
株 式会社国際技術開発センター
東京都千代田区内神田１－３－４藤村ビル

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）

ニュースガイﾄﾞＮｏ， ９６４５ ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３

＜日本特許･実用新案明細書収録セット＞ ホームページ公開中！ http://www.itdc-patent.com

＊最新の特許情報が満載！

鋸の構造と製造方法
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［登録・公開編］平成１５年（１年間） ７７点
(税込価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥１９，１１０－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥１９，１１０－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥２８，３５０－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9446 登録・公開 鋸の構造と製造方法 平.14 78点 ￥18,200
No,9258 〃 〃 平.13 78点 ￥19,500
No,9041 〃 〃 平.12 76点 ￥23,700
No,8855 〃 〃 平.11 102点 ￥29,700
No,8739 〃 〃 平.10 94点 ￥28,500
No,8402 〃 〃 平.9 87点 ￥24,700
No,8098 〃 〃 平.8 100点 ￥27,700
No,7953 公告・公開 〃 平.7 113点 ￥29,800
No,7793 〃 〃 平.6 112点 ￥29,700
No,7625 〃 〃 平.5 76点 ￥23,800
No,7504 〃 〃 平.4 90点 ￥24,700
No,7318 〃 〃 平.3 80点 ￥21,700
No,7008 〃 〃 平.2 85点 ￥22,000
No,7715(B) 公開特許 刈払機回転刃物の構造 平.4-5 73点 ￥20,400
No,〃 (A) 〃 〃 平.2-3 69点 ￥17,300
No,6852 〃 〃 昭.63-平.1 102点 ￥24,000
No,6662(A) 〃 チェン・ソーの装置機構 昭.62-63 64点 ￥19,700
No,〃 (B) 〃 ソー・チェンとガイドバー 昭.62-63 47点 ￥15,000
No,8143 〃 鋸刃目立て方法と装置機構 平.4-8 58点 ￥23,900
No,9018 〃 農園芸用バリカン刃の構造 平.2-11 72点 ￥24,700
No,8915 〃 難削材切断用チップ･ソー 平.5-11 116点 ￥33,700
*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 〒

※料金には別途送料がかかります。

http://www.itdc-patent.com


1 丸鋸刃 松下電工株式会社 39 鋸刃 有限会社竹内快速鋸

2 回転式内歯鋸 伊東電機株式会社 40 チップソーのろう付け方法 大同特殊鋼株式会社

3
基体と目振りされてない歯とを備えた
鋸刃

ヴイークス－ゼーゲンファブ
リーク・ウイルヘルム・ハー・
クルマン

41 ＷＣ複合材料を用いた刃物 日本タングステン株式会社

4 鋸刃 株式会社葛城民芸社 42 高速切削用サーキュラソー 株式会社アライドマテリアル

5 チップソーの製造方法 新日本製鐵株式会社 43
帯鋸刃製造方法、及びこの帯鋸刃製
造方法により製造された帯鋸刃

株式会社アマダ

6 金属切断用の鋸 有限会社松岡メタルソー 44 鋸柄 株式会社岡田金属工業所

7
丸鋸チップソー台金の焼入方法及び
その装置

株式会社ミヤデン 45
超砥粒焼結体ブロックおよびその製造
法

株式会社石塚研究所

8 替え刃式切断用工具
アルスコーポレーション株
式会社

46 超砥粒焼結体ブロックの製法 株式会社石塚研究所

9 鋸刃の初期チッピング防止切削方法 株式会社アマダ 47 回転鋸 天龍製鋸株式会社

10 高周波ロウ付け方法及びその装置 株式会社ミヤデン 48 枝切り鋸 株式会社岡田金属工業所

11 回転鋸 株式会社谷テック 49 超硬製ディスク形工具 国産合金株式会社

12 回転円板刃 三陽金属株式会社 50 高枝切り電動小型チェンソー 福場　勝美

13 伐枝具 畑中　武 51 工具ホルダを有する回し引き鋸
ヒルティ　アクチエンゲゼル
シャフト

14 電動鋸用鋸刃 日立工機株式会社 52 ソーブレード クリステック株式会社

15 丸鋸
株式会社津根ワグナーカー
バイト

53 帯鋸刃 株式会社アマダ

16
高耐摩耗性粉砕刃を有するブレーク
ソー

兼房株式会社 54 替刃式鋸 株式会社カバサワ

17
溶接性に優れたメタルソー基板用鋼板
およびその製造方法

日新製鋼株式会社 55 丸鋸
株式会社津根ワグナーカー
バイト

18
木材用追掛け継手を製作する刃とそ
の装置。

坂田　博 56 切断用放熱ブレード 日立工機株式会社

19 鋸刃 松下電工株式会社 57 丸鋸
株式会社津根ワグナーカー
バイト

20 折り畳み鋸 神沢精工株式会社 58 高枝刈取機 渡辺　英明

21 ディスクカッター 天龍製鋸株式会社 59 樹木の枝落し装置 小林　達雄

22 ディスクカッター 天龍製鋸株式会社 60
刈払い機用回転刃の製造方法及び刈
払い機用回転刃と該回転刃を用いる
刈払い機

有限会社イセ農器

23 焼結超砥粒チップ素材及びその製法 株式会社石塚研究所 61
製造性と疲労特性に優れるバンドソー
胴材用鋼および鋼板素材

日新製鋼株式会社

24 環状鋸刃 株式会社アマダ 62 工具装着用スリーブ 兼房株式会社

25 鋸刃 株式会社アマダ 63 鋸刃 株式会社アマダ

26 加圧システム 兼房株式会社 64 回転円板刃及びその製造方法
財団法人新産業創造研究
機構

27 鋸刃 株式会社アマダ 65 長尺帯ノコ刃式切断機 大槌　正彦

28 鋸刃 株式会社アマダ 66 金属切断用丸鋸 株式会社豊田中央研究所

29 替刃式鋸 株式会社マーベル 67 鋸刃 株式会社アマダ

30 替刃式鋸 株式会社カバサワ 68
騒音防止機能を有するサーキュラソー
用基板およびサーキュラソー

株式会社アライドマテリアル

31 手持ち丸鋸
ヒルティ　アクチエンゲゼル
シャフト

69 鋸刃 株式会社アマダ

32 丸鋸及びそれに用いる丸鋸刃 住友林業株式会社 70 帯鋸刃 株式会社アマダ

33 手挽鋸用治具 株式会社岡田金属工業所 71 バイメタル帯鋸刃 株式会社アマダ

34 鋸と剪定バサミ 山浦　定務 72
鋸刃摩耗による切断可能性の判別方
法及び装置

株式会社アマダ

35 回転鋸 天龍製鋸株式会社 73
幅又は高さの異なった歯グループを備
えたのこ刃

ハントシュー　ウント　シャイ
ダー　ゲゼルシャフト　ミッ
ト．．．

36 円を切る弧形の鋸 塩田　充 74
減少した騒音および一様な歯の負荷
特性を有する帯鋸刃

アメリカン・ソー・アンド・マ
ニュファクチャリング・カンパ
ニー・インコーポレイテッド

37
鋳造物に付着した不用物の切断除去
装置

株式会社滋賀山下 75
強化された溝と負の歯すくいとを備え
た金属切断用鋸ブレード

アメリカン　トゥール　カンパ
ニーズ．．．

38 円形カッター フジ技研工業有限会社 以下２点省略
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[登録・公開編]　　平成１５年（１年間）　　　７７点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥19,110    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥19,110　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥28,350　）


