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No,7580(B) 〃 〃 昭.63-平.4 148点 ￥39,900
No, 〃 (A) 〃 〃 昭.58-平.4 104点 ￥28,100
No,8123 公開特許 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) 〃 下水用グレース・トラップの構造 平.5-10 65点 ￥24,300
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
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
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1 道路面における滞水の排水装置 株式会社ダイクレ 43 溝蓋の支持構造 株式会社ダイクレ

2
水抜き孔を有するコンクリート溝蓋の製
造方法

星野　文男 44 化粧用溝蓋用の枠体 西武機材株式会社

3 透水性を有する排水溝 日本碍子株式会社 45
排水性舗装用排水路における排水口
およびその固定方法

株式会社ダイクレ

4 側溝用ブロック及びその製造方法
揖斐川コンクリート工業株式
会社

46
コンクリ－ト側溝に取り付ける排水性舗
装用排水路

株式会社ダイクレ

5 溝蓋 大成建設株式会社 47 排水路 株式会社ダイクレ

6 Ｕ字溝用蓋及びＵ字溝の閉塞工法 有田　隆行 48 コンクリート製暗渠ブロック
株式会社九州プレキャスト
協会

7 コンクリート溝蓋 星野　文男 49
樹脂製溝蓋と、その製造法及び溝蓋
用受枠

株式会社ダイクレ

8 排水性舗装用排水路 株式会社ダイクレ 50 溝蓋 株式会社フジキャスト

9 Ｕ字溝ブロック連設用の溝蓋 株式会社フジキャスト 51 溝蓋と、溝蓋付きＵ字溝ブロック 株式会社ダイクレ

10 排水性舗装用排水路の排水桝接続路 株式会社ダイクレ 52 側溝用蓋 ヒルコ北海道株式会社

11 排水性舗装用排水路の伸縮装置 株式会社ダイクレ 53 排水溝の被蓋構造 株式会社伊田屋本店

12 排水性舗装用縁石兼用排水路 株式会社ダイクレ 54 二層式排水溝 有限会社林造園

13 排水設備用蓋体のベース枠 柿沼　貴之 55 ウオーターピット化粧蓋
株式会社中部コーポレー
ション

14 開閉式溝蓋 株式会社淀川製鋼所 56
排水性舗装用排水路取り付け用管渠
型側溝の構造

株式会社ダイクレ

15 水路体と水路構造 金　祺次 57 路面用排水溝の構造 石田鉄工株式会社

16
コンクリート製のＵ字溝などの金属製保
護枠

株式会社フジキャスト 58 排水溝一体型融雪設備 小日向商会有限会社

17
排水性舗装用集水装置及び排水性舗
装における集排水構造

株式会社ダイクレ 59 溝ブロックへの溝蓋支持装置 株式会社淀川製鋼所

18 排水性舗装用受枠 株式会社ダイクレ 60 小動物保護透水性排水路構造物 渡具知　武之

19 コンクリート溝蓋 秋　忠男 61 縁石付き蓋版を備えた側溝 有限会社サムズ

20 側溝 株式会社淀川製鋼所 62 Ｕ型側溝用蓋 有限会社振興

21 排水性舗装用排水路 株式会社ダイクレ 63 側溝蓋の型枠装置 株式会社フォーテック

22 溝蓋 株式会社フジキャスト 64 側溝用蓋部の異物侵入防止構造 影山　幸造

23 排水性舗装用排水路 株式会社ダイクレ 65 排水溝を備えた縁石 三山工業株式会社

24 排水溝の溝蓋 株式会社日本ピット 66 溝蓋の固定構造 石田鉄工株式会社

25 排水性舗装用排水路 株式会社ダイクレ 67
排水路蓋の受枠および受枠付き排水
路用ブロック

株式会社九州プレキャスト
協会

26 排水性舗装用排水路 株式会社ダイクレ 68 コンクリ－ト側溝蓋 株式会社ミナミ

27 透水性成形材充填溝蓋 日下　裕行 69 透水性パネル
元旦ビューティ工業株式会
社

28 側溝蓋用排水フィルター 東興産業株式会社 70
道路の側溝などに使用する溝蓋およ
び側溝本体

原口　信司

29 側溝蓋 東興産業株式会社 71 側溝蓋及びその側溝蓋が一体の側溝 株式会社フォーテック

30 側溝ブロック 浅野　康徳 72 排水性舗装路面の排水構造 株式会社淀川製鋼所

31 排水溝用の溝蓋 株式会社日本ピット 73 溝蓋排水口用キャップ
株式会社シンコーコーポ
レーション

32 橋面舗装体の排水構造 株式会社ダイクレ 74 溝蓋 神鋼建材工業株式会社

33 浸透水排水装置用排水口 株式会社ダイクレ 75 落蓋式側溝及び歩車道境界ブロック 野津運送株式会社

34 格子状溝蓋の嵩上材 西武機材株式会社 76 溝蓋
株式会社中部コーポレー
ション

35 金属板製の水路ブロック用溝蓋 株式会社淀川製鋼所 77 側溝蓋の外れ防止具 有限会社リタッグ

36 化粧用溝蓋用の枠体 西武機材株式会社 78 溝蓋 神鋼建材工業株式会社

37 溝蓋部材 旭化成工業株式会社 79 鋼製縁石兼排水溝ユニット 株式会社サンケンスチール

38
排水性舗装用排水路と集水桝との取
付け構造

株式会社ダイクレ 80 鋼製縁石兼排水溝ユニットの継手構造 株式会社サンケンスチール

39
排水性舗装用排水路の注水口におけ
るスライド部の構造

株式会社ダイクレ 81 Ｕ字溝ブロック用の溝蓋 株式会社フジキャスト

40 投雪口用溝蓋と取付用治具 株式会社ダイクレ 82 高規格道路などの排水溝体装置 株式会社オー・エム・ケイ

41 円形水路用嵩上溝蓋 株式会社オオタ 83 植生用側溝蓋 前田製管株式会社

42 円形水路用溝蓋受枠構造 株式会社オオタ 以下１４点省略
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