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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】根腐れの心配もなく、洋蘭類の管理がし易い。
水やり不要システムを提供する。
【解決手段】底部に穴のない大きい花瓶又は鉢形の容器
１の上に小さい花鉢又は鉢形容器５を乗せる二重構造で
、大きい花瓶又は容器１の内部底部３に多機能鉱石「ク
イックライト（登録商標）」４を敷き、水を多機能鉱石
を敷きしめた高さまで入れる、大きい花瓶又は鉢形の容
器１の上に底部に穴のある一回り小さい花鉢又は鉢形容
器５を載せ、大きい花瓶又は鉢形の内部に敷きしめた多
機能鉱石又は小さい花鉢又は鉢形容器の底に水が接触し
ないように設定する、花瓶内の水が温度差により蒸発し
、気体となり、小さい花鉢又は鉢形容器の底の穴から水
ゴケ等に適度な湿りっ気を与えるため、水分を補給でき
、花瓶の水分が無くなるまで補給は不要である
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　大きい花瓶又は容器（１）の内部に水（２）を入れ、大きい花瓶又は容器（１）の底部
（３）に、多機能鉱石「クイックライト」（４）を適度な高さに敷く、小さい花鉢又は鉢
形容器（５）を大きい花瓶又は容器（１）に重ねたとき、その底が敷きしめた多機能鉱石
「クイックライトに」（４）に接触以下で、小さい花鉢又は鉢形容器（５）の底部中心に
花鉢又は鉢形容器の穴（６）が設けられたことを特徴とする多機能鉱石「クイックライト
」を使って洋蘭類の管理に水やり不要システム。
【請求項２】
　花瓶又は容器の内部底部に多機能鉱石「クイックライト」を敷き、その中に水を入れ多
機能鉱石「クイックライト」の特性を最大限に利用した事を特徴とする請求項１記載の多
機能鉱石「クイックライト」を使って洋蘭類の管理に水やり不要システム。
【請求項３】
　底部に穴のない大きい花瓶又は容器の上に、底部に穴のある一回り小さい花鉢又は鉢形
容器をのせ、二重にした事を特徴とする請求項１～２記載の多機能鉱石「クイックライト
」を使って洋蘭類の管理に水やり不要システム。
【請求項４】
　花瓶又は容器の内部に多機能鉱石「クイックライト」を敷き、水を入れて、多機能鉱石
「クイックライト」の特性である、遠赤外線、微量のマイナスイオン、草花、観葉植物の
光合成機能を高め、ガスを中和し、虫を寄せ付けず、水の腐食が起こりにくくなり、病気
の原因となる細菌やカビを防ぎ、部屋の脱臭、抗菌効果があり、数ヶ月、水の補給のみで
、草花が長持ちする請求項１～３記載の多機能鉱石「クイックライト」を使って洋蘭類の
管理に水やり不要システム。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、多機能鉱石「クイックライト」を使用して、植木鉢、花瓶、又は容器の底部
に多機能鉱石「クイックライト」を敷き、水を入れ、花瓶、容器の口の大きさに合わせて
ランの鉢を選び、花瓶の口にランの鉢を重ねるランの花鉢又は、植木鉢の水やり不用シス
テムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、草花や植木類を育て、観賞するには、適当な養分と水を定期的に供給し、特に水
の供給量が重要であり、植木鉢及び花鉢の給水が主な問題になっている。朝、夕に一定の
時間ごとに水を補給したり、給水できないとか、又反対に一度に多量に給水すると土や養
分が流失したり、又、根が腐ったりして枯れたりする問題等もあり、特に植木鉢の底には
水抜き穴を設けた構造にしている、植木鉢内であっても栽培用土壌内に根がしっかり張っ
ている状態でないと土壌内から水、養分の吸収が悪く育成が安定せず、病虫害の発生の原
因にもなる。近年いろいろの給水方法や自動給水などの特許が出願されている。
【特許文献１】　特許３６６０４１７号公報
【特許文献２】　特許３２４９３７１号公報
【考案の開示】

【考案が解決しようと課題】
【０００３】
　本考案の目的は、花瓶、又は鉢形容器等において、洋蘭類の管理をするために給水が十
