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［公開編］平成１１～平成１８年（８年間） ７９点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２５，７２５－ ￥２４，５００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２５，７２５－ ￥２４，５００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥３７，８００－ ￥３６，０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,8742 公開特許 刈払機用コードソーの構造と製法 平.6-10 62点 ￥19,700
No,8744 〃 コンバインの刈刃構造と装置 平.6-10 65点 ￥20,700
No,7715(B) 〃 刈払機回転刃物の構造 平.4-5 73点 ￥20,400
No,〃 (A) 〃 〃 平.2-3 69点 ￥17,300
No,6852 〃 〃 昭.63-平.1 102点 ￥24,000
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,6919(A) 〃 剪定鋏の構造と製造方法 昭.60-平.1 69点 ￥19,700
No, 〃 (B) 〃 高枝鋏の構造と製造方法 昭.60-平.1 69点 ￥19,700
No, 〃 (C) 〃 刈込鋏の構造と製造方法 昭.60-平.1 40点 ￥11,300
No,10042 登録・公開 ハサミの構造と製造方法 平.18 107点 ￥32,300
No,9908 〃 〃 平.17 98点 ￥26,400
No,9780 〃 〃 平.16 106点 ￥21,200
No,9652 〃 ハサミ類の構造と製造方法 平.15 93点 ￥18,600
No,9454 〃 〃 平.14 82点 ￥16,400
No,9265 〃 〃 平.13 79点 ￥15,800
No,9037 〃 〃 平.12 79点 ￥24,400
No,8814 〃 〃 平.11 72点 ￥23,000
No,8580 〃 〃 平.10 88点 ￥27,700

*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。

http://www.itdc-patent.com


1 走行式草刈機 株式会社共栄社 35 刈払機 新ダイワ工業株式会社

2 草取り機 上猶　徳光 36 動力刈払機 株式会社マルナカ製作所

3
ストリング固定ヘッドを持つストリングトリ
マー

ディーア・アンド・カンパ
ニー

37
自動装着式固定紐型刈払機用刈払
ヘッド

ジョン　アール　フォーグル

4
電動ロータリー式の草刈機の軸棒に取
り付ける安全カバー

有田　松美 38 手押式刈払機
ブイアイブイエンジニアリン
グ株式会社

5
ナイロンカッターコード式草刈用回転
刃

金澤　　滋 39 コード式草刈機の安全カバー 岡田　元生

6 刈払機用の回転刈刃 リョービ株式会社 40 草刈りコードカッタ 日立工機株式会社

7 ナイロンカッターコード式回転刃 福富　正治 41 コード式電動剪定機のコードカバー 小山　和俊

8 刈払機 川崎重工業株式会社 42 手押式刈払機
ブイアイブイエンジニアリン
グ株式会社

9 回転式フレイル送り出し装置
バーフィールド，ロバート，
シー．

43 手押式刈払機
ブイアイブイエンジニアリン
グ株式会社

10 振動刈払装置を具備する刈払機 トキワ工業株式会社 44
グラス切断装置用のカッティングコード
巻取用リール及び前記リールと共働す
るグラス切断装置用ヘッド

アルネトリ　モーター　デイ
アルネトリ　ファブリキウス

11 ひも型刈払ヘッド
アンドレアス　シュティール
アクチエンゲゼルシャフト
ウント　コンパニー

45 歩行型草刈機の切断装置 株式会社アテックス

12 刈刃体 バクマ工業株式会社 46
草刈用プラスチックコード並びにその
草刈用プラスチックコードの製造方法

カルエンタープライズ株式
会社

13 刈払機用のロータリカッタ スターテング工業株式会社 47 芝刈り用モノフィラメント
東レ・モノフィラメント株式会
社

14 草刈機 日立工機株式会社 48
葉取り用カッター、その取付構造及び
葉取り機

株式会社共立

15 草刈機 日立工機株式会社 49 トリマーヘッド
アクティエボラゲット　エレク
トロラックス

16 刈払機用のロータリカッタ スターテング工業株式会社 50
ナイロンカッター用異物飛散防護カ
バー

仲西　孝雄

17
刈払機用回転刃およびこれを用いた
刈払機

山田機械工業株式会社 51 合成樹脂製刈払用コード
株式会社エム・オ・ティ・
ゴーセン

18 草刈払機の万能刃 仲西　孝雄 52 手押式刈払機
ブイアイブイエンジニアリン
グ株式会社

19 草刈機 日立工機株式会社 53
刈払機のコード繰出し装置およびコー
ド繰出し装置におけるコード配索方法

株式会社新宮商行

20
フレキシブルライントリマーに使用する
２重ストランドモノフィラメントの形成装
置及び方法

プルールクス・マニュファク
チャリング・インコーポレイ
テッド

54 刈刃回転体 株式会社小林鉄工所

21 ライントリマーのライン繰出し機構
リョービ　ノース　アメリカ　イ
ンコーポレイテッド

55 ストリングトリマ装置用のヘッド ジョン　アール　フォーグル

22 清掃用アタッチメント 株式会社神島組 56 手押式刈払機
ブイアイブイエンジニアリン
グ株式会社

23 畦刈り機 マメトラ農機株式会社 57
刈払機用回転刃およびこれを用いた
刈払機

山田機械工業株式会社

24 刈払機用ナイロンコード 有限会社ささゆりグリーン 58
コード式草刈機の安全カバーとロー
ターと金属製鎖刃

山本　惠久

25 刈払機の刈刃装置 株式会社小林鉄工所 59
ブラシ・カッター用およびエッジ・トリ
マー用切断ワイヤ

スピード、フランス

26
草刈り機用モノフィラメント及びその製
造方法

株式会社島津製作所 60
植物切断装置のための新規な切断ユ
ニットおよび新規な切断フィラメント

スピード、フランス

27 草等の巻き付き防止軌道輪 有限会社ささゆりグリーン 61 コード型刈払機のコード保持装置
株式会社ハートフル・ジャパ
ン

28 刈り払い機の回転盤 宇良　唯保 62 草刈機用カッター 皆川農器製造株式会社

29 刈払機に用いる刈払いヘッド ダイアトップ株式会社 63
コード型草刈機の刈刃装置における手
動式コード繰出し機構

ダイアトップ株式会社

30
ポリアミドモノフィラメントおよびその用
途

東レ株式会社 64
コード草刈機の中通し式回転板のナイ
ロン糸の改良

冨樫　繁

31 刈払い用ナイロンコード 池上化工株式会社

32
回転式刈払カッタ及び携帯型動力刈
払機

山田機械工業株式会社

33 回転刃およびそのブレード 金丸　豊

34 動力刈払機 日立工機株式会社 以下１５点省略

刈払機用コードソーの構造と製法 　　　No.10112

[公開編]　　平成11年～平成18年（8年間）　　79点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥25,725   　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥25,725　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥37,800　）


