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1 地下構造物用蓋の受枠
株式会社ライセンス＆プロ
パティコントロール

38 マンホール蓋受枠 株式会社ヨドキャスチング

2 路面切断装置 株式会社本宏製作所 39 鉄蓋開閉構造 株式会社トミス

3 地中構造物の蓋用ロック装置 旭テック株式会社 40 地下構造物用蓋の食込み解除構造
株式会社ライセンス＆プロ
パティコントロール

4 マンホールの構造 今野　榮夫 41 地下構造物用蓋の食込み解除構造
株式会社ライセンス＆プロ
パティコントロール

5
地下構造物位置表示のための発光装
置

長島鋳物株式会社 42 地下構造物用蓋の食込み解除構造
株式会社ライセンス＆プロ
パティコントロール

6 方向を示すマンホール蓋 大渕脇　進 43 地下構造物用蓋体ロック装置 長島鋳物株式会社

7 マンホール蓋の運搬車 日之出水道機器株式会社 44
マンホール蓋の工具受棒用凹陥部の
閉塞装置

タキゲン製造株式会社

8 鉄蓋用蝶番 日本鋳鉄管株式会社 45
コンクリート躯体へのステップの取付方
法及び装置

三山工業株式会社

9 マンホール 古河電気工業株式会社 46 鉄蓋施錠装置 日本鋳鉄管株式会社

10 蓋部材に対する滑り止め施工方法 株式会社イトーヨーギョー 47 共同溝用蓋体ストッパ装置 旭テック株式会社

11 吸排気装置付きマンホール蓋 鈴木　宏 48
地下構造物用鉄蓋類における滑り止
め突起

長島鋳物株式会社

12 マンホール枠 日之出水道機器株式会社 49 鉄蓋施錠装置 日本鋳鉄管株式会社

13 マンホール蓋板の傾斜調整装置 日之出水道機器株式会社 50 ハンドホール内侵入防止蓋 株式会社カナエ

14 給油所用のマンホール
株式会社タツノ・メカトロニク
ス

51 地下構造物用蓋
株式会社グラウンドデザイ
ン研究所

15 雨水流入用蓋 日之出水道機器株式会社 52
耐震化マンホール構造及びその製造
法

日工建設株式会社

16 蓋体のＩＤタグ取り付け構造 株式会社クボタ 53 地中埋設構造物浮上抑制装置 千代田工営株式会社

17 マンホールの構造 今野　榮夫 54 マンホール鉄蓋およびその取付方法 日本電信電話株式会社

18 舗装面の円形切断用治具 長島鋳物株式会社 55
マンホール蓋の工具受棒用凹陥部の
閉塞装置

タキゲン製造株式会社

19 マンホール蓋の飛散防止装置 鈴木　宏 56 蓋の離脱防止構造 日本鋳鉄管株式会社

20 地下構造物用蓋 日之出水道機器株式会社 57
マンホール蓋の開閉方法及びその開
閉装置、この開閉装置の組立方法

株式会社関電工

21 地下構造物用螺合手段 長島鋳物株式会社 58
マンホール上部補強型調整リング及び
マンホール蓋受枠の取付補強工法

折田建設工業株式会社

22
ボルト結合型蓋体におけるナット保持
装置

長島鋳物株式会社 59
浮上防止マンホール及び浮上防止マ
ンホールの施工方法

株式会社ハネックス

23 災害時のトイレ兼用蓋 長島鋳物株式会社 60 マンホール用鉄蓋の施錠装置 スズキ鋳鉄工業株式会社

24
人孔蓋枠撤去用コアドリルのブレード
取付用回転体と人孔蓋枠交換方法

タカマツ株式会社 61
マンホール用鉄蓋の開放操作力測定
装置

スズキ鋳鉄工業株式会社

25
地下構造物用下桝および地下構造物
用蓋

日之出水道機器株式会社 62
マンホールの浮上防止構造及びマン
ホールの浮上防止方法

株式会社シーエスエンジニ
アズ

26
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 63 地下構造物用受け枠高さ調整装置 長島鋳物株式会社

27 マンホール用蓋枠の係止構造 日之出水道機器株式会社 64
マンホールの浮上防止方法とそのマン
ホール。

財団法人下水道新技術推
進機構

28 マンホール錠 美和ロック株式会社 65 蓋の支持装置 大岩　正博

29 地中埋設箱本体 未来工業株式会社 66 マンホール鍵孔用塞栓装置 東京電力株式会社

30 鉄蓋施錠装置 日本鋳鉄管株式会社 67 マンホ―ル等用足掛具
柳沢コンクリート工業株式会
社

31 地下構造物用ブロック 日之出水道機器株式会社 68
マンホール蓋枠又はマンホール蓋枠
位置箇所周辺の椀型撤去物の偏心吊
上げ方法

セーブマシン株式会社

32 水平蓋開閉装置 株式会社三渡工業所 69 マンホール用ＩＣタグ取付装置
株式会社シーエスエンジニ
アズ

33 地下構造物用カラー鉄蓋 長島鋳物株式会社 70 弁筐 川彦株式会社

34
マンホール蓋における蓋板の貫通孔
の閉止構造

日之出水道機器株式会社 71 便所システム 高谷　恵子

35 人孔蓋枠撤去方法。 タカマツ株式会社 72 管接続具及び管ブロック体 未来工業株式会社

36 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

73 地下構造物用蓋体 虹技株式会社

37 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 以下３１点省略
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