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＊最新の特許情報が満載！

庖丁類の構造と製造方法
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［登録・公開編］平成１６年～平成１９年（４年間） １１１点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２７，３００－ ￥２６，０００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２７，３００－ ￥２６，０００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥４０，９５０－ ￥３９，０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9728 登録・公開 庖丁類の構造と製造方法 平.12-15 111点 ￥25,500
No,8820 公告・公開 〃 平.10-11 73点 ￥23,300
No,8352 〃 〃 平.8-9 68点 ￥21,700
No,7962(A) 〃 〃 平.7 54点 ￥16,600
No,7790(A) 〃 〃 平.6 57点 ￥17,400
No,7681(A) 〃 〃 平.5 59点 ￥17,800
No,7527(A) 〃 〃 平.4 58点 ￥17,700
No,7342(A) 〃 〃 平.3 68点 ￥18,700
No,7072(A) 〃 〃 平.2 63点 ￥16,300
No,6785(A) 〃 〃 平.1 79点 ￥19,700
No,8152(B) 公開特許 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,8136 〃 彫刻刀と木工用のみ 昭.62-平.8 70点 ￥23,400
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
*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 柄付用具の口金 株式会社利光 44 包丁 斉藤工業株式会社

2 刃物用鞘 川嶋工業株式会社 45 包丁用スライスガード 有限会社竹内快速鋸

3 節度感を持たせた手動利器 川嶋工業株式会社 46 調理補助具 松田春雄

4 チタン合金複組成刃物 平井　啓太 47 厄除け包丁 有限会社竹内快速鋸

5 手動利器 有限会社ウカイ利器 48 鱗の取れる包丁 鈴木　弘幸

6 調理用補助具 林　敏雄 49 災害用調理セット 鬼頭　一雄

7 玉ねぎ切断補助具 福士　稔 50 調理補助具 上平　光治

8 刃物の柄
株式会社貝印刃物開発セ
ンター

51 大型柑橘類の皮むき器 鈴木　正臣

9 粉末焼結刃物 株式会社マシーナ 52 指保護具 大谷　悦子

10 手工具 コクヨ株式会社 53 （調理用具）包丁押え治具 山手　英俊

11 指保護具 伊藤木材株式会社 54 調理補助指切らず 河井　成之

12 包丁類の収納ケース 戸城　恵美子 55 ナイフ
ヴィーエムエフ　ヴュルテン
バーギッシュ　メタルヴァー
レンファグリク　アーゲー

13 刃物 毛利　茂 56 焼結鍛造刃材 平井　明

14 庖丁 株式会社食道園 57 柄付刃物
アルスコーポレーション株
式会社

15 セキュリティー包丁ケース 山崎　幸生 58 包丁 藤寅工業　株式会社

16 切断用具 株式会社レーベン販売 59 手動利器における柄部の構造
株式会社大野ナイフ製作
所

17 蕎麦切包丁 株式会社カバサワ 60 鯵やさんまなどの小魚の骨取り道具 山村　茂

18 包丁収納ケース 株式会社神戸製鋼所 61 包丁用備品器具 上野　俊一

19 粉末焼結包丁 草▲なぎ▼　良太 62 刃物 株式会社ヒロナイブズ

20 手動利器のための柄 川嶋工業株式会社 63 溶着余盛り部分カット用包丁 株式会社タジマ

21 セラミック製包丁 京セラ株式会社 64 ワンタッチ替え刃型包丁 地蔵　肇

22 介護用果物ナイフ及び介護用包丁 有限会社医工研 65
櫛歯包丁、櫛歯式両手包丁、および櫛
歯包丁装置

株式会社ヤハギ

23 包丁 株式会社片岡製作所 66 調理用保護具 佐々木　和也

24 調理用具又は食器 株式会社ブレストシーブ 67 刃物 有限会社吉祥

25 ダイヤモンド入り刃材 末田　きみ子 68 押し切り包丁 丸山　益雄

26 包丁の補助具 武井　志乃 69 替刃包丁 丸山　益雄

27 刃物用カバー
フェザー安全剃刀株式会
社

70 折りたたみ包丁 丸山　益雄

28
刃物素材の製造方法及びそれによる
刃物素材

平井　明 71 包丁 有限会社村製作所

29 工具及び係止部材 山下　有司 72 柄付き刃物
株式会社貝印刃物開発セ
ンター

30 刃物およびその製造方法 丹羽　義典 73 セラミック製刃物 京セラ株式会社

31 セラミック製刃物の製造方法 京セラ株式会社 74 包丁で指を怪我しない食材押さえ 森田　隆

32 ナイフ
ヴィーエムエフ　ヴュルテン
バーギッシュ　メタルヴァー
レンファグリク　アーゲー

75 突起物を配設した包丁及び製造法。 田村　仁一

33 皮剥ナイフ 古瀬　昭男 76 ジュエリー付包丁及びナイフ 澤口　希能

34 刃物およびその製造方法 丹羽　義典 77 加工食品用切り分け具
株式会社大多摩ハム小林
商会

35 折りたたみ式替え刃包丁 苗村　芳男 78 葱切り補助具 森本　利廣

36 手動利器における柄部の構造
株式会社大野ナイフ製作
所

79 包丁 株式会社清水刃物工業所

37 皮むき練習補助器具 湯田　秋夫 80 包丁用刃身 株式会社清水刃物工業所

38 刃物
有限会社　十三秀刃物製
作所

81 可変バランサー付き刃物 金昇家品有限公司

39 ユニバーサルデザイン包丁 株式会社レーベン販売 82 刃物包装ケース
株式会社貝印刃物開発セ
ンター

40 包丁 有限会社新日本家具 83 セラミック製包丁 京セラ株式会社

41
子供の包丁添え手指の切り傷防止器
具

江波戸　美恵 84 刃物
株式会社貝印刃物開発セ
ンター

42 包丁 関兼次刃物株式会社

43 包丁用安全補助器具 浅山　澄夫 以下２７点省略

庖丁の構造と製造方法　　　No.10207

[公開編]　　平成16年～平成19年（4年間）　　　111点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥27,300    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥27,300　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥40,950　）
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