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鉄蓋類の施錠構造
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］平成１５年～平成１８年（４年間） ８６点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２７，６１５－ ￥２６，３００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２７，６１５－ ￥２６，３００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥４０，９５０－ ￥３９，０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,10066 公開特許 耐震マンホールの構造と装置 平.12-18 89点 ￥26,700
No,10045 登録・公開 マンホール蓋の構造と装置 平.18 115点 ￥33,300
No,9906 〃 〃 平.17 128点 ￥34,700
No,9778 〃 〃 平.16 141点 ￥28,400
No,9646 〃 〃 平.15 131点 ￥26,200
No,9447 〃 〃 平.14 124点 ￥24,800
No,9259 〃 〃 平.13 119点 ￥24,400
No,9043 〃 〃 平.12 120点 ￥32,300
No,8846 〃 〃 平.11 129点 ￥35,500
No,8670 〃 〃 平.10 134点 ￥36,000
No,8341(B) 〃 〃 平.9 131点 ￥36,000
No,8048(A) 公告・公開 〃 平.7 144点 ￥38,800
No,7822(A) 〃 〃 平.6 127点 ￥33,300
No,7737(A) 〃 〃 平.5 124点 ￥32,800
No,7559(A) 〃 〃 平.4 105点 ￥29,600
No,8048(B) 〃 マンホール施工法と部位 平.7 139点 ￥37,500
No,7822(B) 〃 〃 平.6 95点 ￥25,900
No,7737(B) 〃 〃 平.5 95点 ￥25,900
No,7559(B) 〃 マンホール附属器具の構造 平.4 98点 ￥31,400
No,8048(C) 〃 〃 平.7 96点 ￥25,900
No,7822(C) 〃 〃 平.6 53点 ￥15,400
*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。］
お 申 込 書

会 社 名 ご 注 文 内 容
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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 地下構造物用蓋の施錠構造 日之出水道機器株式会社 47 点検孔の閉鎖装置 株式会社コミューチュア

