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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
３本の鉄製のパイプ（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）を横に並べて溶接した連結部（２）と、その連結
部（２）の各パイプ（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）に，各パイプ（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）の内径より細い
外径の鉄製パイプを入れ，曲げて長方形にした前方脚部（３），後方脚部（４），及び
押し手（５）と，前方脚部（３），後方脚部（４）の各下端部に設け，ショッピングカー
トとして使用する時に，床面に垂直になり、最先端に回転自在キャスターを有する延長パ
イプ（３－１）（３－２）（４－１）（４－２）と，前後及び全体の安定感が増すように
，前方脚部（３）及び，後方脚部（４）の下部間に渡した，細い鉄製の棒を格子状に組ん
で長方形にした下部買い物カゴ受け（７）と，連結部（２）より上方にあげた
押し手（５）の左右側面と後方脚部（４）との間に設けた左右のストッパー（８），（９
）と，押し手（５）の左右側面に設け，連結部（２）に載置された上部買い物カゴを支え
るコの字型パイプ（６）と，からなることを特徴とする折りたたみ式シヨッピングカート
。
【請求項２】
本体（１）の素材は鉄製パイプに変えて合成樹脂を使用した請求項１記載の折りたたみ式
ショッピングカート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は，折りたたみの出来るショッピングカートの構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来買い物をする時は、店内に用意されているショッピングカートを使用する。重
い買い物かごを保持するより、ショッピングカートを用いる方が楽で便利である。
ショッピングカートに関する出願は国際的にも多く見受けられる。大まかに分類す
ると、スーパーの店内に用意されているショッピングカートに関するもので、特許
文献１のように、ショッピングカート及びショッピングカートの各部の構造に関す
るもの。特許文献２のように、小さい子供を乗せて買い物をする時に子供が安全で
あるような構造に関するもの。特許文献３のように買い物中に様々な情報を得られ
るシステム、またはショッピングカート内の商品の決済を自動で行うシステムに関
するものも多数見受けられる。
個人用のショッピングカートに関しては特許文献４のように、キャスター付きのバ
ッグにハンドルを付けて引いて持ち運びするもの。特許文献５のように、高齢者が
疲れた時に休めるような椅子の付いたものなど様々ある。
買い物かごを車まで運び、かごを車に乗せると同時にカートも乗せて家まで運ぶこ
とのできる折りたたみ式ショッピングカートに関しては特許文献６・特許文献７・
特許文献８・特許文献９・特許文献１０があるが、いずれも構造に違いがあり、本
発明と同様の構造をもつものは見当たらない。他に特許文献１１・特許文献１２が
あるが文面から構造が同じとは思えない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許５０７４００８号公報
【特許文献２】特許４９６８６４０号公報
【特許文献３】特許５１８１７８６号公報
【特許文献４】特許４３６８９８２号公報
【特許文献５】特許３０８０９５３号公報
【特許文献６】特開２００７－０３０８５６号公報
【特許文献７】特開２００５－１８６６５６号公報
【特許文献８】特開２００２－３１６６４８号公報
【特許文献９】実開平０６－０６７２５６号公報
【特許文献１０】登録実用新案３１７４８５６号公報
【特許文献１１】中国実用新案（和文）抄録２０１２２４４７８号公報
【特許文献１２】中国実用新案（和文）抄録２０１１５３６３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
従来スーパーなどで買い物をする時は、店内に備え付けてあるショッピングカートに同じ
く店内に備え付けてある買い物かごを乗せて行う。レジで精算をする時は店員が別の買い
物かごに入れながら行う。買い物客は精算済みの荷物をバッグに入れ直して持ち帰るが、
エコが推奨されるようになり、マイバッグや個人所有の買い物かごを使用する人が増え、
店員が精算時に精算されたものをマイバッグや個人所有の買い物かごに入れてくれるサー
ビスを行っているところも増えてきている。
買い物客は荷物を再びカートに乗せて玄関まで運ぶが、玄関にショッピングカートを置い
て重い荷物を車まで運ばなくてはならない。または車までショッピングカートを使用して
荷物を運んでも、荷物を車に積んだ後再び玄関までショッピングカートを返しに行かなく
てはならない。個人がショッピングカートを所有するにしても、店内で使用されているシ
ョッピングカートは車には積みづらい。店内備え付けの買い物かごを乗せて買い物をする
ことが出来、精算後は個人所有の買い物かごまたはバッグを乗せて車まで運び、荷物を車