分で、その他水の腐食による臭気、根腐れ等の諸問題を解決するため多機能鉱石「クイッ
クライト」の特性を生かし、その鉱石を利用し、花瓶、又は鉢形容器の底部に多機能鉱石
「クイックライト」を敷き、水をいれる。花瓶の口の大きさに合わせてランの鉢を選び、
花瓶の口にランの鉢を重ねる。
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【０００４】
　多機能鉱石「クイックライト」は珪酸、マグネシウム、カルシウム、アルミニウム、マ
グネシウム磁鉄鉱等を主成分として微量成分を含み土地改良剤として品質味覚の向上に役
立ち、弱アルカリ性なので酸性土壌を中和し、微量成分の活性を高め、土壌の通気性を良
くします。又、鉢植えの土の表面に「クイックライト」を敷き観葉植物・草花等に利用す
ることで観葉植物の光合成機能をたかめると、ともに諸種の植物ホルモンを活性化し健康
な植物が育ちます。
【０００５】
　花瓶内に多機能鉱石「クイックライト」と水をセットした花瓶内の水が温度差により蒸
発し、気体となり鉢底の穴から水ゴケ等に適度な湿りっ気を与えるので根腐れの心配もな
く、非常に洋蘭類の管理がしやすく、花瓶底部の水が無くなるまで水の補給は不要です。
湿地生蘭もあり、蘭の種類によって、鉢底の穴を調整する。但し、ガラス器の透明な花瓶
は時間がたつと水にアオコが発生するため、定期的に水の交換は必要です。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本考案は、上記目的を達成するため、各種材料の大小２個の花瓶又は容器１・５を設け
る。大きい花瓶又は容器１の底部３に多機能鉱石「クイックライト」４を敷きしめる、そ
して、花瓶又は容器の多機能鉱石「クイックライト」の上面付近まで水を入れる。小さい
花鉢又は鉢形容器５には洋蘭類等を植え、小さい花鉢又は鉢形容器の底部３の中心部に小
さな穴６を設ける、多機能鉱石「クイックライト」と水の入った花瓶又は容器１に洋蘭類
を植えた小さい花鉢又は鉢型容器５を乗せ二重にしたランの花を植えた花鉢又は鉢型容器
６を構成したものである。
【０００７】
　多機能鉱石「クイックライト」等を花瓶又は容器に利用したものはなく、その特性であ
る遠赤外線や微量のマイナスイオンを放射し、お部屋の脱臭・抗菌・防カビ・環境効果、
水の酸化還元作用で、水の腐敗が起こりにくいため、草花、生花の日持ちが良く、根腐れ
等もなく、また、高い遠赤外線放射率を示し、これらの効果により植物を活性化し病虫害
の発生を抑制する効果等本発明に使用する多機能鉱石「クイックライト」の特性を利用し
たものである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明は、上述のように二重構造の花瓶で、多機能鉱石「クイックライト」の特性を十
分に発揮するため、大きい花瓶又は容器の内部底面に多機能鉱石「クイックライト」を敷
きつめ、水を入れることで、多機能鉱石「クイックライト」特性である強い遠赤外線が病
気の原因となる細菌やカビを防ぎ、脱臭、抗菌、病虫害の発生を抑制し、微量のマイナス
イオンの放射により、ガスを中和し、虫をよせつけない効果、及び水の腐敗がおこりにく
く、草花等の根腐れも少なく、花瓶又は容器の底部の水が無くなるまで水の補給は不要で
ある。この大きい花瓶又は容器の上に非常に管理が難しい洋蘭類を植えた底部に穴のある
小さな花鉢又は鉢型容器を載せ、その花鉢又は鉢型容器の底部に直接水が付かないように
することで、大きい花瓶又は容器内の水が温度差により蒸発し、気体となり小さな花鉢又
は鉢形容器の底の穴から適度の湿りっ気が入り洋蘭類の管理が容易になる効果が期待でき
る。
【０００９】
　洋蘭は水やりが非常に難しく、季節や種類によっても水の量や水やりの間隔が違い、水
やり不要は、蘭の育成管理が非常に楽になった。特に洋蘭は贈答品に利用が多く、贈られ
てきた方も「水やり」の手間がなく、蘭管理が楽になれば、需要がもっと増える。従来の
よう蘭は贈られても、折角の豪華な蘭の花瓶・鉢でも鉢の周りには包装紙がまかれ、その
まんま飾られていることが多い。その理由は蘭のラン花瓶、鉢の底には水抜きの穴があり
、必ず水の受け皿が必要だが「水ヤリ不要システム」では、蘭園芸農家で出荷の際、鉢で
