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No,10288 公開特許 グレーチングの構造と装置 平.19 73点 ￥25,700

No,10027 〃 〃 平.18 73点 ￥25,700

No,9903 〃 〃 平.17 78点 ￥23,400

No,9772 〃 〃 平.16 78点 ￥23,400

No,9641 〃 〃 平.15 61点 ￥15,000

No,9442 〃 〃 平.14 61点 ￥15,000

No,9254 〃 〃 平.13 61点 ￥15,200

No,9034 〃 〃 平.12 65点 ￥19,700

No,8835(C) 〃 〃 平.11 65点 ￥19,700

No,〃 (B) 〃 〃 平.10 61点 ￥19,700

No,〃 (A) 〃 〃 平.9 67点 ￥19,700

No,8228 〃 〃 平.8 65点 ￥19,700

No,7976 〃 〃 平.7 71点 ￥19,700

No,7816 〃 〃 平.5-6 85点 ￥20,600

No,7560 〃 〃 平.3-4 84点 ￥19,700

No,8886 公告特許 〃 平.9-11 74点 ￥23,700

No,7580(B) 〃 〃 昭.63-平.4 148点 ￥39,900

No,〃 (A) 〃 〃 昭.58-62 104点 ￥28,100

No,8123 公開特許 側溝用蓋の騒音防止構造 平.4-8 65点 ￥22,400

No,8728 〃 溝蓋用受け枠の構造 平.5-10 75点 ￥24,300

No,8734(A) 〃 下水用グリース・トラップの構造 平.5-10 65点 ￥24,000
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1 側溝蓋装置 松本　洋一 39
雨水浸透桝、及び既設雨水桝の雨水
浸透桝化工法

株式会社山越

2 嵌め込み係留具を備えた蓋受枠
有限会社坂根環境デザイ
ン事務所

40 溝蓋 中国電力株式会社

3
駐車場施工方法、車止め付側溝蓋及
び駐車場

株式会社合同工業 41 フリーサイズ防水床構造 ジャニス工業株式会社

4 溝蓋 神鋼建材工業株式会社 42 耐力壁パネル 株式会社ダイクレ

5 側溝改修部材及び側溝改修工法 高橋土建株式会社 43 カラー舗装用溝蓋 カネソウ株式会社

6 側溝用の蓋 株式会社オーイケ 44 駐車場用の緑化パネル 株式会社ダイクレ

7 連結具並びに側溝システム 石田　久夫 45 雨水貯留システム 株式会社イトーヨーギョー

8 耐火シール体および耐火シール構造 日本カイザー株式会社 46 アンカー金具
株式会社中部コーポレー
ション

9 立看板の固定具 シーキューブ株式会社 47
グレーチング用抑越流ガイド及び抑越
流グレーチング

株式会社宝機材

10 融雪槽 高橋　守一 48 グレーチング開閉装置 南　小夜子

11 コンクリート製の排水用側溝 株式会社ダイクレ 49
クリーンルーム用床パネルと床パネル
システム

株式会社日立プラントテクノ
ロジー

12 桝用グレーチング取付装置
江南コンクリート工業株式会
社

50 浸透システム 株式会社オーイケ

13 溝蓋の取付構造 株式会社ダイクレ 51 浸透促進型貯留施設 株式会社建設技術研究所

14 溝蓋 神鋼建材工業株式会社 52 浸透式流下型貯留施設 株式会社建設技術研究所

15 グレーチング 神鋼建材工業株式会社 53 貯留浸透システム 株式会社オーイケ

16
雨水浸透車道縁石ブロックのフィル
ター構造

忌部　正博 54 地下構造物の浸水防止装置
国土交通省関東地方整備
局長

17 津波高潮防災構造物 五洋建設株式会社 55 換気口閉塞蓋
国土交通省関東地方整備
局長

18
地表面水と排水性舗装対応とした側溝
コンクリート部体用の導水金具および
側溝コンクリート部体

株式会社ホクエツ 56
生分解性プラスティックを用いたグレー
チング床版におけるコンクリートモニタ
リング孔型枠（キャップ）

市川　純夫

19 グレーチング固定装置 株式会社竹中工務店 57 グレーチング 三重重工業株式会社

20 緑化パネル 株式会社ダイクレ 58 床下ダクトを用いた冷暖房システム 東洋熱工業株式会社

21 垂直面の緑化装置 株式会社ダイクレ 59 ゴミ集積所の洗浄設備 阪神水道工業株式会社

22 かき筏 株式会社ダイクレ 60 溝蓋の固定装置 カネソウ株式会社

23 人工サンゴ着床礁 原田　哲男 61 グレーチング飛散防止金具 丸運建設株式会社

24 雨水処理構造及び雨水処理方法 マテラス青梅工業株式会社 62 嵩上げ用溝蓋 石田鉄工株式会社

25
閉塞物対策用雨水処理構造及び雨水
処理方法

マテラス青梅工業株式会社 63 溝蓋の盗難防止装置 東北岡島工業株式会社

26
複合樹脂材料からなるグレーチング用
メインバー、及びその製造方法

カネソウ株式会社 64 立体式空容器収納ゴミ袋立て 大野　宏明

27 浸透システムおよびその施工方法 株式会社オーイケ 65 ＦＲＰグレーチングの固定具 新井　光明

28
溝路のインコーナー施工方法、及び該
インコーナー施工方法に用いる面取り
用型枠

カネソウ株式会社 66 階段構造物 株式会社アイチ金属

29 縦目グレーチング用支持装置 カネソウ株式会社 67 溝蓋固定用金具 株式会社ダイクレ

30 溝蓋受枠の固定装置 カネソウ株式会社 68 路上排水溝装置 林　行雄

31 落葉集積具及び側溝用ブロック 株式会社イトーヨーギョー 69 溝蓋 石田鉄工株式会社

32 側溝用蓋 有限会社ウイング 70
任意の水路勾配を設定可能なＵ字型
溝

有限会社リンクシステム

33
縁石及び縁石部を備えた側溝用ブロッ
ク

株式会社イトーヨーギョー 71 側溝構造 丸運建設株式会社

34 溝路の通水被覆構造 カネソウ株式会社 72 グレーチング取外装置 丸万工業株式会社

35 排水性舗装用排水路の連結装置 株式会社ダイクレ 73
隅角部を補強したコンクリート製側溝蓋
版

森田　隆博

36 マンホール用仮蓋
通信土木コンサルタント株
式会社

74 階段 株式会社オカグレート

37 溝路用通水被覆装置 カネソウ株式会社 75 凍結スリップ防止パネル
株式会社北海道ゴム工業
所

38 溝路の通水被覆装置 カネソウ株式会社 以下２点省略

グレーチングの構造と装置　　　No.10288
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　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥27,720   　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥27,720　　　（全て税込価格）
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