
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)

￥１９，４４０－ ￥１８，０００－

￥１９，４４０－ ￥１８，０００－

￥２９，１６０－ ￥２７，０００－

(本体価格)

No,10886 登録・公開 平.25 70点 ￥18,000

No,10805       〃 平.24 70点 ￥18,000

No,10701       〃 平.23 70点 ￥18,000

No,10565       〃 平.22 77点 ￥24,000

No,10432       〃 平.21 93点 ￥28,000

No,10301       〃 平.20 104点 ￥31,000

No,10151       〃 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,8048A 公告・公開 平.7 144点  ￥38,800

No,7822A       〃 平.6 127点  ￥33,300

No,8048B       〃 平.7 139点  ￥37,500

No,7822B       〃 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

合計 ￥

 E-mail:

 TEL: FAX:

住所：〒

◎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
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マンホール蓋の構造と装置

既刊関連セットのご案内

マンホール施工法と部材

               〃

               〃

マンホール蓋の構造と装置
[登録・公開編]平成26年（1年間）　　70点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０９８９

お   申   込   書

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

※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      

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

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



1 マンホール蓋の鍵孔用閉塞栓錠装置 タキゲン製造株式会社 33 マンホール蓋養生用ラベル
王子ホールディングス株式
会社

2 噴出し防止マンホール 宮武　俊哉 34
マンホール、下水引出ユニットおよび
下水熱利用システム

公立大学法人大阪市立大
学

3 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

35
地下構造物の浮上防止杭及び地下構
造物の浮上防止工法

日之出水道機器株式会社

4 マンホールの浮上防止構造 株式会社ハネックス 36 蓋構造物 北勢工業株式会社

5 非常用マンホールトイレ 日本ステップ工業株式会社 37 マンホール蓋用開閉装置
三菱電機ビルテクノサービ
ス株式会社

6
地下構築物の浮き上がり防止構造に
おける集水管取付装置及びこの装置
を使用した集水管取付工法

公益財団法人日本下水道
新技術機構

38 鋳造用鉄合金及びその製造方法 日之出水道機器株式会社

7
段差計測方法、段差計測支援装置、
段差計測支援プログラム、記録媒体

アイレック技建株式会社 39 マンホールのシール構造 中国電力株式会社

8 マンホール蓋 イ，ジェドク 40 地下構造物用蓋のロック金具 北勢工業株式会社

9 舗装材層を有するマンホール鉄蓋 長島鋳物株式会社 41
立坑構築用鋼製円形ケーシングおよ
びそれを用いたマンホール構築方法

株式会社コプロス

10 水位計測用マンホールユニット メタウォーター株式会社 42 マンホールの突き上げ浮上防止方法 有限会社フジカ

11
マンホール用蓋の取付け構造と取付
け及び取外し方法

タカマツ株式会社 43 浄化槽 大栄産業株式会社

12 地下構造物用蓋の施錠構造 北勢工業株式会社 44 鉄蓋の劣化診断方法 日本鋳鉄管株式会社

13 地下構造物用蓋 長島鋳物株式会社 45
マンホール鉄蓋補修リング及び補修工
法

株式会社友鉄ランド

14
マンホール蓋受枠の撤去方法及びそ
れに用いるボルト位置探索用テンプ
レート並びにボルト固定位置削孔・・・

▲魚▼谷　寛治 46
下水道システムの補修構造及び補修
方法

吉佳エンジニアリング株式
会社

15 既設マンホールの浮上沈下防止工法 日之出水道機器株式会社 47
マンホール蓋の埋め戻し工法における
不規則割れ防止方法及び不規則割れ
防止方法に用いる分割部材

長島鋳物株式会社

16 円形地下構造物用蓋 アクアインテック株式会社 48
ＩＣタグ組み込みマンホール蓋および
マンホール蓋用ＩＣタグ

株式会社ＩＲＯ

17 地下構造物用筐体
株式会社ライセンス＆プロ
パティコントロール

49 マンホール用ガスケット 株式会社谷崎鉄工所

18
マンホール蓋における開蓋操作具差
込み孔の閉塞具

タキゲン製造株式会社 50 浮上防止マンホール 株式会社ハネックス

19
ＩＣタグ組み込みマンホール蓋および
マンホール蓋用ＩＣタグ

株式会社ＩＲＯ 51
ＩＣタグ組み込みマンホール蓋および
蓋用ＩＣタグ

株式会社ＩＲＯ

20
マンホール用蓋の取付け構造と取付
け及び取外し方法

タカマツ株式会社 52 地下構造物用筐体
株式会社ライセンス＆プロ
パティコントロール

21 地下構造物用蓋と受枠との嵌合構造 日本鋳鉄管株式会社 53 マンホールの浮上防止構造及び工法 東亜グラウト工業株式会社

22 マンホール蓋受け枠 虹技株式会社 54
段差計測方法、段差計測支援装置、
段差計測支援プログラム、記録媒体

アイレック技建株式会社

23 テーパー嵌合蓋装置 長島鋳物株式会社 55 マンホール蓋装置 有限会社エマージェンシー

24 排水処理装置 フジクリーン工業株式会社 56
マンホールと下水道管の接続部分の
耐震化工法と、該工法で用いる装置

東京都下水道サービス株
式会社

25 地下構造物用蓋の取替工法
ヒノデホールディングス株式
会社

57
マンホールの真空構造システムとその
製造方法

澤田　昌治

26 地下構造物用鉄蓋の周縁部保護装置 長島鋳物株式会社 58 マンホールの拡張工法 五十嵐工業株式会社

27
マンホール鉄蓋最大段差量測定装置
および方法、並びにこれに用いられる
画素分解能算出装置、マンホール・・・

日本電信電話株式会社 59 マンホール更生方法 岩永　健吾

28
マンホールカバーの下に固定される電
子ハウジング

エコ　コントゥール 60 災害時トイレ 有限会社エマージェンシー

29
マンホールの蓋を開けた時の落下防
止装置兼補助梯子用中蓋

株式会社オージーエイ 61 共同溝等の出入り口の蓋用施錠装置 タキゲン製造株式会社

30 地下構造物用蓋体 アクアインテック株式会社 62
マンホール、マンホール蓋の取付構造
及びマンホール蓋の取付用の調整ブ
ロック

千葉窯業株式会社

31 地下構造物用蓋体 アクアインテック株式会社 63
下水道マンホールの除菌・防臭簡易装
置

株式会社宮本製作所

32
マンホール槽内高所作業用組立式足
場

株式会社オージーエイ 以下7点省略

マンホール蓋の構造と装置　　　No.10989

[登録・公開編]　　平成26年（1年間）　　　　70点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥19,440    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥19,440　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥29,160　）


