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1 斜面安定工法 大和工業株式会社 40 ふとん篭 瀬戸内金網商工株式会社

2 防獣用フェンスのフェンス体 株式会社小財スチール 41 蛇籠 株式会社長谷川製作所

3
土砂崩れ防止用金網ユニットおよび鉄
筋固定プレート

株式会社グリーンエース 42 金網移送装置 大和金網株式会社

4
エアコン及びこれに使用する濾過・消
音装置

日本金網商工株式会社 43 鉄筋位置決め機能付き法枠用型枠 岡部株式会社

5 金網枠材のバット溶接装置
ふそうテクニカルサービス株
式会社

44 鉄筋位置決め機能付き法枠用型枠 岡部株式会社

6 金網フェンスの構造 筑豊金網工業株式会社 45 菱形金網及びその製造方法 大阪製線金網株式会社

7 フェンス 三協立山アルミ株式会社 46 法枠工法 岡部株式会社

8 有害動物の侵入防止装置
三井物産線材販売株式会
社

47 保護幕付ラス鋼製型枠 加藤　謙一郎

9 法面覆土構造 株式会社小財スチール 48 獣類の侵入防止方法及び緑化構造物 株式会社飛鳥

10 法枠形成用型枠 株式会社小財スチール 49 フェンス用固定金具 ＪＦＥ建材フェンス株式会社

11 柱体及びフェンス 三協立山アルミ株式会社 50 のり枠用型枠の鉄筋固定具 岡部株式会社

12 小動物進入防止用フェンス金網 筑豊金網工業株式会社 51 植物栽培方法および植物栽培装置 熊本宇城農業協同組合

13 水質浄化装置 小岩金網株式会社 52 フェンス用固定金具 ＪＦＥ建材フェンス株式会社

14 積雪地用フエンス
朝日スチール工業株式会
社

53 遮音フエンス
朝日スチール工業株式会
社

15 法枠用型枠 岡部株式会社 54 フェンスの支持具及び取付構造 積水樹脂株式会社

16 フェンス ＹＫＫ　ＡＰ株式会社 55 フェンス用固定金具 ＪＦＥ建材フェンス株式会社

17 フエンス及びフエンス用胴縁
朝日スチール工業株式会
社

56 擁壁緑化ユニットおよび盛土構造体 小岩金網株式会社

18 敷地侵入防止用フエンス 積水樹脂株式会社 57
擁壁ユニットとその擁壁ユニットを用い
る補強土壁の構造及び補強土壁の緑
化方法

小岩金網株式会社

19 フェンス 積水樹脂株式会社 58 超音波振動篩金網劣化診断方法
昭和エンジニアリング株式
会社

20
メッシュフェンス、メッシュフェンスの組
立方法及びメッシュパネルへの金具の
固定方法

積水樹脂株式会社 59
ドレーン構造およびドレーン構造の施
工方法

共和ハーモテック株式会社

21 フェンス体、およびフェンス ＹＫＫ　ＡＰ株式会社 60 傾斜地用フェンス 東洋エクステリア株式会社

22 生簀の枠体 四国大和金網株式会社 61 フェンス 積水樹脂株式会社

23
施工性のよいフエンス及びその施工方
法

東日本旅客鉄道株式会社 62 残存型枠 タカムラ総業株式会社

24 フェンス等の遮蔽体
朝日スチール工業株式会
社

63 残存型枠 タカムラ総業株式会社

25 網体の製造方法およびその製造装置 越野　雄治 64 残存型枠 タカムラ総業株式会社

26 金網固定金具 株式会社オキナヤ 65
仕上げ下地材兼用打込型枠及びそれ
を用いるコンクリート躯体施工方法

有限会社　千光テクノ

27 角形石詰篭 瀬戸内金網商工株式会社 66 メッシュフェンスの連結金具 東洋エクステリア株式会社

28
既設フェンスの改装方法および新設
フェンス

ＪＦＥ建材フェンス株式会社 67 レーザ溶接による金網接合方法 エンシュウ株式会社

29 法枠形成体 株式会社小財スチール 68
耐応力腐食割れ性に優れ熱変形が少
なく着磁性を有するコンベア金網用ス
テンレス鋼線およびそれを用いた…

新日鐵住金ステンレス株式
会社

30 金網・ゴム複合材の製造方法 内山工業株式会社 69
耐食性に優れる家畜向け金網用の安
価フェライト系ステンレス鋼線

新日鐵住金ステンレス株式
会社

31 メッシュフェンス 株式会社ミクニ 70 柱状構造物、およびその製造方法 株式会社ＭＡＴ

32 衝撃吸収構造体 フリー工業株式会社 71 フェンス ＪＦＥ建材フェンス株式会社

33 法枠兼落石防止柵の構造 フリー工業株式会社 72 動物進入防止用フェンス金網 筑豊金網工業株式会社

34
透光性電磁波シールド板の接合構造
及び接合具

鹿島建設株式会社 73 フエンス扉用枠及びフエンス扉
朝日スチール工業株式会
社

35 防護柵 小岩金網株式会社 74 フェンス 東洋エクステリア株式会社

36 防音フエンス
朝日スチール工業株式会
社

75
仕上げ下地材兼用打込型枠及びそれ
を用いたコンクリート躯体施工方法

有限会社　千光テクノ

37 防護柵の取付金具 関西鉄工株式会社 76 植物育成用金網とその製造方法 株式会社　フジネット

38 鋼製枠構造体およびその構築方法 日鐵住金建材株式会社 77 連続網体 新日軽株式会社

39 鋼製枠構造体 日鐵住金建材株式会社 以下１９点省略
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