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1 網籠 孔雀金網株式会社 36 防犯用フェンスガード装置 株式会社ベスト

2 建材製品の表面後処理方法 トステム株式会社 37 法面用アンカー 東京製綱株式会社

3 フェンス 三協立山アルミ株式会社 38 貝類の養殖篭 佐々木商工株式会社

4 自然石固定装置 株式会社オキナヤ 39 フェンス ＪＦＥ建材フェンス株式会社

5 礫遮蔽用または表面土層保護用金網
ファッツァー、アクチェンゲ
ゼルシャフト

40 線材パネルフェンス 日鐵住金建材株式会社

6 メッシュフェンス 日本興業株式会社 41 金網パネルおよび手摺の取付け方法 小野　辰雄

7 法枠用金網 小岩金網株式会社 42 法枠の構造とその構築方法
イビデングリーンテック株式
会社

8 遮蔽体における光反射材の保護装置
朝日スチール工業株式会
社

43 メッシュ織物及びスクリーン印刷版 小岩金網株式会社

9 籠積み擁壁用前面パネル装置 株式会社オキナヤ 44 覆式落石防護ネット植栽緑化工法 株式会社丹勝

10 フェンス 三協立山アルミ株式会社 45
杭鉄筋籠の建て込み方法および杭鉄
筋籠の建て込み装置

株式会社奥村組

11 フェンス 東洋エクステリア株式会社 46 補強金網支持スペーサー 有限会社上田金網製作所

12 法枠工法に使用される金網型枠 西日本金網工業株式会社 47 フェンス用継手 ＪＦＥ建材フェンス株式会社

13 傾斜地用フェンスの連結構造 東洋エクステリア株式会社 48
フェンス用支柱およびこの支柱用傾斜
胴縁固定金具

ＪＦＥ建材フェンス株式会社

14 金網フェンス ＪＦＥ建材フェンス株式会社 49 衝撃吸収フェンス
株式会社プロテックエンジ
ニアリング

15 侵入防止用ネットフェンス 日鐵住金建材株式会社 50
炉内の落石防止ネット仮設構造及び
方法

ＪＦＥスチール株式会社

16
フェンス用菱形金網の製作方法及び
取付け方法

日鐵住金建材株式会社 51 折板屋根の緑化構造 小岩金網株式会社

17 落下防止用柵 小岩金網株式会社 52 フトン籠製造型枠 近畿砕石株式会社

18 フエンスパネル及びフエンス
朝日スチール工業株式会
社

53 フェンス用固定金具 ＪＦＥ建材フェンス株式会社

19 柵施設 小岩金網株式会社 54 パネル脱着容易なフェンス 日鐵住金建材株式会社

20
法面崩落防止工における埋設用アン
カーおよび崩落防止工法

ＪＦＥ建材株式会社 55 法枠の構造とその構築方法
イビデングリーンテック株式
会社

21 斜め線格子及びその製造方法
朝日スチール工業株式会
社

56 遮音パネルおよび目隠しフェンス ＪＦＥ建材フェンス株式会社

22 斜面安定工法 吉佳株式会社 57 角形蛇篭 松井金網工業株式会社

23 法枠用型枠 岡部株式会社 58 落石防止柵 日鐵住金建材株式会社

24
エレクトロコーティングによるいけす金
網の防汚方法

株式会社ＩＨＩ 59 格子フェンス ＪＦＥ建材フェンス株式会社

25 フェンスバリケードの取付金具
ニッコープランニング株式
会社

60 カップ型金網フィルター 株式会社大西産業

26 フェンス支持台
ニッコープランニング株式
会社

61 緑化用誘導部材 小岩金網株式会社

27 石詰篭用吊上装置 瀬戸内金網商工株式会社 62 海岸線護岸用の布団篭 小岩金網株式会社

28
高耐食・高加工性メッキ鋼線、メッキ浴
組成物、高耐食・高加工性メッキ鋼線
の製造方法、及び金網製品

サクラテック株式会社 63 籠体及び籠体の製造方法 鹿島建設株式会社

29 法枠施工方法 岡部株式会社 64
フクレ防止円筒状金網及びその製造
方法

日本フイルコン株式会社

30 傾斜地用ブラインドフェンス 東洋エクステリア株式会社 65 フトン篭の連結リングによる連結構造 山田　良治

31 蛇籠構造 小岩金網株式会社 66 遮音パネル ＪＦＥ建材フェンス株式会社

32 メッシュフェンス 三協立山アルミ株式会社 67 仕切りネットの昇降装置 小岩金網株式会社

33
斜面緑化用法枠用型枠及びこれを用
いた法枠施工方法

岡部株式会社 68 角形石詰篭 瀬戸内金網商工株式会社

34 小動物飼育用籠体 孔雀金網株式会社 69 垂直擁壁および垂直擁壁の工法 共和ハーモテック株式会社

35 落石防護柵及びその防護方法 チャン　ネンヤン 70
チップ型電子部品における端子電極
膜の焼成用治具

太陽金網株式会社
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