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［登録・公開編］平成１４年（１年間） ８２点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥１６，４００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥１６，４００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥２４，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内
No,9265 登録・公開 ハサミ類の構造と製造方法 平.13 79点 ￥15,800
No,9037 〃 〃 平.12 79点 ￥24,400
No,8814 〃 〃 平.11 72点 ￥23,000
No,8580 〃 〃 平.10 88点 ￥27,700
No,8318 〃 〃 平.9 82点 ￥25,400
No,8092 公告・公開 〃 平.8 108点 ￥28,800
No,7962(B) 〃 〃 平.7 126点 ￥30,000
No,7790(B) 〃 〃 平.6 124点 ￥29,800
No,7681(B) 〃 〃 平.5 115点 ￥27,500
No,7527(B) 〃 〃 平.4 110点 ￥26,800
No,7342(B) 〃 〃 平.3 107点 ￥25,600
No,8093 公開特許 鋏研磨装置の構造 平.1-8 58点 ￥19,700
No,7872 〃 釣用はさみの構造と装置 昭.60-平.6 106点 ￥24,900
No,8115 〃 農園芸用鋏の構造と製造方法 平.6-8 97点 ￥26,300
No,7711 〃 〃 平.2-5 73点 ￥19,700
No,8134 〃 カッターナイフの構造と製造方法 平.7-8 70点 ￥21,700
No,7820 〃 〃 平.5-6 91点 ￥22,800
No,7551 〃 〃 平.2-4 145点 ￥26,800
No,8136 〃 彫刻刀と木工用のみ 昭.62-平.8 70点 ￥23,400
No,8137 〃 緊急脱出用工具の構造 平.1-8 50点 ￥19,700
No,9118 公告特許 高枝鋏の構造と製造方法 平.3-12 59点 ￥21,700
*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 鋏 長谷川刃物株式会社 42 ペットボトル処理用鋏 井上　博幸

2 医療用処置具
オリンパス光学工業株式会
社

43 蘭葉カッター 洪　培根

3 調髪用梳鋏 平川　八朗 44 毛髪切断装置 株式会社　菊星

4 芝刈り鋏用切屑収納装置 株式会社コンヨ 45 刈払い機用つる草鋏 有限会社ささゆりグリーン

5 枝切り鋏 西垣　孝信 46 金切鋏 株式会社種光

6 切断装置 ソニー株式会社 47 理美容鋏
有限会社水谷理美容鋏製
作所

7 梳きハサミ 株式会社ナルトシザー 48 理容鋏の製造方法 株式会社シゲル工業

8 配管の切断及び通線装置 東光電氣工事株式會社 49 はさみ 増渕　富士雄

9 鋏
株式会社貝印刃物開発セ
ンター

50 トング付握りハサミ 西尾　英利

10 鋏における倍力機構
株式会社貝印刃物開発セ
ンター

51 はさみ具
フィスカルス　コンシュー
マー　オサケ　ユキチュア
アクチボラゲット

11
手動利器における本体と柄部との連結
構造

やおき工業株式会社 52 理美容鋏 有限会社山中

12 理容用梳き鋏 株式会社シゲル工業 53 鋏落下防止付鋏ケース 株式会社ティック

13 果実又は果菜類収穫用等の切断具 大野　視郎 54
成形による刻印を備えた鋏とその製造
方法

足立工業株式会社

14 梳鋏 有限会社山中 55 挟持切断工具 株式会社角田工具製作所

15 カーテンレールのハンドカッタ トーソー株式会社 56 鋏のスリット加工用の円盤砥石 足立工業株式会社

16 倍力機構を有する鋏
株式会社大野ナイフ製作
所

57
長柄付き鋏における鋏部の取り付け構
造

ニシガキ工業株式会社

17 植物用自立補助具 ナスニックス株式会社 58 鋏などの切断具
有限会社水谷理美容鋏製
作所

18
開閉式手動利器における柄部の取付
構造

義春刃物株式会社 59 逆鋏とその製造方法 鈴木　昭

19 ハサミ及びこれを備えたラベルライター セイコーエプソン株式会社 60 鋏 リム　ジョンスン

20
少量の髪のカット或いは特殊スタイル
用の散髪用ハサミ

葉　文　雅 61 梳きはさみ 株式会社ナルトシザー

21 片方を大きく開ける三枚刃ハサミ 小路　吉治 62 手動利器 有限会社ウカイ利器

22 刃を上向きにフックに収納するはさみ 小坂　恒子 63 指掛け付鋏 有限会社刃物屋トギノン

23 理容鋏 株式会社シゲル工業 64 分別廃棄用手動利器 長谷川刃物株式会社

24 刃体の製造方法、刃体及び切断具 丸章工業株式会社 65 鋏 丸章工業株式会社

25 鋏 長谷川刃物株式会社 66 握りばさみ クロバー株式会社

26 鋏 長谷川刃物株式会社 67 散髪用鋏、及び、散髪屑収容袋 伊藤　芳恵

27 切断具、特に植木ばさみ
フィスカルス　コンシュー
マー　オサケ　ユキチュア
アクチボラゲット

68 鋏 有限会社刃物屋トギノン

28 理髪はさみ
有限会社水谷理美容鋏製
作所

69
レーザによる微小な凹部を備えた鋏と
その製造方法

足立工業株式会社

29
先端に刃を施し衝撃を利用した切断
器具

株式会社レーベン 70 オイルフィルタ切断装置 長谷川刃物株式会社

30 剪定鋏等のロック機構 株式会社若狭屋 71 利器・工具類の柄 金子　光一郎

31 理美容鋏 有限会社化粧屋 72 梳鋏 平川　八朗

32 鋏等利器用ホルダー 中川　守和 73 鋏の刃体の製造方法 足立工業株式会社

33 理髪用鋏のばね板 株式会社大房製作所 74 ヘヤカット用器具 ブルース・チョイ

34 手動利器における柄部の緩衝構造 やおき工業株式会社 75 滑り止め加工された鋏 足立工業株式会社

35 理美容用鋏 株式会社クレイツ 76 高所枝鋏の補助握り 陳　再元

36 樹脂成型体の曲げ戻し方法 ピジョン株式会社 77 収穫用ハサミ 猪飼　和弘

37 はさみ ニッケン刃物株式会社 78 高所枝鋏 陳　再元

38 対象物体を操作するためのデバイス
メドトロニック，インコーポレ
イテッド

79 理髪用鋏 株式会社大房製作所

39 鋏 株式会社パークウェイ 80 手に固定するはさみ 岩崎　正誉

40 刈込機 ニシガキ工業株式会社 81 理美容はさみの枢着部保護装置 株式会社マテックマツザキ

41
重なったブレードを備えたヘアーカット
道具

マリオ　スタジ 以下1点省略

ハサミ類の構造と製造方法 　　　No.9454

[登録・公開編]　　平成１４年（1年間）　　　82点

CD-ROM版　　　￥16,400    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥16,400

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥24,000　）


