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穴掘り工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） ６２点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥１４，３００－

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥１４，３００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥２１，０００－ ）

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 穴掘器 中村　圏治 46 三通り使い分け出来る園芸スコップ 濱口　光男

2 穴掘り器具 大谷　文吾 47 マルチスコップ 土屋　誠光

3 手動工具 浅香工業株式会社 48 補助グリップ 有限会社　イクトモ

4 打撃式地中穿孔装置 向井　敏雄 49 手動農作業具 鹿川　幸立

5 手道具用の柄
株式会社ホウネンミヤワ
キ 50 測量万能鋏器具 山口　武雄

6 手動工具用柄 浅香工業株式会社 51 スコップ又はシャベル 創研工業株式会社

7 手動工具の取付構造 浅香工業株式会社 52 スコップ 深沢　正吾

8 ホールカッター 東　悌二郎 53 竪深穴掘削器 松保工業有限会社

9 多丁スコップ取り付け具 笠原　堅春 54 穴掘り器 樋口　和美

10 手動工具用柄及びその製造法 浅香工業株式会社 55 穴掘りスコップ 武田　源吾

11 加衝撃スコップ フオトニクス株式会社 56 穴堀り工具 野田　憲雄

12 穿鑿器 株式会社昭伸精工 57 スコップ ニラサワ製販株式会社

13 先端開閉式スコップ オカダアイヨン株式会社 58 スコップ ニラサワ製販株式会社

14 穴掘り器具 小野　正己 59 首振りシャベル構造 有限会社スナミ製作所

15 パイプ構造を有する深穴掘削器 梶井　雅人 60 振動スコップ 長谷川　克之

16 手動掘削器 中野　昭雄 61
手動穴掘り器およびこれを用いた穴
掘り方法

塩田　吉見

17 穴掘り器 末広　明 62
先端部に鋸歯状を示す突起を形成し
た剣先ショベル

合原　一範

18 手動掘削器 植田　藤雄

19 スコップ 有限会社サンコー設備

20 深穴掘器 梶井　雅人

21 フォークシャベル 藤崎　トシ子

22 土切り歯付きショベル 山崎　政則

23 手動工具
株式会社レオポンイン
ターナショナルコーポ
レーション

24 角形複式スコップ 北村　和男

25 掘り起こし用土工具 株式会社堤製作所

26 簡単に泥が落ちる二連スコップ 鈴木　利信

27 手動工具用グリップ 浅香工業株式会社

28 穴掘り工具 小宮工機株式会社

29
ショベルにおけるブレードと柄の連
結構造

浅香工業株式会社

30 氷、土、泥、飛散防止器 市町　成寿

31 穴掘り具 三船　重信

32 穴堀器 株式会社ホシノ

33 省力型深掘用ショベル 小形　清

34 深穴堀用スコップ 川村　治

35 防災用具 藤原　充弘

36 植付け器 金子　光一郎

37
引きがねレバー付折りたたみスコッ
プ

相田　浩樹

38 土木作業用器具 上原　善司郎

39 人力掘削用具に取付ける副柄 山田　衛

40 掘削装置
株式会社エヌ・ティ・
ティ・テレコムエンジニ
アリング東京

41 ２枚スコップ 創研工業株式会社

42 土取出具及びスコップ 坂　勝雄

43 スコップ
株式会社青木技術士事務
所

44 槍スコツプ 椎名　正二

45 測量杭穴堀具 山口　武雄 以上６２点収録

穴掘り工具の構造と製造方法　　　No.9421

[公開編]　　平成４年～平成１３年（１０年間）　　　６２点

CD-ROM版　　　￥14,300    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥14,300

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥21,000　）


