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路面消雪装置と散水ノズル
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［公開編］公開５年～平成１４年（１０年間） １０６点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２４，３００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２４，３００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥３６，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内
No,8013 公開特許 埋設型融雪装置の構造 平.5-7 59点 ￥24,300
No,9420 〃 除雪用具の構造と製造方法 平.4-13 71点 ￥16,300
No,9369 〃 マンホール蓋の開閉装置 平.5-13 67点 ￥16,500
No,9370 〃 マンホール用梯子の構造と装置 平.5-13 75点 ￥17,200
No,9156 〃 水道管凍結防止用ヒーターの構造 平.5-12 71点 ￥23,700
No,9090 〃 地中埋設筺と蓋開閉装置 平.5-12 87点 ￥27,800
No,9447 登録・公開 マンホール蓋の構造と装置 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,8670 〃 〃 平.10 134点 ￥36,000
No,9442 公開特許 グレーチングの構造と装置 平.14 61点 ￥15,000
No,9254 〃 〃 平.13 61点 ￥15,200
No,9034 〃 〃 平.12 65点 ￥19,700
No,8123 〃 側溝用蓋の騒音防止構造 平.4-8 65点 ￥22,400
No,8728 〃 溝蓋用受け枠の構造 平.5-10 75点 ￥24,300
No,8734(A) 〃 下水用グリース・トラップ 平.5-10 65点 ￥24,600
No, 〃 (B) 〃 下水用ストレーナーの構造 平.5-10 64点 ￥23,700
No,8671 〃 ルーフ・ドレーンの構造と装置 平.5-10 77点 ￥24,700

*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、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 鋳造製消雪ノズルの製造法 株式会社興和 40 消雪ノズル装置 竹内　岑男

2 散水ノズル 東日本旅客鉄道株式会社 41 消雪ノズルを具備した消雪用ブロック
北越消雪機械工業株式会
社

3
消雪ノズルの補修工法の施工に用い
る新設部分における蓋体

竹内　岑男 42 道路等消雪用ブロック
北越消雪機械工業株式会
社

4 散水ノズル 竹内　岑男 43 埋設型融雪装置
赤平技術サービス株式会
社

5 散水ノズル
北越消雪機械工業株式会
社

44 道路等の消雪装置
北越消雪機械工業株式会
社

6 散水式融雪装置における散水ノズル 加藤　健仁 45 消雪ノズルの高さ調整用接続管
北越消雪機械工業株式会
社

7 散水ノズル
北越消雪機械工業株式会
社

46
散水ノズルを埋設した棒状コンクリート
ブロック体を連設した散水消雪装置

滋野　正

8 消雪ノズル 浅野金属工業株式会社 47 道路消雪装置 滋野　正

9 道路等消雪用ブロック及びその施工法
北越消雪機械工業株式会
社

48 消雪ノズル 浅野金属工業株式会社

10
ゴルフ練習場の融雪方法及びその装
置

小室　徳太郎 49 消雪ノズル 浅野金属工業株式会社

11 温水噴射式融雪装置 東日本旅客鉄道株式会社 50 散水ノズルにおける流量調整装置 浅野金属工業株式会社

12 散水装置の運転制御装置 株式会社荏原製作所 51 散水ノズルにおける流量調整装置 浅野金属工業株式会社

13 散水ノズル
北越消雪機械工業株式会
社

52 消雪道路用消雪ブロック 不二興業株式会社

14 消雪ノズルの掃除方法 滋野　正 53 消雪用散水装置 株式会社クボタ

15 消雪パイプの配管内洗浄方法 大浦　納章 54
散水盤外し具付散水ノズル並びに散
水ノズル

株式会社日さく

16 消雪用散水装置 竹内　岑男 55 散水ノズル 株式会社日さく

17
埋設用消雪ノズルの水量制限器具及
び水量安定器具

石塚　正俊 56 融雪装置 北菱産業株式会社

18 散水ノズル 株式会社ジャノック 57 散水ノズル 浅野金属工業株式会社

19 消雪ノズル装置 竹内　岑男 58 消雪装置用調節弁
北越消雪機械工業株式会
社

20 消雪道路用消雪ブロック 佐藤　一光 59 埋設型融雪装置 有限会社朝日住設

21 融雪装置 大西　醇 60 スプリンクラーの噴射ノズル装置 東日本旅客鉄道株式会社

22 消雪道路用歩道縁石ブロック 株式会社ユーテック 61 消雪ノズルの保護装置 浅野金属工業株式会社

23 消雪用散水ノズル 株式会社ユーテック 62
路面散水融雪システムにおける配管構
造

株式会社ユーテック

24 消雪ノズルおよびその製造方法 氏大鋳造株式会社 63 道路消雪装置 滋野　正

25 消雪ブロックの施工法 浅野金属工業株式会社 64 消雪ノズル 浅野金属工業株式会社

26 消雪ノズル 浅野金属工業株式会社 65
路面凍結防止液吐出ノズル、埋設型ノ
ズル配列管、路面凍結防止液吐出装
置および．．．

中島金属工業株式会社

27 散水ノズル
北越消雪機械工業株式会
社

66 消雪ノズル
北越消雪機械工業株式会
社

28 道路消雪用散水ノズル装置 竹内　岑男 67 移動散水融雪装置 太田　玄

29
路面消雪装置における散水ノズルの
散水量調節装置

浅野　良喜 68 路面消雪用散水ノズル 細川　聖

30 車輌走行コースへの散水装置 日本道路株式会社 69 道路消雪装置 滋野　正

31 散水ガイド付消雪ノズル 浅野金属工業株式会社 70
散布ノズル及びこれを用いた路面凍結
防止溶液の散布システム

株式会社石黒鋳物製作所

32
消雪パイプ送水管末端に於ける泥砂
除去装置

島岡　武 71 融雪機の散水装置 ヒルコ北海道株式会社

33 模様付消雪ノズル 浅野金属工業株式会社 72 融雪機の散水装置 株式会社ホクエイ

34 消雪道路施工形成用消雪ブロック 浅野金属工業株式会社 73 消雪用ブロック 株式会社ユーテック

35 消雪用散水ノズル 株式会社ユーテック 74 消雪用縁石ブロック 株式会社ユーテック

36 消雪ノズル 株式会社大建 75 消雪装置のノズル掃除具 株式会社古寺製作所

37 消雪ノズル 株式会社大建 76 消雪用ブロック 不二興業株式会社

38 消雪ノズル 株式会社大建 77
車輌走行テストコース用の散水装置及
びその散水方法

日本道路株式会社

39 消雪用送水装置
北越消雪機械工業株式会
社 以下２９点省略

路面消雪装置と散水ノズル 　　　No.9480

[公開編]　　平成５年～平成１４年（１０年間）　　　１０６点

CD-ROM版　　　￥24,300    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥24,300

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥36,000　）