はなく底に穴の開いていない花瓶を利用すると、受け皿は不要になる。



(4) JP 3141057 U 2008.4.24

10

20

30

40

50

【００１０】
　蘭園芸農家では、蘭は素焼き又はプラスチック鉢で栽培が一般的で化粧鉢は出荷の際に
セットされている、又、化粧鉢をそのまま花瓶として利用する場合は底の穴にゴム栓８を
すれば、花瓶としても利用できる。
【００１１】
　鉱石・クイックライトによる水の変化について。
　（イ）ＰＨ（酸性・アルカリ度）　当地の水道水のＰＨは７．２～７．５であるのに対
して、鉱石を入れた水は７．９～８．２であり弱アルカリ性となる。
　（ロ）酸化還元電位（ＯＲＰ）　　水道水のＯＲＰは５８０ｍＶであるのに対して、鉱
石を入れた水は２３０ｍＶと低く大幅にＯＲＰが下がる。
　（３）電気伝導度（単位はμＳ／ｃｍ）　水の不純物と外気からの汚染により発生する
イオン性の物質が多くなると電機が通りやすくなり電気伝導度が高くなるので電気伝導度
は水の汚れの目安になる。フレッシュ水道水の電気伝導度は２１０であるが１週間後には
３９０になるのに対し、鉱石を入れた水は２１０のものが１週間後には２０５と若干低下
傾向であり水が還元性であるために腐蝕が起こりにくいことがわかる。（水の交換不要）
【００１２】
　商品名多機能鉱石「クイックライト」は埼玉県小川町の八和田高山で採取する鉱石を加
熱・精製処理をしたセラミック形の植物活力剤です。「小川町特産品」
【００１３】
　多機能鉱石「クイックライト」は遠赤外線放射率／波長域３～２０μで９０％以上の放
射率を持ち合わせている。（平成１２年８月１日・長野県工業試験場の結果による）
【００１４】
　抗菌力試験　大腸菌についての抗菌性を確認。（３０℃・７２時間）
（平成１２年１２月２０日・日本食品分析センター試験結果による）
【００１５】
　脱臭効果試験　メチルメルカプタンの脱臭試験・グローブバック法　脱臭率９５％以上
。（１３年１月１１日・日本食品分析センター試験結果による。
【００１６】
　防カビ性　ＪＩＳ－Ｚ－２９１１・代表的なカビ菌５種類について防カビ性を確認２８
Ｈ・４週。（平成１２年１２月７日・東京都立産業技術研究所の試験結果による。
【考案を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態を説明する。
　　（イ）各種材料の大小２つの花瓶又は容器を２重に重ねた鉢を設ける。
　　（ロ）大きい花瓶又は容器を下にし、内部底部に多機能鉱石「クイックライト」を敷
き、多機能鉱石「クイックライト」の高さまで水を入れる。
　　（ハ）底部に穴のあいた小さい花鉢又は鉢形容器に洋蘭類を植える。
　　（ニ）底部に穴のあいた小さい花鉢又は鉢形容器を大きい花瓶又は容器の開口部から
入れる。
　　（ホ）大きい花瓶又は容器と小さい花鉢又は鉢形容器を重ね、二重にする。
　　（ヘ）小さい花鉢又は鉢形容器の底部が大きい花瓶又は容器の中の水に直接触れない
ように設ける。
　　（ト）大きな花瓶又は容器内の水が温度差により蒸発し、気体となって小さな花鉢又
は鉢形容器の底部の穴から水分を吸収する。
　　（チ）大きな花瓶又は容器の底部の水がなくなるまで水の補給は不要である。
　本発明は、以上の構成よりなっている。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本考案の大きい花瓶又は容器の一部断面図に口の大きさに合わせてランの鉢を重
ねた正面図。
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【図２】本考案の大きい花瓶、容器の断面図
【図３】本考案の大きい花瓶、容器の平面図
【図４】本考案の小さなランの鉢の正面図
【図５】本考案の小さなランの鉢の平面図
【図６】本考案の小さなランの鉢の断面図
【図７】本考案のゴム栓の斜視図
【符号の説明】
【００１４】
　１　大きい花瓶又は容器
　２　水
　３　底部
　４　多機能鉱石「クイックライト」
　５　小さい花鉢又は鉢形容器
　６　花鉢又は鉢形容器の穴
　７　ランの花を植えた花鉢又は鉢形容器
　８　ゴム栓

