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除雪用具の構造と製造方法
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［公開編］平成１４年～平成１８年（５年間） ９０点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２８，６６５－ ￥２７，３００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２８，６６５－ ￥２７，３００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥４２，０００－ ￥４０，０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9420 公開特許 除雪用具の構造と製造方法 平.4-13 71点 ￥16,300
No,9421 〃 穴掘り工具の構造と製造方法 平.4-13 62点 ￥14,300
No,8421 〃 スコップ類の構造と製造方法 平.5-9 80点 ￥23,400
No,8420 〃 ハンマー類の構造と製造方法 平.5-9 63点 ￥25,300
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
No,9988 〃 緊急脱出用工具の構造 平.9-17 61点 ￥23,400
No,8137 〃 〃 平.1-8 50点 ￥19,700
No,8470 〃 手動パイプ・カッターの構造 平.5-9 63点 ￥23,400
No,8472 〃 ラチェット・レンチの構造 平.7-9 69点 ￥24,700
No,9480 〃 路面消雪装置と散水ノズル 平.5-14 106点 ￥24,300
No,8013 〃 埋設型融雪装置の構造 平.5-7 59点 ￥24,300
No,9156 〃 水道管凍結防止用ヒーターの構造 平.5-12 71点 ￥23,700
No,8842 〃 農園芸用鋏の構造と製造方法 平.9-11 73点 ￥23,400
No,8115 〃 〃 平.6-8 97点 ￥26,300
No,7711 〃 〃 平.2-5 73点 ￥19,700
No,9016 〃 バリカン式刈込機の構造 平.7-11 63点 ￥23,400
No,9018 〃 農園芸用バリカン刃の構造 平.2-11 72点 ￥24,700
No,9878 〃 凍結防止剤の散布装置 平.7-16 100点 ￥28,800

*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 雪かき板 青木　朝夫 46 雪掻き専用の補助グリップ 有限会社よしまつ

2 熊手箒 株式会社キ乃シタ 47 氷雪割り具の針状刃先固定棒 有限会社タイヤパレット

3 屋根の雪落とし機具 大場　貢 48
人力除雪道具（通称スノーダンプ）を四
輪駆動車に取り付けるための取り付け
器具。

山下　郁雄

4 屋根の雪下し具 片原　力三 49 氷雪割り具の氷雪割り棒 株式会社ホクエイ

5 除雪用具 高橋　良一 50 氷雪割り具の氷雪割り刃 株式会社ホクエイ

6 背負発電熱式解除雪機 片桐　良正 51 氷破砕用具 鈴木　敏明

7 排雪用スノーダンプ 伊藤　寛治 52 除雪シャベル 野沢　和義

8 スノーダンプ 斎藤　正夫 53 スノーダンプ用スカート
株式会社ホームメンテナン
ス

9
雪害の軽減方法、及び雪庇切り落とし
装置

有限会社ささはら 54
ショベル、およびそれ用のスイングハン
ドル

神　英彦

10 除雪器雪積み箱つきスノーダンプ 近江　一男 55 スノーダンプ 服部　修司

11 スコップ及び雪運搬器 吉田　勝利 56 作業労力軽減スコップ 佐々木　正博

12 雪降ろし具 長屋工業有限会社 57 スノーダンプ 大矢　賢吾

13
ツルツル路面対策「氷雪表面砕氷器
具」

佐藤　秀男 58 雪よせ具 有限会社　カシコ製作

14 除雪氷具 花楯産業株式会社 59 斜張橋の斜材ケーブル除雪装置
北海道開発局帯広開発建
設部長

15 除雪氷具 花楯産業株式会社 60 屋根の雪下ろし器具。 大場　貢

16 パンタグラフ上の雪落し絶縁棒 東海旅客鉄道株式会社 61 車輪付きショベル マーク・ヌーナン

17 除雪用スコップ 郭　文禮 62 スノーダンプ用嵩上げ器具 小笠原　修一

18 フォークリフト用除雪具 大隅　四志夫 63 手動除雪具の車輪構造 森山　幸一

19 手動運搬具 浅香工業株式会社 64 スノーダンプ 斉藤　裕夫

20 除雪作業用スコップ 株式会社ヴァンテック 65 氷雪割り用具 北興鉄筋有限会社

21 柄部補強構造 アイリスオーヤマ株式会社 66 除雪具 ▲つし▼馬　進太郎

22 雪ハネ用補助具 斉藤　秀己 67 除雪具 有限会社新日本家具

23 滑り止め付き雪流し波板 中山　吉明 68 家屋等屋根の雪降ろし用具 石橋　福光

24 屋根下作業用の雪降ろし用具 北村　克也 69
手動運搬車の補強具およびそれを装
着した手動運搬車

浅香工業株式会社

25 除雪用運搬機具の回動支持金具 和賀　史洋 70 氷雪割り具の針状刃先固定構造 株式会社ホクエイ

26 スノーダンプ ニラサワ製販株式会社 71 スノーダンプ
株式会社ホームメンテナン
ス

27 スノーダンプ ニラサワ製販株式会社 72 チップブレーカつきシャベル 吉野　勝範

28 スノーダンプ ニラサワ製販株式会社 73 スノーダンプ 亀倉　靜夫

29 スノーダンプの車輪装置 宍戸建設有限会社 74 多機能な一輪車 和田　嘉信

30 スノーダンプ ニラサワ製販株式会社 75
除雪ダンプ車輌取付け用具および車
輌取付け用除雪具セット

有限会社君乃家食品

31 つるはしの飛散防止具 植野　精一 76 除雪具および除雪補助具 長村　厚策

32 前後に移動する軸の付いた雪かき 岩垂　伸一 77 除雪具 藤田　寛

33 圧雪破砕具 有限会社淡路建具製作所 78 円滑移動除雪バケット 浜　義晃

34 手動式除雪具 菊池　昭美 79 圧雪氷破砕機 中越　孝助

35 スノーダンプ用雪掬い具 ニラサワ製販株式会社 80 排雪ダンプのらくらく骨格 笠井　文雄

36 スノーダンプ ニラサワ製販株式会社 81 氷割り機 北澤　忠夫

37
腰の負担を軽減したらくらく排雪ダンプ
支持具

笠井　文雄 82 除雪用具 北海道

38 スノースコップ 宮本　実 83 除雪用具 アイリスオーヤマ株式会社

39 スコップ 高田　茂實 84 スパイラル羽根付き除雪具
株式会社アイシーストック
ジャパン

40 スノーダンプ 株式会社サンカ 85 片方向除雪具
株式会社アイシーストック
ジャパン

41 雪よせ具 有限会社　カシコ製作 86 雪降ろし具
株式会社アイシーストック
ジャパン

42 ラッセル式運搬除雪具 有限会社よしまつ 87 雪すくい器 オギハラ工業株式会社

43 氷雪割り具の針状刃先 有限会社タイヤパレット

44 車輪付き除雪スコップ 大和加工株式会社

45 車輪付き除雪ダンプ 大和加工株式会社 以下３点省略

除雪用具の構造と製造方法 　　　No.10104

[公開編]　　平成14年～平成18年（5年間）　　　90点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥28,665    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥28,665 　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥42,000　）
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