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養殖生簀の構造と装置
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］平成４年～平成１３年（１０年間） １０６点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２３，７００－

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２３，７００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥３５，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内
No,8276 公開特許 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,7841 公告特許 〃 昭.60-平.6 75点 ￥29,600
No,7709 公開特許 活魚の輸送方法と装置 平.5 59点 ￥19,700

No,7335 〃 〃 平.4 68点 ￥23,700

No,7362 〃 〃 平.3 87点 ￥29,700
No,7104 〃 〃 平.2 71点 ￥21,600

No,6773 〃 〃 平.1 67点 ￥19,700
No,7153 公告特許 〃 昭.56-平.2 72点 ￥25,700

No,7545 公開特許 魚網の構造と製造加工方法 平.4 54点 ￥21,400
No,7317 〃 〃 平.3 77点 ￥26,900

No,7005 〃 〃 平.2 64点 ￥20,700

No,6802 〃 〃 平.1 75点 ￥22,800
No,7088 〃 水産用ロープの製造加工方法 昭.61-平.2 79点 ￥23,700

No,7090 〃 道具と付属装置の構造 昭.61-平.2 96点 ￥28,400
No,7366 〃 エビの養殖方法と装置 昭.55-平.3 72点 ￥23,000

No,7368 〃 アワビの養殖方法と装置 昭.55-平.3 90点 ￥30,000

*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、Ｂ５製本版は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・Ｂ５製本版・一括購入

題 名
所 属 部 署

合計 ￥

担 当 者 名 E-mail

℡ （ ） FAx （ ）

住所 〒

※料金には別途送料・消費税がかかります。

http://www.itdc-patent.com


1 生簀用網 大同特殊鋼株式会社 43 養殖生簀用金網とその製造方法 上野　重信

2 浮沈式曳航生けす
有限会社クローバー・
フォー 44 沖合養殖施設 日立造船株式会社

3 いけす装置 東レ株式会社 45 中層式浮沈生簀 秋田県

4 浮沈式養殖装置 江原　啓 46 活魚を集合させる方法 上野　佳祐

5 生簀 古野電気株式会社 47 全海域型養殖用生簀 上野　重信

6 魚類の養殖方法及び養殖用生簀 古野電気株式会社 48 養殖生簀 株式会社モルテン

7 海洋曳航生けす活魚取水口
有限会社クローバー・
フォー 49 養殖生簀のための海水濾過装置 株式会社モルテン

8 曳航生簀
有限会社クローバー・
フォー 50 養殖生簀の海水消毒方法 株式会社モルテン

9 曳航生簀
有限会社クローバー・
フォー 51 浮沈式生簀 粕谷製網株式会社

10 海洋養殖用生簀 阿部　日出磨 52 浮沈式生簀 粕谷製網株式会社

11 ヒラメ及びカレイ類の養殖生簀 函館製網船具株式会社 53 海洋養殖用生簀の枠体連結部 阿部　日出麿

12 生簀装置 林　武 54 海底型養殖生簀 株式会社ユニカ

13 生簀用網 ニチモウ株式会社 55 連段養殖かご 森下株式会社

14 養殖魚用水槽又は生け簀 大洋漁業株式会社 56 全没可能型浮体支持式いけす 三菱重工業株式会社

15 生け簀用移動子 上野　佳祐 57 氷室利用生け簀システム 株式会社今組

16 魚の養殖いけす 日立造船株式会社 58
生簀への酸素補給方法と波力駆動ポ
ンプ

株式会社聖人堀鐵工所

17 魚の養殖設備 日立造船株式会社 59 航行用生簀 株式会社日本触媒

18 養魚用いけす 株式会社大林組 60 養殖用タイヤ型浮沈式生け簀 山本　真揮

19 魚類の選別方法および育成装置 旭化成工業株式会社 61 金属製養殖用生け簀 日鉱金属株式会社

20 生簀等の外洋用保護装置 株式会社サンスイ 62 養殖用生け簀 日鉱金属株式会社

21 浮沈自在な生簀 ヤマシタ工業株式会社 63 養殖生簀 株式会社モルテン

22 耐高速流水型生簀 株式会社西日本流体技研 64
魚介類養殖用生け簀の水質汚染防止
方法及びそれに使用する生け簀遮断
用シート

荒川　治重

23 生け簀 上野　佳祐 65
水面養殖における外部寄生虫の防除
方法及びその装置

株式会社荏原製作所

24 沖合養殖施設 日立造船株式会社 66 生け簀引き上げ装置 泰東製綱株式会社

25 あわび養殖具 北陸製網株式会社 67 浮子及びそれを用いた生簀装置 全水産株式会社

26 魚介類補育用円筒型小割生簀 日立電線株式会社 68 多重アワビ生簀 岩佐　秀一

27
洋上敷設いけすのフロート足場用ス
タンション

株式会社ブリヂストン 69
漁業用金網の金属リング及び漁業用
金網

ナイテック株式会社

28 浮体物の繋留装置 ヤマシタ工業株式会社 70 養魚用生け簀及びその使用方法
アクアネット・ジャパン
株式会社

29 生簀装置 東レ株式会社 71 淡水生物の繁殖用構造体 シバタ工業株式会社

30 養殖生け簀 株式会社ゼニライトブイ 72 水中生簀 畑中　三芳

31 巻貝類の養殖方法 函館製網船具株式会社 73 養殖生簀 株式会社モルテン

32 チタン亀甲生け簀網 鶴見金網株式会社 74 水中かご用骨組材 森下株式会社

33 養殖生簀 株式会社モルテン 75 生け簀 宮城島　史雄

34 養殖生簀 株式会社モルテン 76 生け簀 三菱重工業株式会社

35 養殖生簀 株式会社モルテン 77
耐海水性銅基合金、魚類用養殖網及
び魚類養殖用生簀

三宝伸銅工業株式会社

36 養殖用生簀 上野　重信 78 防波堤一体型生け簀 谷野　賢二

37 いけすの天井網構造 株式会社ブリヂストン 79 養殖用いけす 三菱重工業株式会社

38 水上移動装置 株式会社ブリヂストン 80
浮沈式の魚貝類養殖用金網カゴと魚
貝類養殖方法

東京製綱株式会社

39 生簀 ニチモウ株式会社 81 養殖生簀の残餌・排泄物の回収装置
株式会社大圏エンタープ
ライズ

40 いけす網 橋本産業株式会社 82 生簀装置 東レ株式会社

41 浮沈式養殖生簀 上野　重信 83 養殖用生け簀装置 株式会社むつ家電特機

42
生簀曳行用枠及びこの生簀曳行用枠
を有する生簀

泰東製綱株式会社 以下２３点省略

養殖生簀の構造と装置　　　No.9419

[公開編]　　平成４年～平成１３年（１０年間）　　　１０６点

CD-ROM版　　　￥23,700    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥23,700

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥35,000　）


