
株 式会社国際技術開発センター
東京都千代田区内神田１－３－４藤村ビル

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）

ニュースガイﾄﾞＮｏ， １０１１１ ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３

＜日本特許･実用新案明細書収録セット＞ ホームページ公開中！ http://www.itdc-patent.com

＊最新の特許情報が満載！

刈払機用チップソーの構造と製法
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］平成１１年～平成１８年（８年間） ９０点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２９，２９５－ ￥２７，９００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２９，２９５－ ￥２７，９００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥４３，０５０－ ￥４１，０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,8738 公開特許 刈払機用チップソーの構造と製法 平.6-10 89点 ￥27,700
No,7715(B) 〃 刈払機用回転刃物の構造 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,8143 〃 鋸刃目立て方法と装置機構 平.4-8 58点 ￥23,900
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1 刈払機用のチップソー 株式会社ミヤデン 45 回転鋸 天龍製鋸株式会社

2 回転刃 株式会社イモト 46
刈払機用回転刃およびこれを用いた
刈払機

山田機械工業株式会社

3 チップソー 皆川農器製造株式会社 47 刈払機の刈刃ユニット 松浦　徹

4
切削加工用チップソーおよびその製造
方法

丸大鉄工株式会社 48 チップソーのろう付け方法 大同特殊鋼株式会社

5 回転刃式草刈機 堀　和義 49 草刈機の草詰り解消草刈刃。 上村　佳央

6 チップソー 藤井　芳彦 50
刈払い機用回転刃の製造方法及び刈
払い機用回転刃と該回転刃を用いる
刈払い機

有限会社イセ農器

7 草刈刃用基板 日新製鋼株式会社 51 草刈機械の刃形 菅野　元一

8 丸鋸刃
カネックス刃物工業株式会
社

52 刈払用鋸刃 金蔵鋸工業株式会社

9 刃の表面処理方法 株式会社イモト 53 刈払機の軽い刃 中居　喜久朗

10 刈り払い機用刃 藤井　芳彦 54 草刈刃 六車　康恵

11 刈払い機用回転刃 有限会社イセ農器 55 刈り払い機用チップソー 太陽きらり株式会社

12 草刈り用刈払機の刈刃 田邉製販　株式会社 56 チップソー 宮口　文夫

13 草刈用回転刃 株式会社ミヤワキ製作所 57 刈払機用回転刃 福富　正治

14 チップソー バクマ工業株式会社 58
刈払機用の回転刈刃および回転刈刃
の包装容器

株式会社新宮商行

15 刈り払い機用刃 藤井　芳彦 59 チップソー 有限会社　鈴昭技研

16 草刈機の刈刃 栃木技研株式会社 60 チップソーの製造方法 太陽きらり株式会社

17 刈り払い機の刃材 株式会社日本機材 61 チップソー及びその製造方法
株式会社チップソージャパ
ン

18 刈払機用チップソ― 有限会社浜北精機 62 回転刃、保護板及び刈払機 安保　義広

19
刈払機用回転刃およびこれを用いた
刈払機

山田機械工業株式会社 63 草刈刃 加地　貢三

20 回転刃の形成方法 株式会社イモト 64
巻付き防止部材、刈刃及びそれらを備
えた刈払機

ダイアトップ株式会社

21
チップソーのホーニング処理方法及び
ホーニング処理装置

株式会社トリガー 65 草刈用チップソー 森山　勝司

22 刈払機用刈払刃 福農産業株式会社 66 草刈用チップソー 株式会社トリガー

23 草刈り用回転刃 バクマ工業株式会社 67
刈払機用チップソーの研磨機と研磨方
法

太田　正良

24 刈払機の刈取刃体 有限会社北条精機 68 刈払い機用回転刃 有限会社イセ農器

25 刈払機用回転刃 船曳　孝 69 チップソー用チップの圧入装置
菱農エンジニアリング株式
会社

26 草刈刃の刃先を守る保護板保護棒 道岡　知弘 70 草刈回転刃 吉岡　民蔵

27 チップソー 皆川農器製造株式会社 71 自動目立て刈刃 長島　彬

28 刈払機用超硬刈刃 株式会社日光製作所 72 草刈刃 藤井　逸子

29 刈払機用回転刃及びその製造方法 株式会社小山金属工業所 73 草引き用刃及び草引き用刃付作業機 成子　佐久蔵

30 刈払機用超硬刈刃 株式会社日光製作所 74 チップソー
株式会社ハートフル・ジャパ
ン

31 草削用チップソー 兼田　年光 75 草取刃 吉原　廣

32 草刈機の刃先保護具 竹森　隆 76 草刈機用カッター 皆川農器製造株式会社

33 振り出し式回転刃およびそのブレード 金丸　豊 77 刈払い機用チップソー 株式会社小林鉄工所

34 草刈機カッター構造 廖　耀賢 78 刈払機用回転鋸 株式会社小林鉄工所

35 回転除草具 中山　三郎 79 回転刃及び刈払機 安保　義広

36 刈払い機用回転刃 有限会社イセ農器 80 下刈専用超硬刈刃 株式会社日光製作所

37
受刃付回転刈刃とそれを具備した固
定装置

伊達　洋三 81
刈払い機用回転カッター

天龍製鋸株式会社

38 芝刈り機用カッターブレード 桑原　正典 82 チップソーのチップの刃面形状 太田　正良

39 草刈用鋸刃 金蔵鋸工業株式会社 83 刈払い機用回転カッター 天龍製鋸株式会社

40 草刈機用回転刃装置 佐久間　惣吉 84 回転刃 森山　勝司

41 振り出し式回転刃 金丸　豊 85 回転刃及び刈払機 安保　義広

42 刈払機の回転刃固定部 金蔵鋸工業株式会社 86 刈払い用刃（チップソ－） 松林　公男

43 草刈刃の石切ストッパー 高橋　智行 87 刈払い機用回転カッター 天龍製鋸株式会社

44 草刈刃 石渡　征夫 以下３点省略
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