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既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9551 公開特許 路面排水用側溝の構造 平.5-14 98点 ￥23,800
No,8549 〃 自由勾配溝と敷設方法 平.5-9 63点 ￥23,400
No,9533 〃 透水性溝蓋の構造と製造方法 平.9-14 97点 ￥19,700
No.8124 〃 〃 平.4-8 65点 ￥20,400
No.9534 〃 側溝用蓋の騒音防止構造 平.9-14 103点 ￥20,700
No.8123 〃 〃 平.4-8 65点 ￥22,400
No,8837(A) 〃 雨水地下浸透側溝の構造 平.10-11 64点 ￥23,300
No,8548(A) 〃 〃 平.8-9 52点 ￥20,000
No,7969(A) 〃 〃 平.6-7 48点 ￥19,700
No,8837(B) 〃 融雪・流雪用側溝の構造 平.10-11 34点 ￥11,900
No,8548(B) 〃 〃 平.8-9 32点 ￥11,700
No,7969(B) 〃 〃 平.6-7 34点 ￥13,500
No,8907 〃 コンクリート製品の洗い出し方法と部材 平.5-11 70点 ￥25,600
No.8908 〃 コンクリート製品の着色加工方法 平.5-11 109点 ￥33,500
No.8728 〃 溝蓋用受け枠の構造 平.5-10 75点 ￥24,300
No.8765 〃 生態系保護護岸用ブロック 平.9-10 84点 ￥29,700
No.8138(B) 〃 〃 平.7-8 68点 ￥26,000
No. 〃 (A) 〃 〃 平.5-6 48点 ￥18,000
No.8888 〃 ポーラス・コンクリートの製造加工方法 平.7-11 97点 ￥31,000
No.8112(A) 〃 擬岩パネルの製造加工方法 平.7-8 71点 ￥27,400
No. 〃 (B) 〃 擬岩ブロックの製造加工方法 〃 67点 ￥26,600
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1 表面排水装置、特に排水溝
アコ　ゼヴェリン　アールマ
ン　ゲゼルシャフト　ミット
ベシュレンクテル．．．

38 排水路付き舗装路 ゴトウコンクリート株式会社

2 集水側溝用ブロックおよび道路側溝 株式会社ホクエツ 39 側溝構造 工藤コンクリート株式会社

3 側溝用ブロック及び道路の構造 株式会社豊栄 40 排水路付き舗装路 ゴトウコンクリート株式会社

4 側こう エースコン工業株式会社 41
境界ブロック、および道路における排
水処理構造

新興工材株式会社

5 排水装置付側溝ブロック アーボ株式会社 42 排水溝内蔵ブロック 麻生商事株式会社

6
路面の排水用暗渠及び路面の排水用
暗渠の敷設方法

丸栄コンクリート工業株式会
社

43 歩車道境界ブロック 桜コンクリート株式会社

7 溝用受け枠 岡島工業株式会社 44 排水性舗装路面用側溝
小倉セメント製品工業株式
会社

8 側溝
新和コンクリート工業株式会
社

45 側溝ブロック ヨシコン株式会社

9 側溝
新和コンクリート工業株式会
社

46 側溝ブロック ヨシコン株式会社

10 排水性舗装用排水路 株式会社ダイクレ 47 高規格道路などの排水溝体装置 株式会社オー・エム・ケイ

11
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 48
境界導水溝ブロック、および道路にお
ける排水処理構造

角銅　秀光

12 排水性舗装用受枠 株式会社ダイクレ 49 側溝ブロックおよび排水構造
クラレプラスチックス株式会
社

13 排水性舗装用排水路 株式会社ダイクレ 50 街渠のフレキシブル排水溝 松田　洋

14 排水性舗装用排水路 株式会社ダイクレ 51 側溝用蓋 三山工業株式会社

15 排水性舗装用排水路 株式会社ダイクレ 52 境界ブロック 株式会社イトーヨーギョー

16 排水性舗装用排水路 株式会社ダイクレ 53 路面側溝の排水構造
枕崎コンクリート工業株式会
社

17 排水性舗装の施工方法
小沢コンクリート工業株式会
社

54
排水性舗装用側溝ブロック及び路面
構造

株式会社ミルコン

18 橋面舗装体の排水構造 株式会社ダイクレ 55
水路ブロックとそれを使用した排水性
舗装の排水設備

茨城県コンクリート製品協同
組合

19
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 56
地中水排水を行えるようにした側溝用
ブロック用のグレーチング、及びこれが
使用される側溝用ブロック

揖斐川コンクリート工業株式
会社

20
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 57 側溝ブロック及び排水構造
植平コンクリート工業株式会
社

21
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 58 集水ブロック 株式会社イトーヨーギョー

22
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 59 排水溝構造 株式会社伊田屋本店

23 排水性舗装用暗渠ブロック 株式会社カイエーテクノ 60
道路路面排水における汚染物質濾過
システム

吉竹　隆太郎

24 道路側縁用ブロック
揖斐川コンクリート工業株式
会社

61 歩車道境界用側溝ブロック 前田製管株式会社

25 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

62 排水用ブロック 株式会社オーイケ

26 道路排水処理装置付側溝ブロック 柴田　康雄 63 排水性舗装用の水路ブロック 株式会社ホクコン

27 排水溝ブロック 岩丸産業株式会社 64
集排水用ブロック及び集排水用ブロッ
クを形成するブロック片

揖斐川コンクリート工業株式
会社

28 コンクリート製排水溝 岩丸産業株式会社 65 道路境界ブロック 有限会社大丸プロロング

29 コンクリ―ト製排水溝 岩丸産業株式会社 66 道路境界ブロック付き水路構造 有限会社大丸プロロング

30 路面排水用縁石 工藤コンクリート株式会社 67 街渠桝 株式会社イトーヨーギョー

31
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 68 境界ブロック 株式会社イトーヨーギョー

32
側溝、側溝の蓋部材、および境界ブ
ロック

新興工材株式会社 69 排水性舗装の側溝構造 新興工材株式会社

33 路面用排水溝の構造 石田鉄工株式会社 70 側溝ブロックおよび排水構造 桜コンクリート株式会社

34 舗装道路用の排水用構造物 中山　憲士 71 側溝 未来技研株式会社

35 路面の排水構造 西川　外志三 72 側溝ブロックおよび排水構造 桜コンクリート株式会社

36 側溝ブロックの蓋板
揖斐川コンクリート工業株式
会社

73 側溝ブロックおよび排水構造 桜コンクリート株式会社

37
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 以下２７点省略

排水性舗装用排水路の構造 　　　No.9825
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