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＊最新の特許情報が満載！

カッター・ナイフの構造と製造方法
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］平成１３年～平成１７年（５年間） ８３点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２３，６２５－ ￥２２，５００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２３，６２５－ ￥２２，５００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥３４，６５０－ ￥３３，０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9062 公開特許 カッター・ナイフの構造と製造方法 平.11-12 63点 ￥19,500
No,8791 〃 〃 平.9-10 65点 ￥19,800
No,8134 〃 〃 平.7-8 70点 ￥21,700
No,7820 〃 〃 平.5-6 91点 ￥22,800
No,9397 〃 刃物の鞘構造 平.2-13 73点 ￥16,500
No,8136 〃 彫刻刀と木工用のみ 昭和.62-平.8 70点 ￥23,400
No,8152(B) 〃 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,8137 〃 緊急脱出用工具の構造 平.1-8 50点 ￥19,700
No,8355 〃 多機能ナイフの構造と製造方法 平.5-8 58点 ￥23,700
No,8420 〃 ハンマー類の構造と製造方法 平.5-9 80点 ￥23,400
No,8421 〃 スコップ類の構造と製造方法 平.5-9 80点 ￥23,500
No,8789 〃 ニッパー類の構造と製造方法 平.5-10 84点 ￥29,700
No,8792 〃 プライヤー類の構造と製造方法 平.5-10 72点 ￥23,500
No,9396 〃 カンナの構造と製造方法 平.2-13 78点 ￥17,900
No,9728 登録・公開 包丁類の構造と製造方法 平.12-15 111点 ￥25,500
No,8820 公告・公開 〃 平.10-11 73点 ￥23,300
No,8352 〃 〃 平.8-9 68点 ￥21,700
No,9729 〃 調理用皮剥器の構造 平.6-15 87点 ￥19,700

*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 折り刃式カッター刃およびホルダー 清水　繁喜 32 文具 クツワ工業株式会社

2 幅切り具付きカッターナイフ 山本　眞人 33 パイロット付きカッター 田中　邦雄

3 開袋用カッター レック株式会社 34 カッターナイフ コクヨ株式会社

4 カッター刃ホルダ 有限会社井上商会 35 定規 コクヨ株式会社

5 面取り治具付カッター 工藤　幸治 36
オートロック型ステップスライド式カッ
ターナイフ

オルファ株式会社

6 下地に傷を付けないカッターナイフ 川口　勇 37 替刃式カッターナイフ 株式会社マーベル

7 カッターナイフ 株式会社マーベル 38 カッター用定規固定機器 林　儀彦

8
下地を傷つけない便利なカッターナイ
フ

川口　勇 39 左右両用のカッターナイフ オルファ株式会社

9 刃体出没式カッターナイフ
株式会社貝印刃物開発セ
ンター

40 トリミングカッタ 栄藤　一之

10 カッターナイフ コクヨ株式会社 41
刃ロック手段を備えたステップ式スライ
ド型カッターナイフ

黄　義官

11
カッターナイフ用刃体折り具、カッター
ナイフのホルダ及びカッターナイフ

株式会社貝印刃物開発セ
ンター

42
ラチェット機構付きのコンパスおよびコ
ンパスカッター

オルファ株式会社

12 ローラーを取り付けたカッターナイフ 三上　暁 43 カッター 東日電線加工株式会社

13 カッター工具 富士重工業株式会社 44 カッターナイフの替刃ケース 株式会社マーベル

14
折り取り用溝部の有るカッターナイフの
刃

葛生　雅之 45 カッターナイフ 株式会社ケイディエス

15 カッターナイフ サンブリッヂ工業株式会社 46 スライド式カッター 東レ株式会社

16
紙パック容器切断用カッターナイフガ
イド

鎌中　祥行 47 ペーパーナイフ 濱本　潔

17 カッターナイフ 北原　文明 48 カッターナイフ 丸岡　好春

18 草刈り鎌 平井　明夫 49 替刃式カッターナイフ
株式会社貝印刃物開発セ
ンター

19 封書開封具 冨塚　薫 50 ガイド用段差付きカッターナイフ 勝俣　誠

20 両刃カッターナイフホルダー 葛生　雅之 51 手持ち式箱型カッターナイフ 蜂須　秀峰

21 カッターカセット及び裁断具 カール事務器株式会社 52 手持ち式箱型カッターナイフ 蜂須　秀峰

22
カッターの刃及びカッターの刃の製造
方法

株式会社貝印刃物開発セ
ンター

53 簡便折り刃式カッターナイフ 柳生　徹

23 草刈り鎌 平井　明夫 54 カッターナイフ 兼松工業株式会社

24 刃体出没式カッターナイフ 兼松工業株式会社 55 落下防止装置付カッターナイフ 梶原　忍

25 カッター 浦部　昭夫 56 シート裁断具 黒木　昭好

26 カッターナイフのナイフブレード 岸田　能久 57 簡便プッシユ式折り刃カッターナイフ 柳生　徹

27 折刃式刃板 荒木　勉 58
替刃式カッターナイフ及び替刃式カッ
ターナイフの刃折具

刀根　久

28 セーフティカッターナイフ オルファ株式会社 59 セーフティカッターナイフ オルファ株式会社

29 切断刃用ホルダー 松谷　守 60
カッターナイフ及びカッターナイフ用替
刃ケース

株式会社貝印刃物開発セ
ンター

30 替刃式カッターナイフ 株式会社マーベル 61 手動紙切断具 近藤　孝次郎

31 安全カッターナイフ 竹永　祐之 以下２２点省略

カッター・ナイフの構造と製造方法 　　　No.9943

[公開編]　　平成13年～平成17年（5年間）　　　83点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥23,625    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥23,625　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥34,650　）


