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トンネル用防水シート材
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］ 平成９年～平成１３年（５年間） ６７点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥１６，７００－
◎全文紙収録 全文公報版 ￥１６，７００－

（ CD-ROM版・全文公報版 一括購入 ￥２５，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内

No,9199 公開特許 水膨潤性シーリング材 平.10-12 60点 ￥20,900
No,8757 〃 〃 平.9-10 60点 ￥21,800
No,8204 〃 〃 平.5-8 71点 ￥27,800
No,9200 〃 マンホール継手用止水材 平.11-12 66点 ￥23,700
No,8759 〃 〃 平.9-10 70点 ￥25,000

No,8198 〃 〃 平.5-8 81点 ￥26,400
No,8758 〃 カルバート継手用止水材 平.9-10 63点 ￥23,000
No,8255 〃 〃 平.5-8 63点 ￥22,900
No,8529 〃 ヒューム管継手用止水材 平.5-9 84点 ￥28,400

No,8763 〃 沈埋函接合部用ガスケット 平.5-10 74点 ￥27,500
No,8889 〃 推進用ヒューム管と継手構造 平.5-11 75点 ￥27,700
No,8530 〃 コンクリート打継部用止水材 平.5-9 69点 ￥26,400
No,8644 〃 ゴム製建築用目地材 平.9-10 67点 ￥24,300
No,8117 〃 〃 平.7-8 83点 ￥26,700

No,7895 〃 〃 平.5-6 71点 ￥22,300
No,8511 〃 窓枠用ガスケットの構造と装置 平.5-9 100点 ￥30,000
No,8260 〃 抗菌・防カビ性シーリング材 平.5-8 59点 ￥23,700
No,8531 〃 カーテンウォール用ガスケットの構造 平.5-9 70点 ￥25,500
No,8904 〃 トンネル壁の補修方法と部材 平.5-11 67点 ￥24,700

No,8643 公告特許 水膨潤性シーリング材と止水構造 平.6-10 80点 ￥29,700

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、Ｅメールまたは 郵便にてお送りください。ＦＡＸ・
（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、全文公報版はＢ５サイズ･目次製本済みです。
２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

