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No,9418 公開特許 防獣フェンスの構造と施工法 平.4-13 80点 ￥17,900
No,8727 〃 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,9448 登録・公開 金網の製造加工方法 平.14 99点 ￥19,800
No,9260 〃 〃 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,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
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1 高架橋の防風柵 東京製綱株式会社 41 防風フェンス材 森村興産株式会社

2 防風ネット支持装置 株式会社芳賀信建設 42 通風防風装置 株式会社フジタ

3 防風用ネット 株式会社芳賀信建設 43 防風用ネット支持装置 株式会社芳賀信建設

4 防風装置 大城　喜信 44 防風雪柵
株式会社アイジー技術研究
所

5 防風二重網 日東製網株式会社 45
風避け施設の単位風避けネット開閉方
法、およびその実施ための風避け施設

有限会社イワキ鉄工

6 育樹用防風ネット装置 株式会社大周建設 46 防風フェンス 前田工繊株式会社

7 防風装置 浦　康雄 47
忍び返し付き防風・防雪柵及びその折
畳・架設方法

東京製綱株式会社

8 フェンス
株式会社日本パーツセン
ター

48 吊り式防風ネツト 東京製綱株式会社

9 防風柵 株式会社電気工事西川組 49 開閉式防風網装置 出町　好

10 防風柵装置 浦　識雄 50 防風網装置、およびそれ用の防風網 出町　好

11 格子フェンス
株式会社日本パーツセン
ター

51 防護柵 日本環境施設株式会社

12 ネットフェンス 片岡　善治郎 52 防風・防音装置 小渡　重信

13 ベントプレート防風板 安岡　英夫 53 防風防虫ネット チッソ株式会社

14 防風・防雪柵 東京製綱株式会社 54 金網製フェンス 小岩金網株式会社

15 防風雪装置 浦　康雄 55
防風防虫ネットの容易な着脱クリップ
並びに該クリップの制作方法

重久　弘道

16 防風砂雪柵
株式会社日本パーツセン
ター

56 遮音・防風壁板の張設装置 東京製綱株式会社

17 防風雪板の固定装置 エヌテイ日東産業株式会社 57 防風網用支持装置 株式会社ワイケーケー

18 防風ネット等に用いる支柱 豊里　省司 58 道路用防風柵 旭中部資材株式会社

19 遮音・防風壁板の落下防止装置 東京製綱株式会社 59 防風ネットの支持構造 小渡　重信

20 防風雪柵の防風雪板支承構造
株式会社日本パーツセン
ター

60 風向調節装置
立山アルミニウム工業株式
会社

21 防風雪柵の防風雪板支承構造
株式会社日本パーツセン
ター

61 防風柵
株式会社日本パーツセン
ター

22 防風雪柵
立山アルミニウム工業株式
会社

62 風遮蔽体の自動開閉装置 株式会社アステック

23 農林土木建築スポーツ用多重織物 株式会社中泉企業 63 防風柵
株式会社日本パーツセン
ター

24 樹脂壁板付き防護壁 東京製綱株式会社 64 防風フェンス
三協アルミニウム工業株式
会社

25 埋設型防風雪柵 株式会社北武研究所 65 巻き取り収納式フェンス 前田工繊株式会社

26 防風雪柵
立山アルミニウム工業株式
会社

66 防風フェンス 日鐵建材工業株式会社

27 農業用ハウスまたは防風、防潮ネット 豊里　省司 67
フェンスまたは外壁用のパンチングパ
ネル

石川金網株式会社

28
ワイヤー入りネットまたはビニールシー
ト

豊里　省司 68 風力可動式防風柵 日本環境施設株式会社

29 防風雪柵
立山アルミニウム工業株式
会社

69 防風装置付車両防護柵 川田工業株式会社

30 防風フェンス 三菱重工業株式会社 70 拡大構造防風網 株式会社菊池商会

31 フエンス用胴縁及びフエンス
朝日スチール工業株式会
社

71 格納可能な防雪防風フェンス 東北通信建設株式会社

32
防風，防雪，防砂または防音等のため
の柵装置

浦　宏至 72 防風網装置 青柳　圭佐

33 投物防止フェンス付き防護柵 積水樹脂株式会社 73 防風雪シート 帝人株式会社

34 蓮田用防風・防鳥ネット棚の構造 日鉄防蝕株式会社 74 防風雪柵用支柱 帝人株式会社

35 防風雪柵の支柱設置方法 積水樹脂株式会社 75 鳩目部材及び鳩目付きシート トヨネン株式会社

36 防雪・防風板およびその製造方法 信越ポリマー株式会社 76 防風、防砂、土留用フエンス
朝日スチール工業株式会
社

37
フェンス、特にキャッチフェンス用支柱
スタンド

カール　ヨハン 77 防風防雪柵 日鐵建材工業株式会社

38 防風用ネット装置 細谷　延右 78 防風さく 大東金属株式会社

39 開　閉　式　防　風　網　装　置 有限会社イワキ鉄工 79 ハウスの保護構造 株式会社エコパル舎

40 防風雪フェンス 株式会社三恩テクニカル 以下７点省略
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