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No,8727 公開特許 法面緑化用金網構造体 平.8-10 66点 ￥23,000

No,8726 〃 法枠用型枠の構造と施工法 平.8-10 68点 ￥23,300
No,8708 〃 落石防護柵の構造と装置 平.7-10 75点 ￥24,700

No,7837 〃 防護柵の構造と装置 平.2-6 90点 ￥26,300
No,8711 〃 蛇籠の構造と設置方法 平.7-10 72点 ￥23,600

No,7838 〃 〃 平.2-6 90点 ￥29,500

No,8276 〃 スポーツ用ネットの構造と張設構造 平.7-8 54点 ￥19,700
No,7839 〃 〃 平.5-6 68点 ￥27,400

No,7577 〃 〃 昭.62-平.4 90点 ￥28,400
No,9260 登録・公開 金網の製造加工方法 平.13 90点 ￥18,000

No,9040 〃 〃 平.12 107点 ￥29,700
No,8964 公開特許 〃 平.11 70点 ￥27,300

No,8723 〃 〃 平.9-10 99点 ￥29,500

No,8100 〃 〃 平.7-8 92点 ￥27,800
No,7776 〃 〃 平.5-6 82点 ￥25,500

No,7506 〃 〃 平.3-4 80点 ￥23,800
No,7054 〃 〃 平.1-2 86点 ￥24,400

No,8710 登録特許 〃 平.9-10 64点 ￥21,400
No,8101 公告特許 〃 平.7-8 84点 ￥26,700
No,7780 〃 〃 平.5-6 68点 ￥27,400
No,7576 〃 〃 平.3-4 90点 ￥28,400
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1 網壁部材 合名会社小財金網製作所 40
菱形金網の製造方法と菱形金網の製
造装置

阿部金属鋼産株式会社

2 高速道路用防獣フェンス 合名会社小財金網製作所 41
未完の菱形金網における両先端の処
理方法と未完の菱形金網における両
先端の処理装置

阿部金属鋼産株式会社

3 鋼線柵の製造装置 株式会社三葉製作所 42 目隠し緑化フェンス 日立電線株式会社

4 フエンス
朝日スチール工業株式会
社 43 防護ネット クラーク株式会社

5 猿用防護柵 萩原　章 44 猿害防止電気柵装置の出入り口 株式会社末松電子製作所

6 猿害防止装置 末松　弘 45
鉄条網とその鉄条網の敷設方法及び
敷設装置

日立造船株式会社

7 農作物防護ネット 横山製網株式会社 46 鳥獣害防除用フェンス タイガー株式会社

8 猪、鹿用防護柵 萩原　章 47 侵入防止用柵部材
有限会社ニュー・ワーク
スエンジニアリング

9 防獣用ネット 泰東製綱株式会社 48 防護柵 株式会社ダイフク

10 動物侵入防止柵 瀬戸内金網商工株式会社 49 動物侵入防止柵及びその支柱 三星商事株式会社

11 農業作物用有害鳥獣防護フェンス 戸谷　宗弘 50 フェンス 小岩金網株式会社

12 フェンス張り式防獣ネット 泰東製綱株式会社 51 防獣糸およびこれを用いた防獣装置 株式会社ゴーセン

13 棒線材の収束治具 小岩金網株式会社 52
傾斜地フェンス用菱形金網及びその
製造方法

興国鋼線索株式会社

14 防獣ネット 泰東製綱株式会社 53 防獣ネットの支柱構造 関　規之

15
鳥獣除け用有刺紐、有刺網若しくは
有刺柵

有限会社阿部事務所 54 動物よけ網状体 荒木　まゆみ

16 動物侵入防止方法 積水樹脂株式会社 55 獣害防止用ネット ナカダ産業株式会社

17 電気柵 日亜鋼業株式会社 56 柵用伸縮支柱 ガラガーエイジ株式会社

18
フェンス用胴縁等のアングル材接続
構造

川鉄建材株式会社 57 鳥獣被害防除装置 長谷川　雅雄

19
フェンス用胴縁等のアングル材接続
構造

川鉄建材株式会社 58 獣害防止用の蛍光網及び網フェンス 福井漁網株式会社

20 電気柵用電線碍子 末松　弘 59 鳥獣被害防除装置 長谷川　雅雄

21 野生動物から被害を防止する柵 阿部金属鋼産株式会社 60 高速道路用フェンスの構造 サンロード技建株式会社

22 猿侵入防止柵 関西電力株式会社 61
植物生育基盤材及びその生育基盤材
を用いた獣害防止型緑化方法

王子緑化株式会社

23 光反射ネット ナカダ産業株式会社 62 フェンス構造体 株式会社小財スチール

24 回転式動物用防護柵 村上　信二 63 フェンス構造体 株式会社小財スチール

25 動物侵入防止柵 内外製鋼株式会社 64 防護シート マツバラ金網株式会社

26 フェンス トーアフェンス株式会社 65 害獣の通行阻止具 株式会社トーアミ

27
防獣フェンス及び防獣フェンス構造
体

合名会社小財金網製作所 66
防獣フェンスとそのためのフェンス
体

株式会社小財スチール

28
野生動物による食害防止およびその
動物の捕獲装置

阿部金属鋼産株式会社 67
リブ付きエキスパンドメタルからな
る連結柵

株式会社　応用企画

29 河川用動物侵入防止柵 ガラガーエイジ株式会社 68 野獣被害防止柵 北原電牧株式会社

30 鹿類を駆除する方法 田中　武司 69 防獣ネット トヨネン株式会社

31
野生動物用侵入防止金網およびこの
金網を用いた野生動物用侵入防止柵

興国鋼線索株式会社 70
フェンス構造体及びそれに使用され
る支柱とフェンス

株式会社小財スチール

32 動物侵入防止踏み板 川崎　由布次 71 防護柵 関西鉄工株式会社

33
木片及び竹片を利用した建築資材及
び建設資材並びに防護壁

井田　寛身 72 囲い等の柵部材 金澤　悦夫

34 野生動物進入防止柵における通用門 阿部金属鋼産株式会社 73 獣類用柵 日亜鋼業株式会社

35
食害防止用緑化金網ユニットおよび
その設置構造並びにその施工方法

佐藤工業株式会社 74 多用途ネット 株式会社コスモオール

36 鳥獣忌避装置 株式会社カネト製作所 75
防獣用フェンスの設置工法、及び、
防獣用フェンス、並びに、そのフェ
ンス体

株式会社小財スチール

37 金網 興国鋼線索株式会社 76 立入防止柵 日本環境施設株式会社

38 発光防獣ネット 泰東製綱株式会社 77 杭打ち装置 農林水産省草地試験場長

39 牧柵などにおける横鋼の連結金具 北原電牧株式会社 78 鹿侵入防止誘導路付帯防鹿柵 北原電牧株式会社

以下２点省略

防獣フェンスの構造と施工法　　　No.9418

[公開編]　　平成４年～平成１３年（１０年間）　　　８０点

CD-ROM版　　　￥17,900    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥17,900
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