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緊急脱出用工具の構造
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［公開編］平成９年～平成１７年（９年間） ６１点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２４，５７０－ ￥２３，４００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２４，５７０－ ￥２３，４００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥３６，７５０－ ￥３５，０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,8137 公開特許 緊急用脱出用工具の構造 平.1-8 50点 ￥19,700
No,6957 〃 カンナの構造と製造方法 昭.55-平.1 109点 ￥22,800
No,6959 〃 木工用キリとその製造方法 昭.55-平.1 107点 ￥22,400
No,6970 〃 セラミック製刃物の製造方法 昭.60-平.1 88点 ￥24,700
No,8915 〃 難削剤切断用チップ・ソー 平.5-11 116点 ￥33,700
No.8742 〃 刈払機用コード・ソーの構造と製法 平.6-10 62点 ￥19,700
No.8738 〃 刈払機用チップ・ソーの構造と製法 平.6-10 89点 ￥27,700
No.7715(B) 〃 〃 平.4-5 73点 ￥20,400
No, 〃 (A) 〃 〃 平.2-3 69点 ￥17,300
No,6852 〃 刈払機用回転刃物の構造 昭.63-平.1 102点 ￥24,000
No,7812(A) 〃 木工用カッターとその製造方法 平.2-6 64点 ￥19,800
No, 〃 (B) 〃 木工用キリとその製造方法 〃 34点 ￥10,000
No,8136 〃 彫刻刀と木工用のみ 昭.62-平.8 70点 ￥23,400
No,8143 〃 鋸刃目立て方法と装置機構 平.4-8 58点 ￥23,900
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.8355 〃 多機能ナイフの構造と製造方法 平.5-8 58点 ￥23,700
No.8420 〃 ハンマー類の構造と製造方法 平.5-9 80点 ￥23,400
No.8421 〃 スコップ類の構造と製造方法 〃 80点 ￥23,500
No.8789 〃 ニッパーの構造と製造方法 平.5-10 84点 ￥29,700
No.8792 〃 プライヤーの構造と製造方法 平.5-10 72点 ￥23,500
*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 〒

※料金には別途送料がかかります。



1 自動車用窓ガラス割り具 株式会社イモタニ 32 殴打ピンを備えた殴打具 長谷川刃物株式会社

2 緊急脱出用刃付ハンマ 株式会社北正 33 ウィンドガラス破壊用ヘッドレスト 富士重工業株式会社

3 車輌の非常用工具 坂本　英治 34 自動車の窓ガラス破壊器 松尾　志郎

4 発煙筒を利用した車外脱出ハンマー 本橋　桂 35 シートベルトの解錠装置 清水　重一

5 緊急脱出用ハンマー 株式会社カクセー 36 操作桿 はい　義浩

6 シートベルト切断器具タスカル・１ 李　文漢 37 自動車用シートベルト切断器具 橋本　知直

7
スプリング利用手動式車窓ガラス破砕
器具

阿賀田　隆啓 38 緊急脱出用ホイールレンチ ダイハツ工業株式会社

8 車載用ハンマー 黒柳　正 39 緊急救助用強化ガラス破摧器 ノーベル工業株式会社

9 自動車用非常灯 小林　操二 40 自動車用収納ケース 株式会社ジーエム

10 自動車における緊急脱出装置 有限会社オーピーエム 41 緊急脱出用特殊ハンマー格納構造 富士重工業株式会社

11 ハンマーキーホルダー 柴山　睦 42 車両水没時強制窓開け装置 花本　義一

12 ハンマー付アシストグリップ 畑中　義男 43 警報装置 株式会社アトラスオート

13 車載用槌 楠　茂宣 44 殴打具及びそれを取付けた警棒 長谷川刃物株式会社

14
強化ガラス破壊機能付自動車用緊急
保安炎筒

村田　友康 45 車両用サンバイザー 株式会社ネオックスラボ

15 簡易窓ガラス割り具 第一工機株式会社 46 運転室のガラス破砕装置 日立建機株式会社

16 脱出用ハンマ 関野工業株式会社 47 緊急脱出用ガラス破壊具 有限会社新工

17 緊急脱出用ガラス割り具 川上　晴行 48 ハンマー付アシストグリップ 畑中　義男

18
シートベルト用突起針付き引掛けプ
レート

関　保博 49 自動車用緊急工具の構造 游陳　秀滿

19 緊急脱出用ハンマー 株式会社長谷幸製作所 50 安全強化ガラス用分断打撃装置
ブズライル，ソシエダ　リミタ
ダ

20 自動車窓硝子破砕ハンマー 今井　誠造 51 水中窓ガラス破壊器具 林　智和

21 緊急器具収納用ベスト 株式会社ジーエム 52 強化ガラス打破機 謝　永聰

22 自動車窓ガラス割り用ハンマー 大村　敏夫 53
自動車組み込み型ウインドウガラス手
動破壊装置

井原　桂樹

23 懐中電灯付き脱出用ハンマー 村上　和也 54 蛍光ライフハンマー
ライフ　セイフティ　プロダク
ツ　ベー．フェー．

24 簡易窓ガラス割り具 第一工機株式会社 55
ばね荷重自動車窓破壊器及び引込み
式安全鞘

タスク　フォース　チップス
インコーポレイテッド

25 自動車の緊急脱出装置 鬼怒川ゴム工業株式会社 56 コネクタ 范　裕雄

26 緊急脱出用ガラス破砕機 中遠電子工業株式会社 57 避難用窓ガラス破壊器
旭嘉實業股▲ふん▼有限
公司

27 ハンマー付非常信号装置 株式会社アトラスオート 58 支持装置
ルーカス　ヒュードラウリク
ゲーエムベーハー

28 自動車用水中窒息防止器 稲葉　美勇喜 59 緊急時機能付き折畳み式携帯電話機 日本電気株式会社

29 自動車の窓ガラス破壊装置 高木　保夫 60 自動車用シートベルト装置 志賀産業株式会社

30 殴打ピンを備えた殴打具 長谷川刃物株式会社 61 事故車輌救出用ツール 有限会社榎田石材店

31 窓ガラス破壊装置
旭プラスチック工業株式会
社 以上６１点収録

緊急脱出用工具の構造　　　No.9988

[公開編]　　平成9年～平成17年（9年間）　　　61点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥24,570    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥24,570　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥36,750　）




