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象嵌方法と製品
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［公開編］平成２年～平成１３年（１２年間） ８３点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥１９，７００－

◎全文紙収録 全文公報版 ￥１９，７００－
（ CD-ROM版・全文公報版 一括購入 ￥２９，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内

No,9001 公開特許 貴金属焼結体の製造方法 平.8-11 55点 ￥19,700

No,8031 〃 〃 平.4-7 56点 ￥21,800
No,8879 公告・登録 カラー硬質貴金属合金の製造方法 平.2-11 67点 ￥23,700

No,8594 公開特許 〃 平.8-10 55点 ￥20,600
No,8030 〃 〃 平.5-7 52点 ￥19,700

No,6708 〃 装飾用金合金の表面硬化法 昭.59-63 61点 ￥24,300
No,8507 〃 貴金属造形用粘土組成物 平.5-9 66点 ￥23,700

No,8515 〃 貴金属装身具の鋳造方法 平.5-9 68点 ￥24,800

No,8514 〃 貴金属中空装身具の製造加工方法 平.5-9 63点 ￥23,000
No,8088 〃 ボンディング用金合金細線 平.5-8 77点 ￥25,000

No,7834 〃 貴金属装飾用ペーストの組成 昭.62-平.6 73点 ￥26,400
No,6962 〃 貴金属複合材料の製造方法 昭.60-平.1 101点 ￥38,000

No,7825 〃 貴金属の熱処理加工方法 昭.60-平.6 101点 ￥36,500
No,8034 〃 磁気健康装身具とその製造方法 平.3-7 50点 ￥21,300

No,7623 〃 装飾用合金の組成と製造加工方法 平.3-5 70点 ￥21,900

No,8702 〃 貴金属複合材料の製造方法 平.5-10 57点 ￥21,700
No,8699 〃 宝飾用プラチナ合金の組成 平.1-10 68点 ￥24,300

No,8794 〃 貴金属製装身具の表面処理方法 平.5-10 79点 ￥27,400
No,8596 〃 貴金属ロウ合金の組成と製造加工方法 平.9-10 75点 ￥27,700
No,9000 〃 装飾用合金の組成と製造方法 平.6-11 77点 ￥24,700
No,9054 〃 装身具用止金具の構造 平.11-12 100点 ￥32,400

*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、全文公報版は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・全文公報版・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。



31 ヒモ象嵌の埋め込み構造 ヤマハ株式会社

1 象嵌の製法 ヤマハ株式会社 32 異種金属による象嵌品の製造方法 株式会社シンク

2 象嵌模様入り製品の製造方法 株式会社ヤマウ 33 象嵌の装飾部材 睦技研株式会社

3 木彫象嵌彩色技法 山口　弘美

4 装飾品の多様化方法 木村　恵典 34 プレート象嵌固定部品セット 胡　敏強

5 象嵌模様入り製品の製造方法 株式会社ヤマウ 35 装飾品及びその製造方法 シチズン時計株式会社

6 象嵌品の製造方法 高遠製函株式会社 36 装飾体又は表示体の製造方法
積水フアインケミカル株
式会社

7 表札などの金属美術工芸品の製造法 高橋　孝次郎 37 サファイヤへの貴金属加飾方法 並木精密宝石株式会社

8 金属装飾品 内野　基司 38 溶射装飾体及びその製造方法 イマセウエル株式会社

9 貴金属薄板への絵文字記入方法 三菱金属株式会社 39 器物における飾り模様の形成方法 株式会社エイピー

40 象嵌装飾体の製造方法 岩手県

10 象嵌品の製造方法 株式会社ツツミ 41 大理石、花崗岩などの象眼加工方法 アルビマルテ・エイ

11 装飾金属及びその製法 邦友興産株式会社 42 パネル及びこのパネルの製造方法
リヴィダル・デウエロッ
プメンツ

12 象嵌装飾製品の製造法 株式会社タチバナ工芸

13 象嵌模様入り製品の製造方法 河崎　正樹 43 貴金属身装品の製造方法 三貴宝飾工藝株式会社

14
装飾模様を有する天然木化粧版の製
造方法

富部　久 44 金属表面の加工方法 永友　義浩

15 洋食器の製造方法 富士食器株式会社 45
積層板構造の象嵌模様入り製品及び
その製造方法

河崎　正樹

16 アクセサリー等の製造方法 株式会社東峰 46
摺貝の文様を嵌入した和紙等の図柄
シートとその作り方。

宮村　喜森

17
多色模様の被覆層を有する装身具お
よびその製造方法

吉田工業株式会社 47
象眼成形品による基盤装飾工法及び
該工法によって得られるデザインパ
ネル

赤嶺　秀光

48
表面板に象眼模様を設けているドア
の製造方法

日本フネン株式会社

18
象嵌構造の表示パネル及び装飾パネ
ル

株式会社芳三工業

19 金属象嵌模様入り製品の製造方法
日本コンクリート工業株
式会社 49

模様を有する樹脂成形物およびその
製造方法

株式会社日本触媒

20 象嵌模様入り製品の製造方法 河崎　正樹 50 天然石材の象嵌方法 大成建設株式会社

21 象嵌模様を有する装飾品 佐伯　和雄 51 装飾体とその製法 吉村　一郎

22
象嵌模様を有する装飾品の製造方法
及び製造装置

佐伯　和雄

23 装飾具 岡　昌之 52 フォトプレート 有限会社　金久

24 象嵌品 株式会社ウッドレックス

25
発泡成型品表面のシート象嵌張り加
工法

中島　茂 53 焼物の製造方法 岸田　能久

54
螺鈿・象眼入りゲートボールス
ティック

佐藤　政雄

26 金属薄板を使用した象眼細工加工品 株式会社田中伊雅 55
成形された本体とはめ込まれた装飾
要素からなる部片およびその部片の
製造方法

ウエンガー・ソシエテ・
アノニム

56 象眼成形方法
有限会社イメージラボテ
クスト

27 象嵌加工法 吉田　正雄 57
装飾シート並びにその製造方法及び
製造装置

明和グラビア株式会社

28 表示プレート 株式会社芳三工業 58
装飾品等が隠されたブロック体およ
びその製造方法

フジオーゼックス株式会
社

29 象嵌表示体及びその製造方法
株式会社プレートグラ
ス・シー 59 弾力性象眼製品及びその製造方法

コンゴレアム　コーポレ
イション

30 履き物、かばん等の物品の装飾方法 加藤産業株式会社 以下２４点省略

日　本　特　許　公　開　　　平成８年

日　本　特　許　公　開　　　平成９年

登　録　実　用　新　案　　　平成９年

日　本　特　許　公　開　　　平成１０年

日　本　特　許　公　開　　　平成４年

日　本　特　許　公　開　　　平成５年

実　用　新　案　公　開　　　平成５年

日　本　特　許　公　開　　　平成６年

日　本　特　許　公　開　　　平成３年

象嵌方法と製品　　　No.9392

[公開編]　　平成2年～平成１３年（１2年間）　　　８３点

CD-ROM版　　　￥19,700    　　  　　　  　　　　全文公報版　　　￥19,700

日　本　特　許　公　開　　　平成２年

（　CD-ROM版・全文公報版　一括購入　　　￥29,000　）

実　用　新　案　公　開　　　平成６年

日　本　特　許　公　開　　　平成７年


