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［公開編］平成６年～平成１５年（１０年間） ８７点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２０，６８５－ ￥１９，７００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２０，６８５－ ￥１９，７００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥３０，４５０－ ￥２９，０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,8820 公告・公開 庖丁類の構造と製造方法 平.10-11 73点 ￥23,300
No,8352 〃 〃 平.8-9 68点 ￥21,700
No,7962(A) 〃 〃 平.7 54点 ￥16,600
No,7790(A) 〃 〃 平.6 57点 ￥17,400
No,7681(A) 〃 〃 平.5 59点 ￥17,800
No,7527(A) 〃 〃 平.4 58点 ￥17,700
No,7342(A) 〃 〃 平.3 68点 ￥18,700
No,7072(A) 〃 〃 平.2 63点 ￥16,300
No,6785(A) 〃 〃 平.1 79点 ￥19,700
No,8152(B) 公開特許 包丁研磨装置の構造 平.5-8 61点 ￥21,000
No, 〃 (A) 〃 〃 平.1-4 75点 ￥19,000
No,8355 〃 多機能ナイフの構造と製造方法 平.5-8 58点 ￥23,700
No,8136 〃 彫刻刀と木工用のみ 昭.62-平.8 70点 ￥23,400
No,9652 登録・公開 ハサミの構造と製造方法 平.15 93点 ￥18,600
No,9454 〃 〃 平.14 82点 ￥16,400
No,9265 〃 〃 平.13 79点 ￥15,800
No,9037 〃 〃 平.12 79点 ￥24,400
No,8814 〃 〃 平.11 72点 ￥23,000
No,8580 〃 〃 平.10 88点 ￥27,700
No,8318 〃 〃 平.9 82点 ￥25,400

*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。］
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1 皮むき具における被切断物案内構造
株式会社貝印刃物開発セ
ンター

46 皮剥き器 株式会社シゲル工業

2 みかんの房カッター
旭日フィルター工業株式会
社

47 刀部ホルダー回転型皮剥き器 根本　芳明

3 皮剥き器 株式会社シゲル工業 48 皮剥具 有限会社朝日鉄筋

4 皮むき器 新川　芳行 49 皮剥具 有限会社朝日鉄筋

5 皮剥器 佐藤　昇 50 刃物に設ける皮むき具用補助装置 藤寅工業　株式会社

6
球形状果実等の中身くり抜き式皮むき
器の刃

金井　茂 51 野菜皮むき器 吉田　清利

7 夏みかん等の皮むき兼用袋カッター 奥田　幸爾 52 ニンニクの皮剥き器 日暮　員義

8 切り替え式皮むき器 高橋　宏三 53 皮剥き器 株式会社シゲル工業

9 柑橘類の皮剥き器 株式会社栗原製作所 54 パイナップルの皮むき用ナイフ コラド　マリズ

10 皮剥き器 古渡　藤重 55
棒状野菜皮むき具および棒状野菜皮
むき装置

稲垣　欽矢

11 皮剥き器の製造方法 株式会社シゲル工業 56 円筒ノコ付き蜜柑皮剥ぎ器 竹野上　文

12
果物とくにパイナップルの芯、皮、果肉
の分離用具

バク　プロダクツ　ビー　ブイ 57 皮むき器 渡辺　進

13
調理器における刃体のクリーニング装
置

株式会社貝印刃物開発セ
ンター

58 青果物の皮剥き補助具 南　晃

14 柑橘類の皮剥き具 竹林　一好 59 皮むき具 松下　信吉

15 皮むき器 川嶋工業株式会社 60
二つ割り果物の果皮と果実の間を切り
開いて果実をえぐって果皮の器を造る
器具

上野　勲

16 皮入れ装置付き皮むき器 日達　貞三 61 皮むき器 大内　多喜蔵

17 指止め具付皮むき器 宮崎　勝男 62 柑橘類の袋切り器
株式会社バシーン・イン
ターナショナル

18 ぶどうの種子除去および皮むき具 内田　秀俊 63 皮むき器 プリンス工業株式会社

19 皮むき具における刃体取付構造
株式会社貝印刃物開発セ
ンター

64 にんにくピ―ラ― 明道株式会社

20 皮剥き器の窪み剥き機構 宮津　嘉房 65 皮剥ぎ器 井関　雅夫

21 みかんの薄皮カッター 神藤　昭 66 みかんの皮むき器 伊澤　啓吏

22 皮剥き器 金城　輝幸 67 皮剥具 有限会社朝日鉄筋

23 皮むき器 ソウ　ルウィン 68 携帯用皮剥具 須川　長一郎

24 果実の皮切り具 中尾　伸介 69 皮剥具 須川　長一郎

25 皮剥き器 米山　力 70 皮剥刃 有限会社朝日鉄筋

26 皮剥き器 金城　輝幸 71 皮剥き器 平野　由美子

27
皮剥きを当てるだけでリンゴの皮を剥
ける皮剥き補助器

伊藤　留美 72 果物用皮剥き具 株式会社アイアン

28 皮むき具 田合　通昭 73 野菜の形引き具 櫻井　元浩

29 柑橘類の皮剥き具 竹林　一好 74 皮剥き用果実類保持器 阿部　實

30 包丁等の皮むきアダプター 藤井　潔 75 皮剥き具 草場　蓴

31 野菜果物の皮むき器 北村　晴雄 76 皮むき器 有限会社酒井金型製作所

32 調理用具 横田　正判 77 皮むき器 小薗　嘉明

33 調理器付皮むき 富田　博史 78 野菜皮むき具 三共理化学株式会社

34 皮剥き器 遠山　教子 79 竹の子の皮処理器具 阿部　行雄

35 柑橘類の薄皮剥き器 上西　啓之 80 皮むき器 植木　誠次

36
包丁、ナイフ等の皮むきアダプター及
びホルダー

藤井　潔 81 ぶどう皮むき器 杉本　昭

37 皮剥器 積水化学工業株式会社 82 引っ込み可能な皮剥き器 シェフン　コーポレイション

38 果菜の調理器具 亀岡　紀代子 83 オレンジカッター 井原　重光

39 調理具 株式会社新考社 84 果実皮剥取器 伊勢　博

40 皮剥き鋏 竹下　浩司 85 皮剥き器 小川　倫代

41 タワシ付き皮むき器 協進機械株式会社 86 包丁用皮むき器 加藤　重義

42 皮剥き器 金城　輝幸 87 じゃがいもの皮むき器 五嶌　正夫

43 棒状野菜皮むき具 稲垣　欽矢

44 皮むき器 増淵　幸世

45 ごぼうの皮むき器 協進機械株式会社 以上８７点収録

調理用皮剥器の構造　　　No.9729
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