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1 多面回転複層体指輪 木村　俊彦 38 多面体回転身飾品 木村　俊彦

2 石（宝石）取り替え式アクセサリー 株式会社ライズ 39 宝石の取付構造 有限会社太田貿易

3 宝石の取付方法 山本　克美 40 ファセットカット宝石の宝石固定金具 株式会社入倉貴金属工芸

4 身飾品 木村　俊彦 41 宝石の取付構造 有限会社太田貿易

5 真珠用金具 小出　和幸 42 装飾玉のホルダ 株式会社モーダ・ヴァンコ

6 カット済宝石用取付金具および装身具
フィーリング　ザ　コレクショ
ン　シュムックバレン　ゲー
エムベーハー

43 宝石の取付構造 有限会社太田貿易

7 宝石保持枠 株式会社徳力本店 44 宝石嵌込み方法及び宝石細工品
ネルソン　ジュエリ　アーツ
カンパニー　リミテッド

8 指輪 山浦　啓良 45
ダイヤモンドの石枠取付け方法及びダ
イヤモンドの石枠固定構造

株式会社イマックビーシー

9 装飾用宝石の取付構造 信和宝飾工芸株式会社 46 宝玉の取付部及び取付方法 有限会社　ピュア

10 装飾体 株式会社末広 47 宝石のための保持部
ジルエツテ　インテルナツイ
オナール　シユミード　ゲゼ
ルシヤフト　ミツト・・・

11 宝石の取付構造 有限会社太田貿易 48 宝石固定金具 株式会社入倉貴金属工芸

12 球状の宝石固定部を有する装身具 株式会社イング 49 指輪 株式会社末広

13 宝石保持具 株式会社ヤマ 50 指輪取付け構造
株式会社　アールデコ研究
室

14
薄板状支持部材上に宝石又は装飾石
又は他の部材を迅速に取り付けるため
の装置及び該装置の製造方法

ユノー－エイ－エール・イタ
リア・ソシエタ・ペル・アチ
オーニ

51 装飾部材及びその製造方法 ラ・ヴェルジュ株式会社

15
宝石の保持機構およびそれを利用し
た指輪

株式会社コカ．クリエーショ
ン

52 石留め金具 有限会社鍋島精工

16 ファセットカット宝石の取付金具 株式会社入倉貴金属工芸 53 装飾品の相互脱着交換方法 有限会社寿商店

17 宝石の固定方法 京セラ株式会社 54 覆輪留め宝飾品の製造法 株式会社入倉貴金属工芸

18 カット済宝石用取付金具および装身具
フィーリング　ザ　コレクショ
ン　シュムックバレン　ゲー
エムベーハー

55 宝石装飾台 橋本　寛一

19 指輪 株式会社ピース 56 宝石の取り付け構造 株式会社　東和貴石

20 指輪 上田　浩幸 57
宝石の色を変化させ、暗やみで光らせ
るための装身具の構造

株式会社エピイ

21 宝石の取付構造 有限会社太田貿易 58
ステンレス製の台座に宝石を埋め込む
方法

吉昌精密有限公司

22 指輪 株式会社パイロット 59 宝飾品ピース
ジェス　ジェームス　リミテッ
ド

23 石留め構造 有限会社　ヤマコシ 60 装身具用飾り台 市川　治之

24 身飾品 江原　勲 61 多方向に宝石が取付けられた指輪 原　正次

25 装身具の装着装置 衣笠　知子 62
着色を施した貴石、宝石類を備えた装
身具

村田　英世

26
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 63 宝石保持具 株式会社入倉貴金属工芸

27 セッティング止め金具 小出　和幸 64 装飾体 篠原　茂樹

28 宝石取付構造 有限会社ルイ・コレクション 65 分離可能な部材を有するペンダント 株式会社三貴

29 淵止め空枠 小出　和幸 66 宝石の支持構造及びその製造方法
株式会社サカモト・インダス
トリーアート

30 金属装飾用素材およびその製造方法 株式会社オカピ 67 指輪 大崎事業株式会社

31 球状部のある宝石はめ込み装置
ロジャース，ジェラルド，ヴ
イ．

68
交換可能な装飾要素を具備した宝飾
品

ダフナー、レオン

32 宝石の取付構造 有限会社太田貿易 69
少なくとも１つの可動装飾要素を有す
る物品

ショパール　インターナショ
ナル　エス．エー．

33 宝玉の石座把持構造 株式会社クレイン 70 宝石の支持構造
株式会社サカモト・インダス
トリーアート

34 覆輪や石座が交換できる装飾用品 高橋　正巳 71 装身具 株式会社ミキモト装身具

35 宝石支持固定構造 株式会社クレイン 72 宝石類の覆輪留め加工法 有限会社佐藤製作所

36 取り外し式誕生石ペンダント 株式会社甲伸堂 73 装身具用部材 有限会社　中島製作所

37
装飾体の取付方法及びその方法によ
り装飾体が取付られた装身具

株式会社パイロット 74 装飾品 株式会社ミキモト
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