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No,9453 〃 〃 平.14 71点 ￥14,200
No,9264 〃 〃 平.13 79点 ￥15,800
No,9046 〃 〃 平.12 63点 ￥20,000
No,8860 〃 〃 平.11 78点 ￥20,000
No,8797 公開特許 〃 平.10 60点 ￥20,000
No,8360 〃 〃 平.9 62点 ￥20,000
No,8133(B) 〃 〃 平.8 58点 ￥20,000
No,〃 (A) 〃 〃 平.7 70点 ￥20,000
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,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,8152(B) 〃 包丁研磨装置の構造 平.5-8 61点 ￥21,000
No,〃 (A) 〃 〃 平.1-4 75点 ￥19,000
No,8093 〃 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,8316 〃 料理用鋏の構造と製造方法 平.4-8 56点 ￥19,700
No,7851(B) 〃 爪切りの構造 平.2-6 112点 ￥30,500
No,〃 (A) 〃 〃 昭.60-平.1 138点 ￥30,400
No,8434 〃 使用済みスプレー缶の処理具 平.5-9 52点 ￥19,800
No,7690 〃 鎌の構造と製造方法 昭.58-平.5 113点 ￥23,400
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1 湿式かみそり装置用ホルダ
ウイルキンソン・スウオード・
ゲゼルシヤフト・ミツト・ベシ
ユレンクテル・ハフツング

32 首振り式安全かみそり
株式会社貝印刃物開発セ
ンター

2 Ｔ字型カミソリの箱状の安全キャップ 日本利器工業株式会社 33 剃刀 小野　一枝

3 剃刀用具 クリハ工業株式会社 34 セニング用レザー 土屋　雅洋

4 剃刀具 クリハ工業株式会社 35 無駄毛除去器 クリハ工業株式会社

5 かみそり用替刃
株式会社貝印刃物開発セ
ンター

36 鏡付剃刀 下島　誠

6 熱補助ひげそり装置
ワーナー－ランバート・カン
パニー

37 眉線修正補助具
株式会社貝印刃物開発セ
ンター

7 エンボス刃を使用する可撓性カミソリ刃
ワーナー－ランバート・カン
パニー

38 整髪用レザー
有限会社ジャパンランカト
レーディング

8 安全カミソリ ザ　ジレット　カンパニー 39
携帯用包装を有するパーソナルケア組
成物

ピービーエル　テクノロジー
リミテッド

9
膨張可能なスペーサを有するカミソリ
刃

ワーナー－ランバート・カン
パニー

40 安全かみそりのホルダー 安川　繁

10 安全かみそり
株式会社貝印刃物開発セ
ンター

41 安全かみそりのホルダー 安川　繁

11 理美容具 岡崎　勉 42 Ｔ型剃刀ユニット
株式会社貝印刃物開発セ
ンター

12 二枚替刃型かみそり 北野　晴行 43 レザーホルダー 株式会社パークウェイ

13 携帯用カミソリ 株式会社資生堂 44 替刃式レザー 一瀬　圭治

14
湿式ひげそり用可撓性カミソリユニット
のクリーニング装置

ワーナー－ランバート・カン
パニー

45 シェービング装置および方法 ザ　ジレット　カンパニー

15 湿式かみそり用ひげそり補助剤
ワーナー－ランバート・カン
パニー

46 振動式かみそり 松下電工株式会社

16 湿式かみそり装置のかみそり装置頭部
ウイルキンソン・スウオード・
ゲゼルシヤフト・ミツト・ベシ
ユレンクテル・ハフツング

47 理美容具 岡崎　勉

17 かみそりアセンブリ
フェザー安全剃刀株式会
社

48 カミソリ刃 株式会社秀峰

18 首振り式剃刀
フェザー安全剃刀株式会
社

49
物品裁置台及び裁置対象物と共に包
装した物品裁置台の包装体

酒井　正雄

19 剃刀 有限会社和田挽物製作所 50 体毛剃り剃刀 株式会社マンダム

20 使い捨て剃り髭除去具 滝野　新也 51 髭剃り具 株式会社マンダム

21 シェービングフォーム剤加熱供給装置
ファイザー・コンシュー
マー・インク有限会社

52
シェーバー用ガードブレードおよびそ
れを使用したシェーバー

株式会社秀峰

22
超硬質・強靱で優れた耐食性を有する
ナノ結晶オーステナイト鋼バルク材及
びその製造方法

株式会社　ナノ技術研究所 53
食肉サンプルの採取保存方法および
それに用いる器具

田中産業株式会社

23
超硬質・強靱で優れた耐食性を有する
ナノ結晶オーステナイト鋼バルク材及
びその製造方法

株式会社　ナノ技術研究所 54
回転式かみそりおよびシェービング方
法

ローリング・レザー・エルエ
ルシイ

24
単結晶材料刃、単結晶材料刃を備え
た刃物および単結晶材料刃の製造方
法

斉藤　光親 55
伸長剥離性感圧接着テープおよび物
品

スリーエム　イノベイティブ
プロパティズ　カンパニー

25 毛髪梳き用ブラシ
有限会社ジャパンランカト
レーディング

56
アルキレンオキシドコポリマーを含むポ
リマー複合材

ユニオン・カーバイド・ケミカ
ルズ・アンド・プラスティック
ス・テクノロジー．．．

26 毛髪梳き用ブラシ
有限会社ジャパンランカト
レーディング

57 かみそり刃およびその製造方法 ザ　ジレット　カンパニー

27 安全かみそり
株式会社貝印刃物開発セ
ンター

58 安全かみそり ザ　ジレット　カンパニー

28
毛髪用ブラシおよび毛髪ブラシ交換用
刃物

有限会社ジャパンランカト
レーディング

59 安全かみそり ザ　ジレット　カンパニー

29 剃刀及びその柄
株式会社貝印刃物開発セ
ンター

60
髭剃り用剃刀柄の製造方法および製
造装置

ザ　ジレット　カンパニー

30 髭剃り器具 株式会社　菊星 61
塗装および絞り加工がなされた保持ク
リップを有するかみそりカートリッジ

ザ　ジレット　カンパニー

31 安全かみそりの替刃組立体の容器
株式会社貝印刃物開発セ
ンター

62
シェービングヘッド及びこれを有する
シェーバー

コーニンクレッカ　フィリップ
ス　エレクトロニクス　エヌ
ヴィ
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