2 マンホール用蓋のスライド式ロック機構 ジャパンライフ株式会社 48 マンホール用鉄蓋 六寶産業株式会社

3 マンホール用蓋のロック機構 ジャパンライフ株式会社 49 地下構造物用蓋の施錠構造 日之出水道機器株式会社

4
マンホール用蓋の固定装置、固定装
置を備えたマンホール用蓋およびその
施錠解錠装置

株式会社エンタープライズ
産業

50 溝蓋構造 株式会社淀川製鋼所

5 共同溝等の蓋用施錠装置 タキゲン製造株式会社 51 容器の二重蓋の構造 美和ロック株式会社

6 地下構造物用蓋 虹技株式会社 52 マンホール錠 美和ロック株式会社

7 地下構造物用錠装置 長島鋳物株式会社 53 マンホール用の施錠装置 福西鑄物株式会社

8 マンホール用蓋受枠 日豊金属工業株式会社 54 地中構造物の蓋用ロック装置 旭テック株式会社

9 地下構造物用蓋の開閉構造 日之出水道機器株式会社 55 点検口の閉鎖装置 株式会社コミューチュア

10 鉄蓋用閉塞ロック構造 株式会社トミス 56
マンホールブロックの連結装置とこれを
用いた組み立てマンホール

株式会社イトーヨーギョー

11 締付けロック装置 タキゲン製造株式会社 57
地下構造物のロック装置取付穴用防
塵カバー

長島鋳物株式会社

12 地中構造物の蓋用ロック装置 旭テック株式会社 58 ロック式マンホール蓋 スズキ鋳鉄工業株式会社

13 ロック式マンホール スズキ鋳鉄工業株式会社 59
鍵による枠上の込み栓の鎖錠および
解錠用装置

ノリンコ

14
マンホール蓋のロック装置とそのロック
解除装置

株式会社イトーヨーギョー 60 マンホール蓋の通孔閉鎖装置
株式会社ジェネラルハード
ウエア

15 マンホール蓋構造 株式会社ヨドキャスチング 61 鉄蓋の開閉構造 日本鋳鉄管株式会社

16 マンホール蓋の施錠構造 スズキ鋳鉄工業株式会社 62 鉄蓋の施錠装置 旭テック株式会社

17
地下構造物におけるロック装置保護カ
バー

長島鋳物株式会社 63 地下構造物用蓋 日之出水道機器株式会社

18 蓋用ロック具及び蓋 吉村工業株式会社 64 マンホール蓋の錠前カバー 美和ロック株式会社

19 マンホール蓋装置のロック構造 株式会社岡本 65
排水溝またはそれに類似するものを閉
鎖するための枠

ノリンコ

20 マンホール蓋の施錠構造 スズキ鋳鉄工業株式会社 66 グレーチング開閉装置 南　小夜子

21 地下構造物用蓋 日之出水道機器株式会社 67
枠上の栓または蓋の鍵つきの施錠・解
錠装置

ノリンコ

22 グレーチング・格子状パネル 中尾技研工業株式会社 68 溝蓋のロック装置 カネソウ株式会社

23 マンホール蓋用施錠装置 タキゲン製造株式会社 69 受枠と鉄蓋との施錠構造 日本鋳鉄管株式会社

24 マンホール錠 美和ロック株式会社 70 点検孔の閉鎖装置 ナミテイ株式会社

25 マンホール蓋用施錠装置 タキゲン製造株式会社 71 コンクリート複合鋳鉄蓋 虹技株式会社

26 地下埋設型共同溝の点検蓋旋錠装置 岸和田ステンレス株式会社 72 マンホール蓋の把手孔用カバー装置 タキゲン製造株式会社

27 地下構造物用蓋の施錠構造 日之出水道機器株式会社 73 マンホール蓋の施錠装置 株式会社タカシュウ

28 ロック装置 上田日本無線株式会社 74 地下構造物用錠装置 長島鋳物株式会社

29 マンホール蓋の施錠構造 スズキ鋳鉄工業株式会社 75 グレーチング蓋用ロック装置 タキゲン製造株式会社

30 蓋体の施錠装置 虹技株式会社 76 グレーチング・格子状パネル 中尾技研工業株式会社

31 鉄蓋施錠装置 日本鋳鉄管株式会社 77 グレーチング 三重重工業株式会社

32 鉄蓋施錠装置 日本鋳鉄管株式会社 78 長尺開口用マンホール 福西鑄物株式会社

33 蓋体の施錠装置 虹技株式会社 79 施錠装置 虹技株式会社

34 蓋体施錠装置 福西鑄物株式会社 80 矩形状マンホール 福西鑄物株式会社

35 マンホール用蓋 村田　光三 81 グレーチング装置及びその配置方法 南　小夜子

36 タンブラー錠 堀ロック工業株式会社 82 施錠装置 虹技株式会社

37
共同溝等のグレーチング蓋用施錠装
置

タキゲン製造株式会社 83 共同溝の蓋施錠装置 第一機材株式会社

38
燃料油タンク等における給油口蓋の施
錠装置

株式会社ホクエイ 84 共同溝用蓋体の施錠装置 虹技株式会社

39 マンホール蓋用施錠装置 タキゲン製造株式会社 85 地下構造物用蓋の施錠装置 北勢工業株式会社

40 蓋の跳ね上げ防止用ロック装置 タキゲン製造株式会社 86 汚水桝蓋取り外し防止装置 ショーボンド建設株式会社

41 地下構造物用蓋体ロック装置 長島鋳物株式会社

42 蓋用ロック装置 タキゲン製造株式会社

43 地下埋設ボックスの蓋装置 株式会社土井製作所

44 マンホール等の蓋用ロック装置 タキゲン製造株式会社

45 共同溝用蓋施錠装置。 虹技株式会社

46 点検孔の閉鎖装置 株式会社コミューチュア 以上８６点収録

鉄蓋類の施錠構造　　　No.10087

[公開編]　　平成15年～平成18年（4年間）　　86点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥27,615   　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥27,615　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥40,950　）


