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＜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！

難削材切断用チップ・ソー
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］平成１２年～平成２０年（９年間） １０４点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥３２，７６０－ ￥３１，２００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥３２，７６０－ ￥３１，２００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥４８，３００－ ￥４６，０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,8915 公開特許 難削材切断用チップ・ソー 平.5-11 116点 ￥33,700
No,10317 登録・公開 鋸の構造と製造方法 平.20 87点 ￥27,600
No,10146 〃 〃 平.19 89点 ￥27,600
No,10040 〃 〃 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,7008 〃 〃 平.2 85点 ￥22,000
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

*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。］

お 申 込 書

会 社 名 ご 注 文 内 容
ﾆｭｰｽｶﾞｲﾄﾞNo，

CD-ROM版・Ｂ５製本版・一括購入
題 名

所 属 部 署

合計 ￥

担 当 者 名 E-mail

℡ （ ） FAx （ ）

住所 〒

※料金には別途送料・消費税がかかります。

http://www.itdc-patent.com


1 丸鋸 兼房株式会社 33 丸鋸
株式会社津根ワグナーカー
バイト

2 鎖鋸刃による建材の座ぐり加工法
大阪ダイヤモンド工業株式
会社

34 超砥粒工具及びその製造方法 株式会社アライドマテリアル

3 チップソー 兼房株式会社 35 カッターブレード及び自在切削機 株式会社アトック

4 カメラのフイルムカートリッジ装填装置
オリンパス光学工業株式会
社

36 切断カッター用基板及び切断カッター 株式会社アライドマテリアル

5 チップソー バクマ工業株式会社 37 丸鋸 有限会社ティエイチシー

6 チップソー バクマ工業株式会社 38 切断カッター 株式会社アライドマテリアル

7 回転鋸 天龍製鋸株式会社 39
切削鋸の製造方法と製造装置及びそ
れにより製造した切削鋸

パク，　リン　スーン

8 Ｖ型チップを使った鋸 木村　真人 40
回転刃具の取付部材並びに該取付部
材を取着してなる回転刃具

三京ダイヤモンド工業株式
会社

9 切断用回転刃 藤田　敏男 41
回転切削工具用切削チップ、回転切
削工具及びこれらを使った切削加工方
法

住友電気工業株式会社

10 ダイヤモンドソーブレード 東邦チタニウム株式会社 42
基板の剛性の高いダイヤモンドカッ
ター

株式会社ツボ万

11 チップソー 株式会社モリヤマ 43
ダイヤモンドチップのロウ付け方法及
びロウ付け装置

株式会社ミヤデン

12 チップソー 株式会社モトユキ 44
ダイヤモンドソーワイヤ及びその製造
方法

金井　宏彰

13 鋸刃 株式会社アマダ 45
研削または切削装置で使用するため
のリムタイプ切削チップを有するダイヤ
モンドブレード

二和ダイヤモンド工業株式
会社

14 ダイヤモンドソーブレード
三京ダイヤモンド工業株式
会社

46 焼結超砥粒チップ素材及びその製法 株式会社石塚研究所

15
ブランクに歯を固定する方法及びその
装置

ゲルリング・アウトマツイオー
ン・ゲゼルシャフト・ミト・ベ
シュレンクテル・ハフツング

47
焼結超砥粒チップを取着してなる超砥
粒工具

三京ダイヤモンド工業株式
会社

16 チップソー 株式会社モトユキ 48 回転円盤砥石
株式会社ノリタケスーパー
アブレーシブ

17 刃物ユニット及び回転工具 小林　修 49 ダイヤモンドブレードのチップ構造 レッキス工業株式会社

18 ダイヤモンドチップ付き切断体 鈴木　繁 50 ダイヤモンドカッター 株式会社ツボ万

19 路面切削用ビット 株式会社アライドマテリアル 51
鋳造物に付着した不用物の切断除去
装置

株式会社滋賀山下

20 チップソー 兼房株式会社 52 チップソーのろう付け方法 大同特殊鋼株式会社

21 回転複合カッター 株式会社アライドマテリアル 53 回転鋸 天龍製鋸株式会社

22 金属材料切断用丸鋸 利根川　安信 54 ソーブレード クリステック株式会社

23 鋸ブレードチップ及びそのための合金
デロロ　ステライト　カンパ
ニー　インコーポレイテッド

55 丸鋸
株式会社津根ワグナーカー
バイト

24 鋸刃
株式会社アマダエンジニア
リングセンター

56 カッター
理研ダイヤモンド工業株式
会社

25 ダイヤモンドブレード 株式会社アライドマテリアル 57 丸鋸
株式会社津根ワグナーカー
バイト

26 回転切削多刃工具 株式会社アライドマテリアル 58
電動工具等への回転刃具の取付部材
並びに該取付部材を取着してなる回
転刃具

三京ダイヤモンド工業株式
会社

27 鋸刃 株式会社アマダ 59 切削鋸および切削セグメント パク，　リン　スーン

28 チップソー ノリタケダイヤ株式会社 60 チップソー 兼房株式会社

29 ダイヤモンドソーブレード
三京ダイヤモンド工業株式
会社

61 ディスクカッター 天龍製鋸株式会社

30 ダイヤモンド回転多刃工具 株式会社アライドマテリアル 62 回転鋸 天龍製鋸株式会社

31 丸鋸
株式会社津根ワグナーカー
バイト

63 ダイヤモンドブレード 竹川工業株式会社

32 丸鋸
株式会社津根ワグナーカー
バイト

64 回転鋸 株式会社アライドマテリアル

以下40点省略

難削材切断用チップ・ソー   No.10338

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥32,760    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥32,760　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥48,300　）

[公開編]　　平成12年～平成20年（9年間）　　　　104点
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