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1 多刃回転工具用研削機の制御装置 天龍製鋸株式会社 40 刈払い用回転刃及びその製造方法 株式会社トリガー

2 構造用鋸ブレード
アメリカン・ソー・アンド・マ
ニュファクチャリング・カンパ
ニー・インコーポレイテッド

41 刈払い用回転刃及びその製造方法 株式会社トリガー

3 刈払機の軽い刃 中居　喜久朗 42 鎌体一体型草刈鎌 株式会社ユーエム工業

4 チップソー 兼房株式会社 43 フリーカットソー 亀瀧　繁政

5
耐久性に優れたダイヤモンドソー用基
板及びダイヤモンドソーの製造方法

日新製鋼株式会社 44 鋸歯形成装置及び形成方法
フー　シン　ノン　チュイ
ユー　シエン　コン　シー

6 フィンガカッタ 兼房株式会社 45
基板と、磨耗防止皮膜のついたブレー
ドのある歯体とをもつ鋸刃

ウィクス－サゲンファブリック
ウィルヘルム　エイチ．クル
マン　ゲーエムベーハー…

7 鋸、及び鋸ユニット 未来工業株式会社 46
軟質被削材料の乾式切削用サーキュ
ラーソーおよび加工法

株式会社アライドマテリアル

8 金属切断用丸鋸 兼房株式会社 47 チップソー 株式会社ＪＦＥウイング

9 チップソー 兼房株式会社 48 高所鋸 榎本　五郎

10 ブレークソー 株式会社小林ダイヤ 49
セラミックハニカム成形体の切断方法
及び円形切断刃

旭硝子株式会社

11
回転鋸刃の研削装置及びその制御装
置

天龍製鋸株式会社 50 高枝切りのこぎり 近藤　正男

12 切削工具とその製造方法
住友電工ハードメタル株式
会社

51 刃先交換式メタルソー
住友電工ハードメタル株式
会社

13 切削工具とその製造方法
住友電工ハードメタル株式
会社

52 カッター 白崎　茂成

14 円板状回転工具 兼房株式会社 53 替刃式帯鋸 株式会社袴田製作所

15 刈払い機用チップソー 株式会社小林鉄工所 54 定着フック式鋸ケース 株式会社ユーエム工業

16 ダイヤモンドバンドソー 三和ダイヤ工販株式会社 55 チップソー 有限会社松村精機

17 手引き鋸の鋸身の製造方法
アルスコーポレーション株
式会社

56
刈払機、線状刃回転ユニット、及び板
状回転刃

株式会社小林鉄工所

18 電動式鋸用鋸刃 株式会社岡田金属工業所 57 回転刃 株式会社トリガー

19 チップソー用硬質合金 日立ツール株式会社 58 鋸刃 株式会社不二越

20 草刈刃用基板 日新製鋼株式会社 59 刈払機用連結装置 株式会社小林鉄工所

21
メタルバンドソー用刃材およびメタルバ
ンドソー

日立金属株式会社 60 回転刃加工機及び回転刃加工方法 株式会社トリガー

22 帯鋸刃製造方法 株式会社アマダ 61 硬質層を持つ鋸歯
アーカーエー・クネーベル・
ゲゼルシヤフト・ミツト・ベシ
ユレンクテル・ハフツング…

23 鋸刃 株式会社アマダ 62 高速切削用回転鋸 株式会社アライドマテリアル

24 瓦釘の切断工具 株式会社岡田金属工業所 63 電動鋸及び電動鋸用鋸刃 日立工機株式会社

25
インサイジング刃物およびインサイジン
グ刃物装置

ミサワホーム株式会社 64 替刃鋸用背金 レザーソー工業株式会社

26 手挽き鋸 株式会社サボテン 65
マルチチップファセット切削鋸刃およ
びそれに関連する方法

アーウィン　インダストリアル
トゥール　カンパニー

27 円盤カッター 白崎　茂成 66 チェーンソー歯を研削する装置 ドラゴ・チェンダク

28 刈払いチップソー 株式会社トリガー 67 円形平削り鋸
サーキュラー　プレイン　ソ
ウズ　リミテッド

29 鋸などの利器の鞘 株式会社アグリス 68 コンクリートソーチェーン
ドルマール・ゲゼルシャフト・
ミット・ベシュレンクテル・ハ
フツング

30 帯鋸刃 株式会社不二越 69 チェーンソーの目立て機 ニシガキ工業株式会社

31 刈払機用刈込み具及び刈込み装置 株式会社小林鉄工所 70 円形鋸歯 大見工業株式会社

32 刈払機用刈刃 株式会社小林鉄工所 71 チェーンソーの工具不要な調節構造 ▲しょう▼李　杏枝

33 鋸切断の角度保持方法と構成 高藤　勝義 72 刈払機 株式会社　椙岡組

34 刈払機用刈刃 株式会社小林鉄工所 73 草刈刃 藤井　逸子

35 立木巻き枯し具（杉桧用） 矢口　静男 74 鋸歯と切刃とを併せもつ剪定鋏 棚橋　弘

36 草刈刃 藤井　芳彦 75 永切れのする草刈り丸鋸 今野　中

37 回転鋸の切り屑排出装置 天龍製鋸株式会社 76 刈払機用チップソー キンボシ株式会社

38 のこぎり引きの技能測定装置 国立大学法人山口大学 77 チェーンソー目立て角度合わせ用具 有限会社ＩＳＧ企画

39 回転鋸 天龍製鋸株式会社 78 木工用回転刃物装置
株式会社松岡カッター製作
所

以下１１点省略
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