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【手続補正書】
【提出日】平成20年1月4日(2008.1.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】実用新案登録請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　大きい花瓶又は容器（１）の内部に水（２）を入れ、大きい花瓶又は容器（１）の底部
（３）に、多機能鉱石「クイックライト（登録商標）」（４）を適度な高さに敷く、小さ
い花鉢又は鉢形容器（５）を大きい花瓶又は容器（１）に重ねたとき、その底が敷きしめ
た多機能鉱石「クイックライトに（登録商標）」（４）に直接接触するか又はそれ以下に
設定し、小さい花鉢又は鉢形容器（５）の底部中心に花鉢又は鉢形容器の穴（６）が設け
られたことを特徴とする多機能鉱石「クイックライト（登録商標）」を使って洋蘭類の管
理に水やり不要システム。
【請求項２】
　花瓶又は容器の内部底部に多機能鉱石「クイックライト（登録商標）」を敷き、その中
に水を入れ多機能鉱石「クイックライト（登録商標）」の特性を最大限に利用した事を特
徴とする請求項１記載の多機能鉱石「クイックライト（登録商標）」を使って洋蘭類の管
理に水やり不要システム。
【請求項３】
　底部に穴のない大きい花瓶又は容器の上に、底部に穴のある一回り小さい花鉢又は鉢形
容器をのせ、二重にした事を特徴とする請求項１～２記載の多機能鉱石「クイックライト
（登録商標）」を使って洋蘭類の管理に水やり不要システム。
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【請求項４】
　花瓶又は容器の内部に多機能鉱石「クイックライト（登録商標）」を敷き、水を入れて
、多機能鉱石「クイックライト（登録商標）」の特性である、遠赤外線、微量のマイナス
イオン、草花、観葉植物の光合成機能を高め、ガスを中和し、虫を寄せ付けず、水の腐食
が起こりにくくなり、病気の原因となる細菌やカビを防ぎ、部屋の脱臭、抗菌効果があり
、数ヶ月、水の補給のみで、草花が長持ちする請求項１～３記載の多機能鉱石「クイック
ライト（登録商標）」を使って洋蘭類の管理に水やり不要システム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、多機能鉱石「クイックライト（登録商標）」を使用して、植木鉢、花瓶、又
は、容器の底部に多機能鉱石「クイックライト（登録商標）」を式、水を入れ、花瓶、容
器の口の大きさに合わせてランの鉢を選び、花瓶の口にランの鉢を重ねるランの花鉢又は
植木鉢の水遣りふようシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、草花や植木類を育て、観賞するには、適当な養分と水を定期的に供給し、特に水
の供給量が重要であり、植木鉢及び花鉢の給水が主な問題になっている。朝、夕に一定の
時間ごとに水を補給したり、給水できないとか、又反対に一度に多量に給水すると土や養
分が流失したり、又、根が腐ったりして枯れたりする問題等もあり、特に植木鉢の底には
水抜き穴を設けた構造にしている、植木鉢内であっても栽培用土壌内に根がしっかり張っ
ている状態でないと土壌内から水、養分の吸収が悪く育成が安定せず、病虫害の発生の原
因にもなる。近年いろいろの給水方法や自動給水などの特許が出願されている。
【特許文献１】　特許３６６０４１７号公報
【特許文献２】　特許３２４９３７１号公報
【考案の開示】

【考案が解決しようと課題】
【０００３】
　本考案の目的は、花瓶、又は鉢形容器等において、洋蘭類の管理をするために給水が十
分で、その他水の腐食による臭気、根腐れ等の諸問題を解決するため多機能鉱石「クイッ
クライト（登録商標）」の特性を生かし、その鉱石を利用し、花瓶、又は鉢形容器の底部
に多機能鉱石「クイックライト（登録商標）」を敷き、水をいれる。花瓶の口の大きさに
合わせてランの鉢を選び、花瓶の口にランの鉢を重ねる。
【０００４】
　多機能鉱石「クィックライト（登録商標）」は珪酸、マグネシウム、カルシウム、アル
