
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)

￥２５，２００－ ￥２４，０００－

￥２５，２００－ ￥２４，０００－

￥３７，８００－ ￥３６，０００－

(本体価格)

No,10482 公開特許 平.15-平.21 77点 ￥18,000

No,10481       〃 平.15-平.21 90点 ￥23,000

No,9534       〃 平.9-平.14 103点 ￥20,700

No,8123       〃 平.4-平.8 65点 ￥22,400

No,9533       〃 平.5-平.14 97点 ￥19,700

No,8124       〃 平.4-平.8 65点 ￥20,400

No,8728       〃 昭.5-平.10 75点 ￥24,300

No,9551       〃 平.5-平.14 98点 ￥23,800

No,10418       〃 平.21 74点 ￥23,000

No,10288       〃 平.20 77点 ￥26,400

No,10137       〃 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

*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

合計 ￥

 E-mail:

 TEL: FAX:

住所：〒

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

※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      

路面排水用側溝の構造

グレーチングの構造と装置

               〃

               〃

               〃

担当者名

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０５３１

お   申   込   書

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

側溝用蓋の滑り止め構造

               〃

               〃

溝蓋の固定方法と装置
[公開編]平成12年～平成21年（10年間）　　89点

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

既刊関連セットのご案内

溝蓋用受け枠の構造

側溝用蓋の騒音防止構造

透水性溝蓋の構造と製造方法

               〃



1 グレーチングと受枠部材との取付構造 石田鉄工株式会社 42 グレーチングの固定装置 株式会社土井製作所

2 グレーチングの取付け構造 岡島工業株式会社 43 グレーチングの敷設固定方法 山下  三男

3 取付金具 株式会社ダイクレ 44 グレーチング固定装置
石川島播磨重工業株式会
社

4 グレーチング固定金具 ムラタ産業株式会社 45 グレーチングの溝固定金具 住友金属建材株式会社

5 側溝壁に固定できるグレ－チング 野津運送株式会社 46 溝蓋受枠の固定装置 カネソウ株式会社

6 グレ―チングの固定金具 株式会社ダイクレ 47 グレーチング用把手 東北岡島工業株式会社

7 鉄蓋の連結装置 カネソウ株式会社 48 グレーチング ワンダー技研有限会社

8
側溝構築時におけるグレ－チング用受
枠の仮止め金具

株式会社金谷建設工業 49 グレーチング蓋固定用スペーサ 株式会社キョウエイ

9 グレーチング用連結具 株式会社ニムラ 50 溝蓋止金具 西村  治男

10 溝蓋の固定構造 石田鉄工株式会社 51 溝蓋の固定構造 株式会社宝機材

11 溝蓋の固定構造 石田鉄工株式会社 52 溝蓋のロック装置 カネソウ株式会社

12
道路用排水口のグレーチング外れ止
め装置

伊藤忠テクノメタル株式会
社

53 側溝用蓋の固定装置 谷口  和紀

13 側溝におけるグレーチングの取付構造
株式会社北松セメント工業
所

54 グレーチング 株式会社宝機材

14 グレーチングの取付構造
株式会社中部コーポレー
ション

55 グレーチング蓋用ロック装置 タキゲン製造株式会社

15 溝蓋固定用箱スパナ 株式会社淀川製鋼所 56 グレーチングの固定具
株式会社アイ・エイチ・アイ
マリンユナイテッド

16 グレーチング飛散防止金具 丸運建設株式会社 57 グレーチング固定具 株式会社栃木屋

17 グレーチングの取付装置 住友金属建材株式会社 58 グレーチング装置及びその配置方法 南  小夜子

18 グレ－チング固定具 竹中  正和 59 ＯＫ式グレーチング固定器具 有限会社オーケー機工

19
グレーチングの取付口およびグレーチ
ングの取付口用詰体

東北岡島工業株式会社 60
グレーチングの固定具及びグレーチン
グ

滝沢  清長

20
充填製蓋の取手支持金具及びそれを
利用した充填製蓋

清水  智子 61 溝蓋のロック装置 カネソウ株式会社

21
溝蓋における溝蓋本体の跳ね上がり
防止金具

神鋼建材工業株式会社 62 グレーチング溝蓋の固定金具 三宅  照雄

22
受枠部材に対するグレーチングの取
付構造

東北岡島工業株式会社 63 グレーチングの取付構造 株式会社ダイクレ

23 連結側溝用蓋 カワノ工業株式会社 64 グレーチング及び側溝 館山コンクリート株式会社

24 グレーチング 株式会社ダイケン 65 溝蓋の盗難防止装置 株式会社ダイクレ

25
グレーチングにおけるメインバーの連
結構造

カネソウ株式会社 66 グレーチングの取付金具 株式会社ダイクレ

26 グレーチング止め具及び溝付側溝 ヒロテツ工業株式会社 67 グレーチングの固定構造 三重重工業株式会社

27
排水溝への突片付き溝蓋の取付け構
造

岡島工業株式会社 68 連結具並びに側溝システム 石田  久夫

28
グレーチングの溝体への敷設固定構
造

株式会社ニムラ 69 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

29 溝蓋の相互連結構造 株式会社オカグレート 70 グレーチング固定装置 株式会社竹中工務店

30 溝蓋の固定方法 積水樹脂株式会社 71 溝蓋受枠の固定装置 カネソウ株式会社

31 溝蓋の固定方法 積水樹脂株式会社 72 排水性舗装用排水路の連結装置 株式会社ダイクレ

32 グレーチングの固定装置 株式会社ダイクレ 73 アンカー金具
株式会社中部コーポレー
ション

33 グレーチングの固定装置 株式会社ダイクレ 74 溝蓋の固定装置 カネソウ株式会社

34 グレーチングの固定装置 株式会社ダイクレ 75 グレーチング飛散防止金具 丸運建設株式会社

35 グレーチング固定用角穴付ナット 神鋼建材工業株式会社 76 溝蓋の盗難防止装置 東北岡島工業株式会社

36
グレーチングの溝体への連結固定構
造

株式会社オカグレート 77 ＦＲＰグレーチングの固定具 新井  光明

37 グレーチングの固定構造 住友金属建材株式会社 78 溝蓋固定用金具 株式会社ダイクレ

38
溝蓋とその固定構造、横架基材、及び
受け枠

株式会社宝機材 79
グレーチングの離脱防止方法および
離脱防止金具

株式会社淀川製鋼所

39 Ｕ字溝への溝蓋の取付け構造 神鋼建材工業株式会社 80 グレーチングの取付構造 東北岡島工業株式会社

40 グレーチングの離脱防止金具 株式会社ホクエツ 81 グレーチングの連結構造 東北岡島工業株式会社

41 グレーチングの固定装置 株式会社土井製作所 82 グレーチングの固定金具 株式会社ダイクレ

以下7点省略

溝蓋の固定方法と装置　　　No.10531

[公開編]　　平成12年～平成21年（10年間）　　　　89点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥25,200    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥25,200　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥37,800　）




