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グレーチングの構造と装置
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］平成１７年（１年間） ７８点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２４，５７０－ ￥２３，４００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２４，５７０－ ￥２３，４００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥３６，７５０－ ￥３５，０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9772 公開特許 グレーチングの構造と装置 平.16 78点 ￥23,400
No,9641 〃 〃 平.15 61点 ￥15,000
No,9442 〃 〃 平.14 61点 ￥15,000
No,9254 〃 〃 平.13 61点 ￥15,200
No,9034 〃 〃 平.12 65点 ￥19,700
No,8835(C) 〃 〃 平.11 65点 ￥19,700
No,〃 (B) 〃 〃 平.10 61点 ￥19,700
No,〃 (A) 〃 〃 平.9 67点 ￥19,700
No,8228 〃 〃 平.8 65点 ￥19,700
No,7976 〃 〃 平.7 71点 ￥19,700
No,7816 〃 〃 平.5-6 85点 ￥20,600
No,7560 〃 〃 平.3-4 84点 ￥19,700
No,7069 〃 〃 平.1-2 92点 ￥20,700
No,8886 公告特許 〃 平.9-11 74点 ￥23,700
No,7580(B) 〃 〃 昭.63-平.4 148点 ￥39,900
No,〃 (A) 〃 〃 昭.58-62 104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) 〃 下水用グリース・トラップの構造 平.5-10 65点 ￥24,000
No,8734(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・ドーレンの構造と装置 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 〒

※料金には別途送料がかかります。

http://www.itdc-patent.com


1
インサートグレーチングを埋設した側
溝用蓋体

三山工業株式会社 37 グレーチングの改修用被覆板 カネソウ株式会社

2 溝蓋受枠 カネソウ株式会社 38 グレーチングふたＴ字形構造 安藤　勝治

3 金属製路面用排水溝の構造 石田鉄工株式会社 39 集水ます 住友金属建材株式会社

4 グレーチング 株式会社日本ピット 40 マンホール用グレーチング装置 三山工業株式会社

5 グレーチング装置 第一機材株式会社 41 グレーチング 株式会社宝機材

6 側溝用の蓋 株式会社オーイケ 42 開閉蓋 東北岡島工業株式会社

7
溝蓋などのグレーチングおよびその製
造方法

山下　三男 43 グレーチング及びその製造方法 カネソウ株式会社

8 排水設備 株式会社日本ピット 44
グレーチング用基材及びその製造方
法

カネソウ株式会社

9 自然木付グレーチング 大恵商事株式会社 45 グレーチング 株式会社宝機材

10 グレーチング固定用角穴付ナット 神鋼建材工業株式会社 46 グレーチングの離脱防止金具 株式会社ホクエツ

11 溝蓋構造 株式会社淀川製鋼所 47
集水用グレーチングとこれを用いた道
路の排水構造

株式会社イトーヨーギョー

12
溝側面の突出部材の簡易引張試験装
置

神鋼建材工業株式会社 48
離脱防止機構を有する着脱自在の函
渠用グレーチングおよびそれを利用し
た・・・

株式会社ホクエツ

13 充填式透水性のグレーチング 山下　三男 49 ＦＲＰ製色付き透明グレーチング
日本エフ・アール・ピー株式
会社

14 スリット型グレーチング 山下　三男 50 排水溝や排水桝のごみ受け籠 株式会社ダイクレ

15 路面用排水溝の構造 石田鉄工株式会社 51 側溝改修工法及び側溝改修用部材 高橋土建株式会社

16
グレーチング跳ね上がり防止具及びそ
の装着用器具

丸運建設株式会社 52 グレーチング 株式会社ダイケン

17 溝蓋 石田鉄工株式会社 53 グレーチングの固定装置 株式会社土井製作所

18 グレーチング及びその製造方法
株式会社中部コーポレー
ション

54 グレーチングの固定装置 株式会社土井製作所

19 グレーチング装置、およびサッシ窓 ＹＫＫ　ＡＰ株式会社 55 グレーチングの敷設固定方法 山下　三男

20 グレーチングの製造方法 有限会社　トキワ製作所 56 グレーチング 神鋼建材工業株式会社

21
グレーチング及び該グレーチングの製
造方法

カネソウ株式会社 57 グレーチング用受枠 株式会社ダイクレ

22 溝蓋と溝ブロックと受け枠 株式会社宝機材 58 縁石排水溝 石田鉄工株式会社

23 グレーチングの取替方法 株式会社コンテッサ 59 縁石排水溝 石田鉄工株式会社

24 グレーチング材 住友金属建材株式会社 60 排水溝水路 石田鉄工株式会社

25 グレーチング 積水化学工業株式会社 61 グレーチング用パッド 石田鉄工株式会社

26
グレーチングの溝体への連結固定構
造

株式会社オカグレート 62 グレーチング固定装置
石川島播磨重工業株式会
社

27 グレーチングの固定構造 住友金属建材株式会社 63 グレーチングの溝固定金具 住友金属建材株式会社

28 側溝用溝蓋 共和ハーモテック株式会社 64
集水桝、および集水桝のグレーチング
枠

桜コンクリート株式会社

29 グレーチングとその組立治具 金三鋼業株式会社 65 グレーチングのメインバー 山下　三男

30
既設蓋体の固定工法及びこの固定工
法に用いるドリル装置

株式会社オキナヤ 66 充填式透水性のグレーチング 山下　三男

31 排水用スクリーン及び排水設備 株式会社荏原製作所 67 排水溝の溝蓋用通水性受枠 山下　三男

32
溝蓋とその固定構造、横架基材、及び
受け枠

株式会社宝機材 68 グレーチング構造 株式会社淀川製鋼所

33 蓋開閉装置 村田発條株式会社 69 溝蓋 石田鉄工株式会社

34 側溝の跳ね上がり防止構造 株式会社淀川製鋼所 70 溝蓋 石田鉄工株式会社
35 グレーチング用主部材 東北岡島工業株式会社 71 開閉式溝蓋構造 石田鉄工株式会社

36 グレーチング 株式会社宝機材 以下７点省略

グレーチングの構造と製造 　　　No.9903

[公開編]　　平成17年（1年間）　　78点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥24,570   　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥24,570　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥36,750　）