ミニウム、マグネシウム磁鉄鉱等を主成分として微量成分を含み土地改良剤として品質味
覚の向上に役立ち、弱アルカリ性なので酸性土壌を中和し、微量成分の活性を高め、土壌
の通気性を良くします。又、鉢植えの土の表面に「クイックライト（登録商標）」を敷き
観葉植物・草花等に利用することで観葉植物の光合成機能をたかめると、ともに諸種の植
物ホルモンを活性化し健康な植物が育ちます。
【０００５】
　花瓶内に多機能鉱石「クイックライト（登録商標）」と水をセットした花瓶内の水が温
度差により蒸発し、気体となり鉢底の穴から水ゴケ等に適度な湿りっ気を与えるので根腐
れの心配もなく、非常に洋蘭類の管理がしやすく、花瓶底部の水が無くなるまで水の補給
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は不要です。湿地生蘭もあり、蘭の種類によって、鉢底の穴を調整する。但し、ガラス器
の透明な花瓶は時間がたつと水にアオコが発生するため、定期的に水の交換は必要です。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本考案は、上記目的を達成するため、各種材料の大小２個の花瓶又は容器１・５を設け
る。大きい花瓶又は容器１の底部３に多機能鉱石「クイックライト（登録商標）」４を敷
きしめる、そして、花瓶又は容器の多機能鉱石「クイックライト（登録商標）」の上面付
近まで水を入れる。小さい花鉢又は鉢形容器５には洋蘭類等を植え、小さい花鉢又は鉢形
容器の底部３の中心部に小さな穴６を設ける、多機能鉱石「クイックライト（登録商標）
」と水の入った花瓶又は容器１に洋蘭類を植えた小さい花鉢又は鉢型容器５を乗せ二重に
したランの花を植えた花鉢又は鉢型容器６を構成したものである。
【０００７】
　多機能鉱石「クイックライト（登録商標）」等を花瓶又は容器に利用したものはなく、
その特性である遠赤外線や微量のマイナスイオンを放射し、お部屋の脱臭・抗菌・防カビ
・環境効果、水の酸化還元作用で、水の腐敗が起こりにくいため、草花、生花の日持ちが
良く、根腐れ等もなく、また、高い遠赤外線放射率を示し、これらの効果により植物を活
性化し病虫害の発生を抑制する効果等本発明に使用する多機能鉱石「クイックライト（登
録商標）」の特性を利用したものである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明は、上述のように二重構造の花瓶で、多機能鉱石「クイックライト（登録商標）
」の特性を十分に発揮するため、大きい花瓶又は容器の内部底面に多機能鉱石「クイック
ライト（登録商標）」を敷きつめ、水を入れることで、多機能鉱石「クイックライト（登
録商標）」特性である強い遠赤外線が病気の原因となる細菌やカビを防ぎ、脱臭、抗菌、
病虫害の発生を抑制し、微量のマイナスイオンの放射により、ガスを中和し、虫をよせつ
けない効果、及び水の腐敗がおこりにくく、草花等の根腐れも少なく花瓶又は容器の底部
の水が無くなるまで水の補給は不要である。この大きい花瓶又は容器の上に非常に管理が
難しい洋蘭類を植えた底部に穴のある小さな花鉢又は鉢型容器を載せ、その花鉢又は鉢型
容器の底部に直接水が付かないようにすることで、大きい花瓶又は容器内の水が温度差に
より蒸発し、気体となり小さな花鉢又は鉢形容器の底の穴から適度の湿りっ気が入り洋蘭
類の管理が容易になる効果が期待できる。
【０００９】
　洋蘭は水やりが非常に難しく、季節や種類によっても水の量や水やりの間隔が違い、水
やり不要は、蘭の育成管理が非常に楽になった。特に洋蘭は贈答品に利用が多く、贈られ
てきた方も「水やり」の手間がなく、蘭管理が楽になれば、需要がもっと増える。従来の
よう蘭は贈られても、折角の豪華な蘭の花瓶・鉢でも鉢の周りには包装紙がまかれ、その
まんま飾られていることが多い。その理由は蘭のラン花瓶、鉢の底には水抜きの穴があり
、必ず水の受け皿が必要だが「水ヤリ不要システム」では、蘭園芸農家で出荷の際、鉢で
はなく底に穴の開いていない花瓶を利用すると、受け皿は不要になる。
【００１０】
　蘭園芸農家では、蘭は素焼き又はプラスチック鉢で栽培が一般的で化粧鉢は出荷の際に
