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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４年～平成１３年（１０年間） ７１点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥１６，３００－

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥１６，３００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥２４，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内
No,8421 公開特許 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,8137 〃 緊急脱出用工具の構造 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,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

*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 雪おろし具 甲谷　義広 43 手押式簡易除雪機 多賀　友夫

2 除雪用スコップ 青山　政多 44
雪搭載部が前方に傾斜する手押式簡
易除雪機

多賀　友夫

3 除雪方法および除雪装置 高田　正太郎 45 手押式簡易除雪機 多賀　友夫

4 雪かき具 積水化学工業株式会社 46 流雪溝用排雪器 金沢樹脂工業株式会社

5 柄付成形品 積水化学工業株式会社 47
雪搭載部のバスケットが前方に傾斜
する簡易除雪機の、雪搭載部のバス
ケットと手押しの器具との．．．

多賀　友夫

6 スノーショベル 谷下工業株式会社 48 スノーダンプ 株式会社アイビーム

7
除雪機の取っ手新設、及びアームの
転回

高嶺　一司 49 除雪具及びその製造方法 金沢樹脂工業株式会社

8 手押し除雪運搬車 藤井　昌隆 50 除雪具 金沢樹脂工業株式会社

9 雪積み囲い付除雪器 林　秀丸 51 除雪具 小坂　重晶

10 雪除去具を備えた除雪車 藤井　大介 52 除雪具 道端　政二

11 自動雪かき機 布留川　拓矢 53 スノーダンプ 山田　秀之助

12 スノーダンプ 有限会社若松民芸製造卸 54 雪降ろし具 草場　蓴

13 突きかため用パン付き雪面ティラー
ローガン　マニユフアク
チュアリング　カンパ
ニー

55 スコップ 有限会社オリーブ技研

14 転倒防止機能付スノーダンプ立て 増村　登 56 スノーダンプ 熊谷　誠市

15 スノーダンプ用雪積み囲い 林　秀丸 57 除雪具 飯田　雅利

16 雪用スコップの雪止め具 生津　清夫 58
融雪装置及びその融雪装置に用いら
れる運搬シャベル

株式会社ゼクセル

17 除雪具 秋田　修 59 シャベル等の手道具 藤田　寛

18 除雪装置 高浦　好三 60
雪掻き具、およびそれ用のハンドル
枠把持杆部用金具

熊谷　誠市

19 ショベル
アイリスオーヤマ株式会
社 61 屋根用除雪具 中西　英輝

20 固い雪も削りやすいスコップ 中村　豊 62 雪降ろし具 草場　蓴

21 スノーダンプ 金沢樹脂工業株式会社 63 スノーダンプ 初瀬　東一

22 除雪コロコロ 小幡　進 64 収納袋一体式雪かき具 永井　孝

23 スノーダンプ
アイリスオーヤマ株式会
社 65

除雪具や土掘り具などのすくい具並
びにスノーダンプ並びにスコップ

ニラサワ製販株式会社

24 雪かき
アイリスオーヤマ株式会
社

66 スコップ 株式会社小倉製作所

25 雪かきスコップ 金沢樹脂工業株式会社 67 首振りシャベル構造 有限会社スナミ製作所

26 スノーダンプ 金沢樹脂工業株式会社 68 軽くて丈夫な雪処理具 田中　悦郎

27 柄棒部材の接続構造 株式会社大谷化工 69 除雪器具 道路開発株式会社

28 スノーダンプ 株式会社アイビーム 70
スノーダンプの軽量化と耐久性の向
上、除雪作業の効率化。

伊藤　耕司

29 補助用車輪付きスノーダンプ 小畑　信之 71 滑り止め付き雪かき作業具 猪狩　公夫

30 除雪用運搬機具 和賀　史洋

31 スノーダンプ 初瀬　東一

32 スノーダンプ 株式会社熊谷農機

33 除雪用具 長橋　良穂

34 屋根の除雪具 青山　政多

35 雪用スコップ 川口　武

36 取り外し型取つ手（柄） 橋本　強寿

37 雪落とし具 工藤　正光

38 除雪用具
アイリスオーヤマ株式会
社

39 除雪具
ニューライフ工業株式会
社

40 車輪付き除雪具 株式会社ナカノ

41 車輪付き除雪具 中野　保夫

42 除雪用具
アイリスオーヤマ株式会
社 以上７１点収録

除雪用具の構造と製造方法　　　No.9420

[公開編]　　平成４年～平成１３年（１０年間）　　　７１点

CD-ROM版　　　￥16,300    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥16,300

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥24,000　）


