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装身具用止金具の構造
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］平成１３年～平成１４年（２年間） ９８点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥１９，８００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥１９，８００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥２９，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内
No,9054 公開特許 装身具用止金具の構造 平.11-12 100点 ￥32,400
No,8718 登録・公開 〃 平.9-10 74点 ￥24,500
No,8234(B) 公開特許 〃 平.7-8 77点 ￥24,700
No,7799 〃 〃 平.4-6 92点 ￥25,200
No,7372 〃 〃 平.2-3 98点 ￥23,700
No,6842 〃 〃 昭.63-平.1 95点 ￥23,000
No,6292 〃 〃 昭.60-62 105点 ￥24,600
No,8234(A) 登録公告 〃 平.7-8 19点 ￥ 5,300
No,7803 公告特許 〃 昭.62-平.6 85点 ￥26,400
No,6053 〃 〃 昭.57-61 62点 ￥19,700
No,8034 公開特許 磁気健康装身具とその製造方法 平.3-7 50点 ￥21,300
No,8040 〃 装身用宝石の取付方法 平.2-7 94点 ￥25,600
No,6960 〃 〃 昭.55-平.1 98点 ￥26,600
No,7990 〃 装飾用チェーンの製造加工方法 平.5-7 78点 ￥25,000
No,7539 〃 〃 平.2-4 61点 ￥21,400
No,7801(B) 〃 イヤリング・ピアスの構造と製造方法 平.5-6 69点 ￥15,500
No,〃 (A) 〃 〃 平.3-4 88点 ￥19,700
No,7282(B) 〃 〃 昭.63-平.2 120点 ￥31,400
No,6378 〃 〃 昭.61-62 92点 ￥24,600
No,7800(B) 〃 貴金属指輪とその製造方法 平.5-6 75点 ￥16,800
No,〃 (A) 〃 〃 平.3-4 66点 ￥14,700
*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 クラスプ 株式会社内松 44 装飾チェーン 株式会社東栄

2 装身具のリング径調節機構
株式会社カネア・トレーディ
ング

45 チェーン状装身具 株式会社桑山

3 装身具 株式会社パイロット 46 装身具 株式会社賛光

4 イヤリング用止金具 竹原　久司 47
装飾用チェーンとそのモチーフパーツ
及びクラスプ

河合　健一

5 イヤリング用止金具 竹原　久司 48 バネ圧式スライド連結具 田崎真珠株式会社

6 装身具 有限会社エモーション 49 装身具用留め具 株式会社ムラオ

7 装身具 株式会社トワリエ 50 セラミック連鎖体 京セラ株式会社

8 ピアス用止め金具 岩田　貫行 51 イヤリング用係止具の緩衝構造 石川　英俊

9 装身具用連結金具 株式会社ピース 52 ピアスイヤリング用止め金具 有限会社克工芸

10 ピアス兼用イヤリング金具 株式会社柳澤商会 53
装飾品の留め具および留め具に用い
る係止用ピン部材および留め具に用い
られる留め部材ならびに装飾品

高島産業株式会社

11 装身具 有限会社スダマ 54 装身具用連結具 金森　良彰

12 装身具の止金具 桐原　勉 55 装身具用連結具 金森　良彰

13 装身用チェーンの長さ調節構造 株式会社ムラオ 56 装飾品の製造方法 川村　由美子

14 アクセサリーチェーン 山崎　道子 57 ブレスレット用クラスプ
コンセイユ　エ　マニュファク
チュール　ヴェエルジェ　ソ
シエテ　アノニム

15 ネックレス 株式会社三貴 58 首飾り 大沢　九十二郎

16 装身具用止め金具
株式会社カネア・トレーディ
ング

59 ネックレス等の装飾具 株式会社トワリエ

17 装身具 株式会社山梨物産商会 60 指輪留め具 大沢　九十二郎

18 指輪留め具 大沢　九十二郎 61 装身具の連結金具 有限会社克工芸

19 ネックレス本体と留め具 株式会社三貴 62 ブレスレット用留め具
モントレ　ロレックス　ソシエ
テ　アノニム

20 ネックレス 株式会社エストラット 63 装飾品の製造方法 川村　由美子

21 石留め金具 有限会社鍋島精工 64 アクセサリー固定部 信和宝飾工芸株式会社

22 スライド式イヤリング 柳澤　克彦 65 装身具 株式会社並木製作所

23 耳飾り脱落防止部材 小川　真希子 66
ダブルフック式ノンセーフティ型クラス
プ

株式会社ミキモト装身具

24 装身用チェーンの留め具スライド構造 株式会社ムラオ 67
留め具および装身用チェーンのスライ
ド構造

株式会社ムラオ

25 ピンバッチの保護装置 下山　公道 68 環状装身具の留め金具 星野　雅弘

26 装身具用止め金具 株式会社光彩工芸 69 装身具と、装身具の端部係止構造 株式会社ペルラ太田

27 装身具 株式会社パイロット 70 装身具 槻舘　一令

28 装飾品の固定金具装置 株式会社江商 71 環状装身具の留め金具 星野　雅弘

29 装身具用留め具 株式会社光彩工芸 72 装身具用連結具 金森　良彰

30 ブレスレット用三つ折れ金具 株式会社オチアイ工芸 73 装身具の留め具 株式会社パールスペンサー

31
リング状装身具の伸縮部材及び同部
材を備えたリング状装身具

船倉　真咲 74 分離可能な部材を有するペンダント 株式会社三貴

32 Ｓ字型ピアス針のピアス 秋山　喜三男 75 糸係止具 星野　雅弘

33 イヤリングピアス 柳澤　克彦 76 装飾用クラスプ及びその製造方法 ベアー精密工業株式会社

34 装身具用連結具
株式会社ジュエルパーツピ
コ

77 装飾用首輪の止め具ずれ防止着具 川村　由美子

35
ピアス本体の一部をスリット状の留め具
としたピアス。

小林　正幸 78 装身具用止め金具
株式会社カネア・トレーディ
ング

36 装身具 尾崎　尚美 79 耳飾りの止金具 石水　総

37 三つ折りの折り畳み式留め具
モントレ　ロレックス　エス．
アー．

80 接合用連結具及び独立体の固定器具 池田　志能夫

38 長さ調節を可能にした装身具 株式会社ナガホリ 81 Ｊ型多目的内蔵部品クラスプ 高木　馨

39 装飾用のネックレス
ゴレイ・ブッシェル・トレー
ディング株式会社

82 宝石品および関連方法 石田　貢

40 装身具 東京貴宝株式会社 83 止め具及び装身具 株式会社プラネット

41 ネックレス 宮澤　克典 84 留め金具 株式会社桑山

42 装飾品 三和精密工業株式会社 85 ペンダント．留め付き、ピンブローチ 株式会社川上

43 連挿糸および連挿装身具 株式会社ムラオ 以下１３点省略

装身具用止金具の構造　　　No.9462

[公開編]　　平成１３年～平成１４年（２年間）　　　９８点

CD-ROM版　　　￥19,800    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥19,800

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥29,000　）