セットされている、又、化粧鉢をそのまま花瓶として利用する場合は底の穴にゴム栓７を
すれば、花瓶としてもりようできる。
【００１１】
　鉱石・クイックライト（登録商標）による水の変化について。
　（イ）ＰＨ（酸性・アルカリ度）　当地の水道水のＰＨは７．２～７．５であるのに対
して、鉱石を入れた水は７．９～８．２であり弱アルカリ性となる。
　（ロ）酸化還元電位（ＯＲＰ）　水道水のＯＲＰは５８０ｍＶであるのに対して、鉱石
を入れた水は２３０ｍＶと低く大幅にＯＲＰが下がる。
　（３）電気伝導度（単位はμＳ／ｃｍ）　水の不純物と外気からの汚染により発生する
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イオン性の物質が多くなると電機が通りやすくなり電気伝導度が高くなるので電気伝導度
は水の汚れの目安になる。フレッシュ水道水の電気伝導度は２１０であるが１週間後には
３９０になるのに対し、鉱石を入れた水は２１０のものが１週間後には２０５と若干低下
傾向であり水が還元性であるために腐蝕が起こりにくいことがわかる。（水の交換不要）
【００１２】
　商品名多機能鉱石「クイックライト（登録商標）」は埼玉県小川町の八和田高山で採取
する鉱石を加熱・精製処理をしたセラミック形の植物活力剤です。「小川町特産品」
【００１３】
　多機能鉱石「クイックライト（登録商標）」は遠赤外線放射率／波長域３～２０μで９
０％以上の放射率を持ち合わせている。（平成１２年８月１日・長野県工業試験場の結果
による）別表１
【００１４】
　防カビ性　ＪＩＳ－Ｚ－２９１１・代表的なカビ菌５種類について防カビ性を確認２８
Ｈ・４週。（平成１２年１２月７日・東京都立産業技術研究所の試験結果による。別表２
【００１５】
　抗菌力試験　大腸菌についての抗菌性を確認。（３０℃・７２時間）
（平成１２年１２月２０日・日本食品分析センター試験結果による）別表３
【００１６】
　脱臭効果試験　メチルメルカプタンの脱臭試験・グローブバック法　脱臭率９５％以上
。（１３年１月１１日・日本食品分析センター試験結果による。別表４
【考案を実施するための最良の形態】
【００１２】
以下、本発明の実施の形態を説明する。
　（イ）各種材料の大小２つの花瓶又は容器を２重に重ねた鉢を設ける。
　（ロ）大きい花瓶又は容器を下にし、内部底部に多機能鉱石「クイックライト（登録商
標）」を敷き、多機能鉱石「クイックライト（登録商標）」の高さまで水を入れる。
　（ハ）底部に穴のあいた小さい花鉢又は鉢形容器に洋蘭類を植える。
　（ニ）底部に穴のあいた小さい花鉢又は鉢形容器を大きい花瓶又は容器の開口部から入
れる。
　（ホ）大きい花瓶又は容器と小さい花鉢又は鉢形容器を重ね、二重にする。
　（ヘ）小さい花鉢又は鉢形容器の底部が大きい花瓶又は容器の中の水に直接触れないよ
うに設ける。
　（ト）大きな花瓶又は容器内の水が温度差により蒸発し、気体となって小さな花鉢又は
鉢形容器の底部の穴から水分を吸収する。
　（チ）大きな花瓶又は容器の底部の水がなくなるまで水の補給は不要である。
本発明は、以上の構成よりなっている。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本考案の大きい花瓶又は容器の一部断面図に口の大きさに合わせてランの鉢を重
ねた正面図。
【図２】本考案の大きい花瓶、容器の断面図
【図３】本考案の大きい花瓶、容器の平面図
【図４】本考案の小さなランの鉢の正面図
【図５】本考案の小さなランの鉢の平面図
【図６】本考案の小さなランの鉢の断面図
【符号の説明】
【００１４】
１　大きい花瓶又は容器
２　水
３　底部
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４　多機能鉱石「クイックライト（登録商標）」
５　小さい花鉢又は鉢形容器
６　花鉢又は鉢形容器の穴
７　ランの花を植えた花鉢又は鉢形容器
８　ゴム栓
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図１】
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