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中空装身具の製造方法
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］平成５年～平成１４年（１０年間） ９５点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥１９，３００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥１９，３００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥２８，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内
No,9506 公開特許 装身具のロスト・ワックス法 平.5-14 96点 ￥19,400
No,9462 〃 装身具用止金具の構造 平.13-14 98点 ￥19,800
No,9054 〃 〃 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,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,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 中空素材の製造方法 三菱マテリアル株式会社 42
回転可能な外側冠部を有するリングま
たはブレスレットのような環状貴金属装
身具

ピアジェ　アンテルナショナ
ル　ソシエテ　アノニム

2 環状装身具及びその製造方法 オール　－　エスト・エス・ア 43 貴金属中空物品の製造方法 三菱マテリアル株式会社

3 貴金属製品の石留め方法 株式会社山本製作所 44 ピアス 株式会社パイロット

4
電鋳用ろう基体への導電性被膜形成
方法

田中貴金属工業株式会社 45 貴金属中空製品の製造方法 株式会社日之出宝飾

5 留め金の製造方法 田崎真珠株式会社 46 装飾用ボールチェーン ワイケイケイ株式会社

6 装身具用のピン 株式会社三浦製作所 47 カプセル状部品の製造装置及び方法 神谷　弘喜

7 珠体ネックレス 株式会社アイレ 48 装身具 曽根　順次郎

8 装飾部材 京セラ株式会社 49 耳飾り 株式会社ピース

9 薄肉中空金属物品の製造方法 三菱マテリアル株式会社 50 身装品及びその原型品の製造方法 志村　治彦

10 装飾体の製造法 東洋レックス株式会社 51 中空の貴金属製の物品の製造方法
シルマー　エッセ．　ピー．
アー．

11 中空装飾部品の製造方法 田中貴金属工業株式会社 52 スウイング式身装品 有限会社　ヤマコシ

12 装身具用丸玉の製造方法 甲府精鋲株式会社 53 装身具の接続構造 株式会社並木製作所

13
金と白金との組合せボールチェーン状
装飾品の製法

三和精密工業株式会社 54 装身具 本多精密工業株式会社

14 装飾体の製造法 東洋レックス株式会社 55
装身具と装身具の石留め構造並びに
その石留め方法

株式会社山勝

15 ループ装飾具 株式会社セブン宝飾 56 装身具用飾り駒 株式会社パイロット

16 ネックレス 株式会社中戸 57 中空装身具 小池　龍次郎

17 貴金属製中空製品 望月　淳一 58
装飾用貴金属チェーンおよびその製
造方法

株式会社ジュエリーアイワ

18 貴金属同士の接合方法 三和精密工業株式会社 59 アロマオイル入り装身具 株式会社山高キャスト

19 中空指輪及びその製造方法 東洋レックス株式会社 60 回転防止ネックレス 中川装身具工業株式会社

20 中空宝飾品の製造方法 東洋レックス株式会社 61 リング体及びこれを用いた装飾品 挾間　直子

21 中空多面球体及びその製造方法 三和精密工業株式会社 62 装身具に於ける装飾単体 寿和工芸株式会社

22 貴金属中空製品の製造方法 株式会社日之出宝飾 63
装飾チェ―ン用のデザインパ―ツとそ
れを用いた装飾チェ―ン

株式会社並木製作所

23 帯留めの製造方法
株式会社レオ・エンタープ
ライズ

64 装飾用鎖 サンエス技研株式会社

24
装飾品のための貴金属を含有する材
料およびその製造方法

デグッサ　アクチェンゲゼル
シャフト

65 装飾チェ―ン用のデザインパ―ツ 株式会社並木製作所

25 装飾体の製造方法 東洋レックス株式会社 66 貴金属製の中空製品の構造 有限会社丸山

26 中空貴金属製品への石留め方法 株式会社イナホ 67 装飾具 有限会社ジェーシーエス

27 装身具 株式会社大芝 68 装身具 相川　敏

28 装身具 有限会社フタバ宝飾 69 指輪用装飾カバー 株式会社徳吉

29 イヤリング 株式会社パイロット 70
装飾チェーン用のデザインパーツとそ
れを用いた装飾チェーン

株式会社並木製作所

30 装身具用ディンプル玉部品 株式会社パイロット 71
チェーン装身具及びこれに用いる中空
体の製法

株式会社ラッキー商会

31 ボールチェーンおよびその製造方法
日本アクセサリー工業株式
会社

72
装飾チェーン用のデザインパーツとそ
の製造方法

北欧産業株式会社

32 貴金属中空製品の製造方法 株式会社日之出宝飾 73 貴金属製装飾用部品の製造方法 株式会社並木製作所

33 金属中空球体の製造方法 山崎　弘太郎 74 環状装身具の装飾用止着具 株式会社国玉宝飾

34 ピアス 船橋電子株式会社 75 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

35 軽量装飾体の製造方法 小室　俊介 76 首飾りの装飾物固定環 リム，コン－ワン

36
透明な貴石あるいは半貴石の中に貴
石あるいはデザインパ　ーツを入れた
形状の宝石及びその製造方法

株式会社レオ・エンタープ
ライズ

77 装身用チェーンの長さ調節構造 株式会社ムラオ

37 貴金属中空製品 株式会社ピース 78
針の製造方法及びその針を用いた宝
飾部品

シチズン時計株式会社

38 ピアス用キャッチの製造方法 株式会社サクセシア 79 装身具及びその製法 有限会社丸山

39 中空装飾体およびその製造方法 株式会社パイロット 80 物品の装飾構造 アートウエルド株式会社

40 中空装飾体およびその製造方法 株式会社パイロット 81 装飾品
ピアジェ　アンテルナショナ
ル　ソシエテ　アノニム

41 指輪本体構造 株式会社山梨物産商会 以下１４点省略

中空装身具の製造方法　　　No.9575

[公開編]　　平成５年～平成１４年（１０年間）　　　９５点

CD-ROM版　　　￥19,300    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥19,300

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥28,000　）