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に移動させると同時に車に乗せることができるショッピングカートを作ることが解決しな
ければならない課題である。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
課題を解決するために、本発明の本体（１）は以下の構成とした。
（ア）３本の鉄製のパイプＡＢＣを横に並べて溶接して連結部（２）とした。
（イ）連結部（２）の、鉄製のパイプの内部に、パイプを入れて、曲げて長方形に
した長方形パイプを３本設けた。
（ウ）３本の長方形パイプのうち１本を前方脚部（３），もう１本を後方脚部（４）
とし、残り１本は連結部（２）より上方に持ち上げて押し手（５）とした。
（エ）長方形パイプに２個の回転自在キヤスターを有した前方脚部（３）と，長方形
パイプに２個のストッパー付き回転自在キヤスターを有した後方脚部（４）を設
けた。
（オ）長方形パイプにコの字型パイプ（６）をヒンジで取り付けて押し手（５）とする。
（カ）前方脚部（３）と後方脚部（４）に下部買い物カゴ受け（７）を渡す事により，
ショッピングカートの脚部及び全体を安定させる。
（キ）押し手（５）と，コの字型パイプ（６）及び連結部（２）でショッピングカート
上部の買い物カゴ置き場とする。
（ク）押し手（５）の中間部より後方脚部へフックによるストッパー右（８），スト
ッパー左（９）を掛ける。
それによって，前後及び全体の安定感が増し，組み立ても，折りたたみも容易に
出来る構造にした。
 
【発明の効果】
【０００６】
本発明は，以下の効果を有する。
（１）  
自己所有のショッピングカートを持つことにより、買い物をした後荷物を店から車まで、
あるいは自宅まで楽に持ち運ぶことが出来る。
（２）  
大きな駐車場の周りに店が点在する時、買った物を移し替えることなく次の店で買い物を
することができるので楽である。
（３）  
ショッピングカートを折りたたみ式にしたことにより、車に楽に乗せることが
できる。
（４）  
ショッピングカートの上の部分と下の部分に買い物かごを乗せることが出来るので、荷物
を沢山運ぶことが出来る。
（５）  
ショッピングカートは海外の車社会で多く使われているので、折りたたみ式の
ものも海外に販路を求め外貨を獲得できる商品となり得る。
 
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明使用時の斜視図
【図２】本体使用時の正面図
【図３】連結部
【図４】ストッパー及びヒンジ取付け部拡大説明図
【図５】本体の左側面図
【図６】本体の右側面図
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【図７】矩形パイプ（５）をたたんだ時の右側面図
【図８】コの字パイプをたたんだ時の右側面図
【図９】下部買い物かご受けを外した時の正面図
【図１０】折りたたんだ時の平面図
【発明を実施するための形態】
【０００８】
以下本発明の実施形態について説明する。
３本の鉄製のパイプを横に並べて連結させて溶接し連結部（２）とする。
連結部（２）の、鉄製のパイプの内部に、鉄製のパイプの内径より細い外径の鉄製パ
イプを入れ、曲げて矩形にした矩形パイプを3本設ける。
3本の矩形パイプのうち１本を前方脚部（３）もう１本を後方脚部（４）とし、残り
1本は連結部（２）より上方に持ち上げて押し手（５）とする。
【０００９】
後方脚部（４）は前方脚部（３）より幅が狭いものとする。
前方脚部（３）と後方脚部（４）は最下部の両端に、ショッピングカートとして使用する
とき床面に垂直となる角度に折り曲げた左前方脚部延長パイプ（３―１）右前方脚部延長
パイプ（３－２）左後方脚部延長パイプ（４－１）右後方脚部延長パイプ（４－２）を設
ける。
左前方脚部延長パイプ（３－１）右前方脚部延長パイプ（３－２）の先端に、キャスター
の根元で水平に自在に回転する回転自在キャスター左（３－３）回転自在キャスター右（
３－４）を、左後方脚部延長パイプ（４－１）右後方脚部延長パイプ（４－２）の先端に
ストッパー付き回転自在キャスター左（４－３）ストッパー付き回転自在キャスター右（
４－４）を設ける。
後方脚部（４）の左右両サイドにボルトを使って左ストッパー受け（４－５）右ストッパ
ー受け（４－６）を設ける。
細い鉄製の棒を格子状に組んで長方形にしたものを、ショッピングカート下部の買い物か
ご置き場（７）とする。その長辺の一方の延長上を円型部分にし、下部買い物かご受け左
前部（７－３）、下部買い物かご受け右前部（７－４）とし前方脚部（３）の最下部を通
し、他方の延長上を長いかぎ型のフック（７－１）としこれを後方脚部（４）の最下部に
掛ける。また下部買い物かご受け（７）の前後の中ごろを曲げて買い物かご落下防止（７
－２）とする。
前方脚部（３）と後方脚部（４）及び下部買い物かご置き場（７）で三角形を形成す
ることによりショッピングカートの脚部が固定され、安定して走行することができる。
【００１０】
押し手（５）は連結部（２）より上方に回して持ち上げ押し手とする。
押し手（５）の最上部にショッピングカートを押すためのグリップ（５－１）、
　　　中間部にショッピングカートとして用いたとき買い物かごの上部の高さに相当する
位置に横棒（５－２）を設ける。
矩形パイプと同じ鉄製のパイプをコの字型に曲げたコの字型パイプ（６）は両サイド
の左先端部（６－１）および右先端部（６－２）に、左ヒンジ支点（６－３）右ヒン
