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1 配管内面研磨洗浄方法 株式会社堤製作所 40 高圧洗浄装置
東京いすゞ自動車株式会
社

2 給水管の洗浄方法 田中　喜一 41 配管洗浄具
三井・ドイツ・ディーゼル・エ
ンジン株式会社

3 パイプのクリーニング装置 藏田　作治 42
給水系管路の閉ループ型循環洗浄方
法

水澤電機工業株式会社

4 配管の洗浄機 片山　進三 43 円管清掃機 豊永　武盛

5 洗浄用水溶性粒状体 株式会社堤製作所 44 管内洗浄装置
兼松エンジニアリング株式
会社

6 配管の洗浄機 片山　進三 45 給水系管路の開放型循環洗浄方法 水澤電機工業株式会社

7 配管洗浄装置 片山　進三 46 管洗浄装置 株式会社シンショー

8 下水管内の凝固物除去具 有限会社広島上水 47 排水管内の洗浄方法および洗浄装置
株式会社バイオロジックス
ジャパン

9 管の超高圧洗浄用ノズル 有限会社広島上水 48 洗浄用ノズル 三井造船株式会社

10 排水管の洗浄方法およびその装置 大協和工業株式会社 49 管洗浄用旋回ノズル装置 石本　隆

11
管の超高圧洗浄用ノズルおよび超高
圧洗浄方法

有限会社広島上水 50 配管洗浄装置 片山　進三

12 管内推進兼清掃器具 大日成建設株式会社 51 吸引車の吸引ホース 片山　進三

13 管内清掃器具 大日成建設株式会社 52 配管洗浄装置 片山　進三

14 管内清掃器具 大日成建設株式会社 53 集・排水管清掃用の簡易ノズル 森　春喜

15 管内清掃器具 大日成建設株式会社 54 管洗浄用旋回ノズル装置 石本　隆

16 管の超高圧洗浄用ノズル 有限会社広島上水 55 配管洗浄装置の高圧洗浄ホース 片山　進三

17 配管清掃用ノズル 関西水理株式会社 56 配管系統の洗浄方法及び装置 日本リメンテ株式会社

18 配管内壁の清掃方法 関西水理株式会社 57
建築物の排水管構造および排水管の
洗浄方法

稲船　郁男

19 配管洗浄具
三井・ドイツ・ディーゼル・エ
ンジン株式会社

58
給水配管の洗浄方法、及びそれに用
いるオゾン含有気泡発生装置並びに
オゾン含有気泡注入用アダプター

テンプス株式会社

20 管内部清掃具 有限会社広島上水 59 配水管の洗浄方法および装置 田端　伸一

21 管内清掃用スクレーパー 株式会社クボタ 60 管洗浄用旋回ノズル装置 石本　隆

22 配管パイプ用掃除器具 株式会社ニラサワ 61
配管用のカメラ付き高圧ジェット洗浄装
置

株式会社カンツール

23 管内清掃具 清瀬　武久 62
給水管内部洗浄装置およびその運転
方法

株式会社日立ビルシステム

24 配管洗浄装置 片山　進三 63 給水管内部洗浄方法 株式会社日立ビルシステム

25 配管洗浄装置 片山　進三 64
直圧式給水装置の給水管内部洗浄方
法

株式会社日立ビルシステム

26 下水道管等の管内洗浄・調査方法 株式会社カンツール 65
加圧式給水装置の給水管内部洗浄方
法

株式会社日立ビルシステム

27 配管洗浄装置 片山　進三 66 配管洗浄ノズル 片山　進三

28 管内案内装置 山口　吉久 67
管内清掃装置におけるコイル状ワイヤ
のロック装置

アサダ株式会社

29 配管洗浄装置 片山　進三 68 設置管の内面クリーニング方法 大阪瓦斯株式会社

30
高圧流体噴出装置及びそのフローセ
ンサ

株式会社ナブコ 69 給水管路のオゾン洗浄装置 カメイアクア総合株式会社

31 配管の洗浄方法
東京パイプ技研工業株式
会社

70 給水管路のオゾン洗浄装置 カメイアクア総合株式会社

32 排水管用高圧洗浄ホースのガイド部材 共立商事株式会社 71 パイプ洗浄装置 有限会社日本テクニス

33 洗浄ホース用アタッチメント 共立商事株式会社 72 既設管路のクリーニング工法 東京瓦斯株式会社

34 既設配管の管内洗浄方法 大森　祥吾 73 配管洗浄装置 西田　安伸

35 給水管の洗浄方法 水澤電機工業株式会社 74
給水配管の洗浄方法及びそれに用い
るオゾン水生成アダプタ―

株式会社レーベン

36
排水管系の管内洗浄方法及び排水管
系配管洗浄装置

日本技研株式会社 75
配管内洗浄に用いるホ―スの先端誘
導金具

共栄産業株式会社

37 超音波管内洗浄方法
株式会社環境保全メンテナ
ンス

76 配管洗浄装置及び配管洗浄方法 石神　望

38 給排水管内の高圧水洗浄の推進装置 高野　恵一 77 給水管の洗浄方法 株式会社タイショウ

39 管内異物除去用ノズル 株式会社三木田興業 78 便所の排水管の洗浄方法 松田　義武
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