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1 折り畳み鋸 神沢精工株式会社 39
バランス質量を具える手持式回し挽き
鋸

ヒルティ　アクチエンゲゼル
シャフト

2 刃物の刃先処理方法 松下電工株式会社 40
鋸刃又は帯鋸用素材及びその製造方
法

ベーレル・イブシユタール・
バント・ゲゼルシヤフト・ミツ
ト・ベシユレンクテル．．．

3 替刃式鋸 株式会社マーベル 41
製材用帯鋸刃物超硬チップロー付け
溶着

引地　武男

4 木材用鋸 洪　泰安 42 メタルボンド研削工具 天龍製鋸株式会社

5 丸鋸
株式会社津根ワグナーカー
バイト

43 手挽鋸用治具 株式会社岡田金属工業所

6 メビウス帯鋸刃およびその製造方法 株式会社ニコテック 44 物を切断する為に用いる歯（刃） 川口　勇

7 帯鋸盤 株式会社ニコテック 45 切断加工方法 株式会社アマダ

8
丸のこ歯および／または研磨切断ディ
スク用の繊維補強プラスチックから成る
ベースブレード

ヘインリッヒ　ムメンホフ　ゲ
ゼルシャフト　ミット　ベシュ
レンクテル．．．

46 チップソー
有限会社岩▲崎▼目立加
工所

9 鋸替え刃 株式会社岡田金属工業所 47 鋸刃 株式会社アマダ

10 メタルソー基板用鋼板の製造方法 日新製鋼株式会社 48
ワイヤーソー用ビーズ及びビーズのド
レッシング装置

株式会社アライドマテリアル

11 刈払機の刈刃装置 株式会社小林鉄工所 49 のこぎりガイド 武川　宏

12 手持ちノコギリ 河瀬　澄之介 50 回転鋸 天龍製鋸株式会社

13 鋸柄 株式会社岡田金属工業所 51 鋸刃 株式会社アマダ

14 丸鋸 兼房株式会社 52 鋸刃 株式会社アマダ

15
丸鋸チップソー台金の焼入方法及び
その装置

株式会社ミヤデン 53 電着バンドソー 株式会社不二越

16 替え刃式鋸における背金の構造 株式会社岡田金属工業所 54 丸鋸 株式会社　広沢製作所

17 タバコ幹切り欠き用鋸 日本たばこ産業株式会社 55 鋸刃 株式会社アマダ

18 切断用ブレード 日立工機株式会社 56 鋸刃 株式会社アマダ

19
棒材切断装置および円板状回転切断
工具

株式会社ダイア 57 バチタイプの鋸刃 株式会社アマダ

20 切削鋸および切削セグメント パク，　リン　スーン 58 鋸刃 株式会社アマダ

21 回転鋸 天龍製鋸株式会社 59 鋸用柄 有限会社カネジュン

22 鋸柄 斉藤　栄 60 回転鋸 株式会社アライドマテリアル

23 高枝切り専用のこぎり 有限会社よしまつ 61 把手 中村　達夫

24 あさり刃仕様超硬ソリッドメタルソー 株式会社エムエーツール 62 円形カッター フジ技研工業有限会社

25 高枝切り 近藤　正男 63 超砥粒糸鋸刃
株式会社ノリタケスーパー
アブレーシブ

26 回転鋸 天龍製鋸株式会社 64 回転鋸 株式会社アライドマテリアル

27
帯鋸と帯鋸の加工装置および帯鋸の
製造方法

下古谷　辰夫 65 鋸刃 株式会社アマダ

28
円板形回転工具に対する冷却・潤滑
媒体等の供給部品

兼房株式会社 66 鋸刃 株式会社アマダ

29 チップソー 兼房株式会社 67 糸のこ具用取付け掃き具 島田　享典

30 可搬型切断機用収納ケース 山真製鋸株式会社 68 鞘付き鋸の係合手段 株式会社岡田金属工業所

31 脱着鋸柄 株式会社ユーエム工業 69 チップソーおよびその製造方法 株式会社谷テック

32
超硬合金製薄板工具と超硬合金製薄
板の歪取方法

村田精機工業株式会社 70 ワイヤー工具およびその製造方法
株式会社ノリタケカンパ
ニーリミテド

33 鋸刃 株式会社アマダ 71 帯鋸ブレード
カプマン　アクティエボラー
グ

34
回転鋸用切断刃の取付け構造及びそ
の切断刃

松浦　一正 72 金属切断用丸鋸 株式会社谷テック

35 ディスクカッター 天龍製鋸株式会社 73 鋸刃
ブラック　アンド　デッカー
インク

36
鋸刃、その鋸歯形成加工方法及び装
置

株式会社アマダ 74 ソーブレード
二和ダイヤモンド工業株式
会社

37 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 75 構造用鋸ブレード
アメリカン・ソー・アンド・マ
ニュファクチャリング・カンパ
ニー・インコーポレイテッド

38 回転鋸 天龍製鋸株式会社 76 手持ち工作機械のための鋸刃
ローベルト　ボツシユ　ゲゼ
ルシヤフト　ミツト　ベシユレ
ンクテル　ハフツング
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