可能性】
【００３５】
　本願考案に係るキャスター付きガソリン携行缶は、ガソリンを携行運搬しなければなら
ない場合に利用される
【符号の説明】
【００３６】
　１ ガソリン携行缶
　２ 側板
　３ 主柱
　４ キャタピラ
　４Ｂ 帯状ベルト
　４ａ～４ｆ 車
　５ 主柱突部
　６ 起立支持部
　８ａ 缶上面
　８ｂ 傾斜面
　９ 子柱
 １０、１０ キャスター
 １１ 給油口
 １２ 給油口キャップ
 １３ 子柱係止部
 １４ ノズルホース収納部
 １５ 握棒
 １６ 握棒凹所
 １７ 車軸
１０１ ポリ容器
１０２ タンク
１０６ キャスター
１０７ キャスター突起
１０８ キャスター軸
１１０ 取っ手
１１１ 伸縮取っ手収納板
１１２ 取っ手収納筒
１１４ａ～１１４ｊ 階段昇降用コロ
１１４ａ～１１４ｊ コロ
１１５ 伸縮ストッパー
１２３ａ ポンプ収納筒
１２３ｂ 蓋
１５１ 缶体
１５２ 注ぎ口
１５４ 把手
１５４Ｔ 嵌込溝



(9) JP 3169211 U 2011.7.21

１５４ｃ 係止片
１５７ 燃料注出用ホース
１５７ａ、１５７ｂ 両端口
１５８ 空気抜きボルト
２００ ガソリン携行缶
２０２ エア抜きネジ
２０３ 取手
２０４ ノズルホース
　

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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