
株式会社国際技術開発センター
東京都千代田区内神田１－１５－６藤井第二ビル

 ＜日本特許･実用新案明細書収録セット＞                                    ホームページ公開中！ http://www.itdc-patent.com

＊最新の特許情報が満載！

(税込価格) (本体価格)

￥２５,９３５－ ￥２４，７００－

￥２５,９３５－ ￥２４，７００－

￥３８，８５０- ￥３７，０００－）

(本体価格)

No,10066 公開特許 平.12-18 89点  ￥26,700

No,9411 〃 平.4-13 95点  ￥19,000

No,9410 〃 平.4-13 96点  ￥19,200

No,9369 〃 平.5-13 67点  ￥15,600

No,9370 〃 平.5-13 75点  ￥17,200

No,10151 登録・公開 平.19 103点  ￥30,400

No,10045 〃 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,8048(B) 〃 平.7 139点  ￥37,500

No,7822(B) 〃 平.6 95点  ￥25,900

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、ＥメールまたはＦＡＸ・郵便にてお送りください。
（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。

 ニュースガイドNo,

 題名

 E-mail:

 TEL: FAX:

住所：〒

マンホール施工法と部位

〃

担当者名

所属部署名

会社名 ご注文内容

CD-ROM版 or Ｂ５製本版 or 一括購入

合計 ￥

※料金には別途送料がかかります。

２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）
ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３      

耐震マンホールの構造と装置

ガタ付き防止マンホール蓋

スリップ・凍結防止マンホール

マンホール蓋の開閉工具と装置

マンホール用梯子の構造と装置

マンホール蓋の構造と装置

 マンホール用転落防止装置
［公開編］平成１５年～平成１９年（５年間）  ７０点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０２１１

お   申   込   書

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

〃

〃

〃

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

（ CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

既刊関連セットのご案内

〃



1 マンホール施工方法 有限会社ワークス二十一 43 立坑工事用作業床及びその取付装置 株式会社志多組

2
地中構造物の落下防止用中蓋取付装
置

旭テック株式会社 44 タラップ装置付きマンホールカバー枠 第一機材株式会社

3 防火水槽の開口用転落防止具 虹技株式会社 45
コンクリート製マンホールへのステップ
取付け方法及び取付具

日本ステップ工業株式会社

4 マンホール用セーフティネット 三山工業株式会社 46 マンホール開口養生バリケード 日比谷総合設備株式会社

5 Ｔ型タラップ 小島　鑛八郎 47 簡易型作業足場 小竹　大

6 自動閉塞型マンホール蓋 宮本　忠 48 点検孔の閉鎖装置 ナミテイ株式会社

7 地下構造物用落下防止枠 長島鋳物株式会社 49
マンホール開口部にセットする昇降用
補助具

日本テクノ総業　株式会社

8 地下構造物用落下防止枠 長島鋳物株式会社 50 点検孔の閉鎖装置 ナミテイ株式会社

9 蓋受枠 アイレック技建株式会社 51 仮設マンホール蓋 太田建設株式会社

10 地下構造物用転落防止網 長島鋳物株式会社 52
転落防止用梯子および転落防止用梯
子を備えた地下構造物用蓋

株式会社ライセンス＆プロ
パティコントロール

11 立坑開口部防護ネット開閉装置 不動建設株式会社 53 地下構造物用転落防止装置 長島鋳物株式会社

12 マンホール用落下防止装置 スズキ鋳鉄工業株式会社 54
円形立坑の覆工方法及びその覆工装
置

株式会社サイユーキ

13 鉄蓋受枠 株式会社トミス 55 長尺開口用マンホール 福西鑄物株式会社

14 床におけるマンホールの形成方法 戸田建設株式会社 56 施錠装置 虹技株式会社

15 地下構造物用補助梯子 長島鋳物株式会社 57 施錠装置 虹技株式会社

16 マンホール用収納式タラップ 堀　泰洋 58 マンホール用手摺 東京電力株式会社

17 伸縮式の転落防止用安全柵 日東鐵工株式会社 59 マンホール筒状体 日之出水道機器株式会社

18 マンホール用落下防止装置 スズキ鋳鉄工業株式会社 60 蓋の離脱防止構造 日本鋳鉄管株式会社

19 墜落防止装置の専用吊り治具 株式会社小宮山土木 61
マンホール内ステップ取付孔の削孔装
置

株式会社ニチコン

20 地下構造物用蓋の転落防止用梯子 日之出水道機器株式会社 62 マンホールのタラップ装置 東北岡島工業株式会社

21
地下構造物用蓋への器具の取付け構
造

日之出水道機器株式会社 63
地下構造物用転落防止梯子および地
下構造物用受枠

株式会社ホクキャスト

22 コンクリート壁へのステップ取付装置 三山工業株式会社 64 飛跳防止型マンホール二重蓋装置 神田　聡樹

23 マンホ―ル等用足掛具の取付装置 三山工業株式会社 65 地下構造物用蓋
株式会社ライセンス＆プロ
パティコントロール

24
地下構造物用集塵中蓋及び集水集塵
装置

長島鋳物株式会社 66 マンホール点検車 中国電力株式会社

25
転落防止用梯子および転落防止用梯
子を備えた地下構造物用蓋の受枠

日之出水道機器株式会社 67 マンホールの補修及び補強方法 山内工業株式会社

26 昇降用足掛具の足踏部構造 三山工業株式会社 68 マンホール構造 株式会社ヨドキャスチング

27 地下埋設ボックスの蓋装置 株式会社北関東工業 69
圧力開放式のます又はマンホールの
蓋

アロン化成株式会社

28
マンホール用の梯子取付具及びこれ
を用いたマンホール用梯子装置

株式会社　シンワ 70 マンホール昇降用具 大川　博

29 点検孔の閉鎖装置 ナミテイ株式会社

30 点検孔の閉鎖装置 ナミテイ株式会社

31 地下構造物用親子式断熱中蓋 長島鋳物株式会社

32 マンホール開口養生バリケード 日比谷総合設備株式会社

33 点検口の閉鎖装置 ナミテイ株式会社

34
ステップの取り付け方法及びステップと
ホルダー

有限会社無限環境開発

35 マンホール補修作業用落下防止器具 ▲魚▼谷　寛治

36 地下構造物における転落防止梯子 長島鋳物株式会社

37
円形カッター固定具及びそれを用いた
マンホール補修方法並びに充填材流
出防止部材固定具、マンホール補 ...

▲魚▼谷　寛治

38 マンホール用転落防止梯子 日本鋳鉄管株式会社

39 災害時のトイレ兼用蓋 長島鋳物株式会社

40 鉄蓋の開閉構造 日本鋳鉄管株式会社

41 鉄蓋の施錠装置 旭テック株式会社

42 地下構造物用蓋 日之出水道機器株式会社 以上70点収録

マンホール用転落防止装置　　　No.10211

[公開編]　　平成15年～平成19年（5年間）　　70点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥25,935   　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥25,935　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥38,850　）


