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［公開編］平成６年～平成１８年（１３年間） １１０点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２９，０８５－ ￥２７，７００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２９，０８５－ ￥２７，７００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥４３，０５０－ ￥４１，０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,7690 公開特許 鎌の構造と製造方法 昭.58- 平.5 113点 ￥23,400
No,9420 〃 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,8137 〃 緊急脱出用工具の構造 平.1-8 50点 ￥19,700
No,9988 〃 〃 平.9-17 61点 ￥23,400
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
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所 属 部 署
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℡ （ ） FAx （ ）
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※料金には別途送料・消費税がかかります。

http://www.itdc-patent.com


1
電柱支線における巻付き蔓の切払い
除去具

名伸電機株式会社 50 野菜収穫補助走行車 株式会社イモト

2 草取り器具 熊谷　鈴男 51 草取り刃 谷口　重一

3
ピック部着脱自在なピッケルとピック部
折り畳み可能なピッケル

鈴木　悦夫 52 鋸鎌 長谷川　友繁

4 万能草取具 新井　なか 53 曲り鎌 松山　謙市

5 草取り具 株式会社清水製作所 54 鎌の携帯用安全ケース 川中　光雄

6 鎌などの刃物 高田　富男 55 土木工具 有限会社星野製作所

7 ゴルフ場用雑草除去具 渡辺　三義 56 パイプ柄の端部構造 石田工業株式会社

8 柄の補助具 岩本　成揮 57
手を汚さない指先に土がつかない草
取り

千田　佐智子

9 人力刈払機 株式会社イモト 58 草取り器具 熊谷　鈴男

10 山菜取り鉈鎌 川端　強 59 鎌 株式会社三泉

11 段違い鎌 長嶺　重雄 60 鎌 長谷川　友繁

12 パームバンチ採取装置 株式会社ニッシン 61 道具の柄 山下　信之

13 草抜き鎌 嶋田　海介 62 草抜き道具 仰　優

14 草刈靴 豊永　武盛 63 草木刈取鎌 寺島　壽尚

15 鎌 野本　道彦 64 折り畳み鎌 石氷　泰夫

16 鎌 株式会社遠藤製作所 65 草刈具 福永　淳

17 草刈り鎌 有限会社皆川工業所 66 草刈り鎌 薄井　勤

18 草刈り鎌 有限会社皆川工業所 67 草取鎌 立川　健

19 除草刃体 永井　求 68 鎌 安井　尚

20 突っ切り式複合草取鎌 梅野　和加子 69 簡易式タマネギ収穫枠 山田　友子

21 草取り器具 金子　光一郎 70 鎌の刃および鎌 倉　久行

22 手工具 津村鋼業株式会社 71 替え刃式鎌 株式会社ホウネンミヤワキ

23 草取り具 有限会社徳永製作所 72 草抜き具の刃体 株式会社若狭屋

24 人力畑用株間除草器 有限会社キュウホー製作所 73 草取り器 小林　正直

25 草取りがまの刃板 林　正江 74 草刈り鎌 平井　明夫

26 手動利器における孔開き刃 株式会社イモト 75 草刈り鎌 平井　明夫

27 花卉収穫具 藤原　敏昭 76 草取り鋏 堀切　仁志

28 鎌刃板の鞘 キンボシ株式会社 77 草むしり器 古谷　休

29 草取り器 金子　光一郎 78 草刈り鎌 有限会社皆川工業所

30 草取り用具 浅野　克己 79 鎌の腰下げ収納袋 石藤　保嗣

31 鎌および鎌用砥石装着具 株式会社ユーエム工業 80 鋸刃形草抜き具 増田　洋一

32
伸縮自在な長尺体の接続構造及びそ
れを用いた草刈り鎌

有限会社皆川工業所 81 替刃式草刈小鎌 有限会社竹内快速鋸

33 草削り機 株式会社イモト 82 草取り等の熊手工具 鳴尾　萬二六

34 刃物収納携帯ケース 株式会社イモト 83 鎌 高田　津木男

35 柄付き道具 長谷川　てい一 84 草取り具 株式会社日本アルテック

36 取り替えが出来る鎌の刃 河野　悦二 85 把手 中村　達夫

37 草取り鎌 有限会社野上商事 86 替刃式草刈小鎌 有限会社竹内快速鋸

38
突っ切り式立姿形ピンセット装着草取
機

松本　利雄 87 鋸鎌 キンボシ株式会社

39 鎌 有限会社浅野木工所 88 草取具 竹田　豊

40 野菜の刈取器 高畠　哲也 89 交換式農工具 株式会社セキカワ

41 草抜き具 株式会社　富田刃物 90 草刈り鎌 鮫島　健

42
差込式木の柄づけの鍬・柄鎌・鍼・金
鎚等の柄抜け防止留具および装置

近藤　彦二郎 91 草木刈り取り具 藤田　寛

43 カルチベータ用砕土除草装置 有限会社キュウホー製作所 92 かずら除去具 中国電力株式会社

44 草取り鎌 野本　道彦 93 草取鎌 熊谷　鈴男

45 長尺曲り柄付草刈り鎌 横山　惠 94 水田除草機 株式会社キュウホー

46 切断具 株式会社　富田刃物 95 多用途園芸用具 谷川　助次

47 鎌 カネコ総業株式会社 96 手道具の長柄 株式会社相田合同工場

48 収穫鎌 株式会社イモト 97 野菜、果樹等の摘粒器具 有限会社福庭鉄工所

49 園芸用草取り具 荒井　宏 以下１３点省略

鎌の構造と製造方法　　　No.10106

[公開編]　　平成6年～平成18年（13年間）　　　110点
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