ジ支点（６－４）を支点として回転するヒンジを設け、左ヒンジ（６－１）右ヒンジ
（６－２）は押し手（５）の連結部より上方にとりつける。
更に押し手（５）の左右中間部に左ストッパー（８）及び　右ストッパー（９）を、
左ストッパー（８）は左ストッパー支点（８－１）を、右ストッパーは右ストッパー
支点（９－１）を支点として回転するように設ける。
コの字型パイプ（６）をヒンジで開き、左ストッパー（８）右ストッパー（９）の左
ストッパーフック（８－２）右ストッパーフック（９－２）を後方脚部（４）の左ス
トッパー受け（４－５）右ストッパー受け（４－６）に掛けてショッピングカート全
体を安定させる。
【００１１】
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　　　折りたたみ式ショッピングカートは、次の手順で組み立てる。
折りたたみ式ショッピングカートを車から降ろして、キャスターが下になるようにし
て地面に立て、前方脚部（３）と後方脚部（４）を開き、買い物かご受け（７）を後
に倒して先端の長いかぎ型のフック（７－１）を後方脚部（４）の下部に掛けて安
定させる。
押し手（５）を上方に持ち上げるように回して左ストッパー（８）右ストッパー（９）
の左ストッパーフック（８－２）右ストッパーフック（９－２）を左ストッパー受け
（４－５）右ストッパー受け（４－６）に掛けて安定させる。
コの字型パイプ（６）をヒンジで開き、店までショッピングカートを押して移動する。店
備え付けの買い物かごを連結部（２）の上に置く。
折たたみ式ショッピングカートの上部買い物かご（１０）は連結部（２）の上にあり、
前をコの字型パイプ（６）の上部、後ろを押し手（５）の横棒、両サイドは押し手（５）
とコの字型パイプ（６）によって支えられるために落下することはない。
折りたたみ式ショッピングカートの下部買い物かご受け（７）の上に買い物かご
（１０）を置く。下部に置かれた買い物かごは前後を下部買い物かご落下防止
（７－２）両サイドは前方脚部（３）後方脚部（４）で支えられるために落下するこ
となく安心して買い物を楽しむことが出来る。
精算後は買い物をした荷物を自己所有の買い物かごに入れて、押し手（５）を押して
車まで運んで買い物かごごと車に積み込む。左ストッパー（８）右ストッパー（９）
を外して押し手（５）を連結部（２）の下方へ回して下し、ヒンジでコの字型パイプ
（６）  
を倒し、長いかぎフック（７－１）を後方脚部（４）から外して前方脚部（３）
と後方脚部（４）を閉じ、下部買い物かご受け（７）を上方へ回して持ち上げると折りた
たみ式ショッピングカートはコンパクトになり、そのまま車に積み込むことが出来る。
【符号の説明】
【００１２】
１      　本発明本体　　　
２      　連結部　　　
３      　長方形パイプ（前方脚部）
３－１　　延長パイプ（左前方脚部）
３－２　　延長パイプ（右前方脚部）
３－３　　回転自在キャスター（左）
３－４　　回転自在キャスター（右）
４      　長方形パイプ（後方脚部）
４－１　　延長パイプ（左後方脚部）
４－２　　延長パイプ（右後方脚部）
４－３　　ストッパー付き回転自在キャスター（左）
４－４　　ストッパー付き回転自在キャスター（右）
４－５　　左ストッパー受け
４－６　　右ストッパー受け
５      　長方形パイプ（押手）
５－１　　グリップ
５－２　　横棒
６      　コの字形パイプ
６－１　　左ヒンジ
６－２　　右ヒンジ
６－３　　左ヒンジ支点
６－４　　右ヒンジ支点
７      　下部買い物カゴ受け
７－１　　長いかぎフック（下部買い物カゴ受け後部）
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７－２　　下部買い物カゴ受け落下防止
７－３　　下部買い物カゴ受け左前部
７－４　　下部買い物カゴ受け右前部
８        右ストッパー
８－１　　右ストッパー支点
８－２　　右ストッパーフック
９　　　　左ストッパー
９－１　　左ストッパー支点
９－２　　左ストッパーフック
１０　　　買い物カゴ
　Ａ　　　　鉄製パイプ［長方形の前方脚部（３）にするためにパイプの中に入れる］
　Ｂ　　　　鉄製パイプ［長方形の後方脚部（４）にするためにパイプの中に入れる］
　Ｃ　　　　鉄製パイプ［長方形の押手形（５）にするためにパイプの中に入れる］
 

【要約】
【課題】本発明は店内備え付けの買い物かごを乗せて買い物をすることが出来、精算後は
個人所有の買い物かごを乗せて車まで運び、荷物を車に移動させると同時に車に積み込む
ことができるショッピングカートを提供する。
【解決手段】3本のパイプを溶接して連結させ、その各穴に3本のパイプを通し折り曲げて
3本の矩形パイプを作る。そのうち２本の矩形パイプと下部に細い鉄製の棒で出来た買い
物かご置き場を渡してショッピングカートのキャスター付き脚部とする。残りの1本の矩
形パイプとそれにヒンジで接続するコの字型パイプでショッピングカートの上部にも、買
い物かごを乗せることが出来る。折りたたむと荷物と一緒に車にも積み込むことができる
ことを特徴とする。
【選択図】図６
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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