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［公開編］平成１４年～平成１８年（５年間） ８１点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２８，０３５－ ￥２６，７００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２８，０３５－ ￥２６，７００－
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既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,10040 登録・公開 鋸の構造と製造方法 平.18 93点 ￥28,500
No,9913 〃 〃 平.17 93点 ￥26,400
No,9783 〃 〃 平.16 99点 ￥23,000
No,9645 〃 〃 平.15 77点 ￥18,200
No,9446 〃 〃 平.14 78点 ￥18,200
No,9258 〃 〃 平.13 78点 ￥19,500
No,9041 〃 〃 平.12 76点 ￥23,700
No,8855 〃 〃 平.11 102点 ￥29,700
No,8739 〃 〃 平.10 94点 ￥28,500
No,8402 〃 〃 平.9 87点 ￥24,700
No,7953 公告・公開 〃 平.7 113点 ￥29,800
No,7793 〃 〃 平.6 112点 ￥29,700
No,7625 〃 〃 平.5 76点 ￥23,800
No,7504 〃 〃 平.4 90点 ￥24,700
No,7318 〃 〃 平.3 80点 ￥21,700
No,7715(B) 公開特許 刈払機回転刃物の構造 平.4-5 73点 ￥20,400
No,〃 (A) 〃 〃 平.2-3 69点 ￥17,300
No,6852 〃 〃 昭.63-平.1 102点 ￥24,000
No,6662(A) 〃 チェーン・ソーの装置機構 昭.62-63 64点 ￥19,700
No,〃 (B) 〃 ソー・チェンとガイドバー 昭.62-63 47点 ￥15,000
No,8143 〃 鋸刃目立て方法と装置機構 平.4-8 58点 ￥23,900

*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。］
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1 押挽き鋸 竹内　康二 47 鋸の鞘 株式会社トップマン

2 鋸 深沢　伊之助 48 手工具
クロード・トーマス・ジェーム
ズ・ヴァン　ダー　マーウィ

3 折り畳み鋸 株式会社サボテン 49 手引き鋸 有限会社義若

4 鋸柄の構造 株式会社岡田金属工業所 50 鋸 株式会社カバサワ

5 鋸、及び鋸ユニット 未来工業株式会社 51 鋸歯の配列 湯本　浩司

6 鋸柄の構造 株式会社岡田金属工業所 52 伸縮式携帯鋸 小橋　浩志

7
ガラス瓶を切断可能な手鋸及びその製
造方法

フナソー株式会社 53
鋸身の強度を保持した研磨加工による
胴付用鋸刃

株式会社ユーエム工業

8 鋸刃打機 有限会社新潟鋸工業 54 折畳鋸刃ダブル固着構造 株式会社ユーエム工業

9 筆記具挿設鋸柄 田中　陽子 55 鋸等の鞘 株式会社岡田金属工業所

10 手挽鋸用治具 株式会社岡田金属工業所 56 折込み鋸
アルスコーポレーション株
式会社

11 折り畳み鋸 神沢精工株式会社 57
板厚スライド研磨とアサリなし目立てを
した両刃鋸

株式会社ユーエム工業

12 替刃嵌脱レバー付鋸ハンドルと刃板 株式会社ユーエム工業 58 鋸柄補助具 丸山　厚

13 鋸刃 株式会社岡田金属工業所 59 本職大工用折畳鋸 株式会社ユーエム工業

14 カーブソーの自動目立て機 株式会社中屋 60 鋸身表面階層研磨加工鋸刃 株式会社ユーエム工業

15 鋸歯の配列 湯本　浩司 61 鋸 未来工業株式会社

16 両刃鋸 株式会社大吉堂 62 鋸刃 株式会社岡田金属工業所

17 鋸 株式会社大吉堂 63 鋸等の鞘 株式会社岡田金属工業所

18 折畳鋸刃 株式会社ユーエム工業 64 鋸用鞘 レザーソー工業株式会社

19 鋸案内具 井上　明千 65 替え刃鋸 レザーソー工業株式会社

20 鋸 株式会社大吉堂 66 カーブソー 神沢精工株式会社

21 替刃式鋸 株式会社マーベル 67 鋸
アルスコーポレーション株
式会社

22 替刃式鋸 株式会社カバサワ 68 両刃鋸 山崎教育システム株式会社

23 手挽鋸用治具 株式会社岡田金属工業所 69 包丁用スライスガード 有限会社竹内快速鋸

24 鋸と剪定バサミ 山浦　定務 70 鋸用冶具 吉村　進隆

25 ノコ鉋の裏打機 浅川　敏和 71 手挽鋸用治具 株式会社岡田金属工業所

26 円を切る弧形の鋸 塩田　充 72 鋸ハンドルの弾性グリップ挟着構造 株式会社ユーエム工業

27 鋸刃 有限会社竹内快速鋸 73 カーブソーケース 株式会社ユーエム工業

28 鋸等の目立て用ヤスリホルダー 皆川　三夫 74 鋸 深沢　伊之助

29 鋸柄 株式会社岡田金属工業所 75 替刃式鋸 株式会社カバサワ

30 枝切り鋸 株式会社岡田金属工業所 76 湾出鋸刃折畳鋸 株式会社ユーエム工業

31 替刃式鋸 株式会社カバサワ 77 グリップ式高枝鋸 本荘　一実

32 剪定枝打ち用片手のこぎり 池田　伊佐夫 78
樹木の枝打ち方法及び同方法におい
て使用する鋸収納用ケース

古根川　民夫

33 替え刃式手引き鋸 横山　享仁 79 鋸の刃固定装置
車王電子股▲分▼有限公
司

34 工事用万能ボードのこ 迫田　則明 80 薄板鋸身一体型鋸 株式会社ユーエム工業

35 鋸柄 斉藤　栄 81 高枝鋸 佐々木　計次

36 高枝切り専用のこぎり 有限会社よしまつ

37 高枝切り 近藤　正男

38 脱着鋸柄 株式会社ユーエム工業

39 一体鋸身と嵌脱柄部とで成る洋鋸 株式会社ユーエム工業

40 手挽鋸用治具 株式会社岡田金属工業所

41 物を切断する為に用いる歯（刃） 川口　勇

42 のこぎりガイド 武川　宏

43 鋸用柄 有限会社カネジュン

44 把手 中村　達夫

45 糸のこ具用取付け掃き具 島田　享典

46 鞘付き鋸の係合手段 株式会社岡田金属工業所 以上８１点収録

手引き鋸の構造と製造方法 　　　No.10109

[公開編]　　平成14年～平成18年（5年間）　　81点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥28,035   　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥28,035　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥42,000　）
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