お 申 込 書

会 社 名 ご 注 文 内 容
ﾆｭｰｽｶﾞｲﾄﾞNo，

CD-ROM版・全文公報版・一括購入

題 名
所 属 部 署

合計 ￥

担 当 者 名 E-mail

℡ （ ） FAx （ ）

住所 〒



33 防水シートおよび防水工法 大関化学工業株式会社

1 トンネル用鉄筋吊り金具 東洋物産株式会社 34 防水シートの支持装置及び支持方法 岐阜工業株式会社

2
防水シートの貼設方法と防水シート
貫通用の突軸

小原理機株式会社 35 防水シートの固定用部材 藤森工業株式会社

3 トンネル用防水シート 大日本印刷株式会社 36 トンネル工事用防水シート張設装置 佐賀工業株式会社

4 防水工法及び防水構造 東海ゴム工業株式会社 37 防水シート 藤森工業株式会社

5 トンネルの防水シ－ト取付方法 東洋物産株式会社 38 防水シート 藤森工業株式会社

6 防水シート 出光石油化学株式会社 39 トンネルの防水工法及び防水シート
株式会社ケー・エフ・
シー

7 防水シート支保鋼固定具 藤森工業株式会社 40 トンネルの防水シート施工法
株式会社ケー・エフ・
シー

8
トンネルの全周防水用シート防水材
およびそれを用いた防水施工方法

株式会社ブリヂストン

9
トンネル周面へのシート防水材の取
付方法およびシート防水材の．．．

株式会社ブリヂストン 41
トンネルへの防水シート展張方法お
よびその装置

岐阜工業株式会社

10 トンネル用シート防水材 株式会社ブリヂストン 42 地下構造物施工用鉄筋支持金具 株式会社北光社

11 接合用シートを具える防水シート 株式会社ブリヂストン 43
防水シ―トの接合方法およびこの接
合に用いる赤外線手動溶着機

株式会社ブリヂストン

12 トンネル内面への防水施工方法 株式会社ブリヂストン 44
防水シート及び防水シートの張設方
法

藤森工業株式会社

13 防水シート 株式会社ブリヂストン 45
トンネル工事の防水シート施工にお
ける吊り鉄筋金具の固定装置

岩野物産株式会社

46 防水シートの固定用部材 藤森工業株式会社

14 防水シート 藤森工業株式会社 47 防水シート 藤森工業株式会社

15
トンネル内への防水シートの装着方
法

株式会社北光社 48 防水シート ロンシール工業株式会社

16
トンネル内への防水シートの装着方
法および装置

株式会社北光社 49 防水シートの布設方法 日立電線株式会社

17 防水シート及び圧力境界シート構造 藤森工業株式会社 50
施工面への覆工コンクリート用支持
材の取付け方法および．．．

株式会社ブリヂストン

18
シールドトンネルの防水シートの接
合方法と防水シートの．．．

大成建設株式会社 51
施工面への覆工コンクリート用支持
材の取付けに用いる防水型連結具

株式会社ブリヂストン

19
シールドトンネルにおける防水シー
トの取り付け方法

大成建設株式会社 52 防水シートの固定用部材 藤森工業株式会社

20
トンネルの漏水氷結防止工法及び氷
結防止パネル

株式会社ケー・エフ・
シー

53
トンネル周面への防水シートの取付
け方法

株式会社ブリヂストン

21 防水シ－ト取付部材 株式会社ブリヂストン 54 防水シートの接合方法 株式会社ブリヂストン

22 ロックボルト用キャップ 株式会社ブリヂストン 55 トンネル工事用防水シート装置 通研産業株式会社

23 防水シ－ト取付部材 株式会社ブリヂストン

24
トンネル掘削面へのシ－ト防水材の
施工法

株式会社ブリヂストン 56
トンネル防水構造およびその施工方
法

株式会社ケー・エフ・
シー

25 防水シ－ト及びその施工法 株式会社ブリヂストン 57
シール検査用治具およびシール検査
方法

シバタ工業株式会社

26
トンネル内への防水シートの装着方
法及び装置

株式会社北光社 58 トンネル用防水シート布設装置 大建産業株式会社

59
導水シート及びトンネルの仮防水施
工方法

飛島建設株式会社

27
トンネル周面へのシート防水材の取
付け方法

株式会社ブリヂストン 60 トンネル用防水シート 藤森工業株式会社

28
トンネル周面へのシート防水材の取
付け方法

株式会社ブリヂストン 61 シート溶着機
株式会社ケー・エフ・
シー

29
トンネル内への防水シートの装着方
法及びその方法の実施に．．．

株式会社北光社 62
未加硫状態の粘着性防水シートの製
造方法とそのシートを．．．

リ　デウ

30
トンネル周面への防水シートの取付
け方法

株式会社ブリヂストン 63 防水シート材 株式会社ブリヂストン

31
トンネルへの防水シート配設方法お
よびトンネル用防水シート配設台車

岐阜工業株式会社 64 複合防水シート及びその製造方法 広島化成株式会社

32 寒冷地用トンネル壁面構造 三菱化学株式会社 以下３点省略

トンネル用防水シート材　　　No.9339

[公開編]　　平成９年～平成１３年（５年間）　　　６７点

CD-ROM版　　　￥16,700    　　  　　　  　　　　全文公報版　　　￥16,700

日　本　特　許　公　開　　　平成９年

（　CD-ROM版・全文公報版　一括購入　　　￥25,000　）

日　本　特　許　公　開　　　平成１０年

日　本　特　許　公　開　　　平成１１年

日　本　特　許　公　開　　　平成１２年

日　本　特　許　公　開　　　平成１３年


