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1 マンホール構造 大成建設株式会社 39
地中構造物の枠体装置及びその設置
構造

旭テック株式会社

2 蓋パネルの平面取手装置 タキゲン製造株式会社 40 マンホール 戸田建設株式会社

3 マンホールの防音及び臭気止め装置 松田建設工業株式会社 41 地中構造物の蓋用ロック装置 旭テック株式会社

4 マンホール蓋の把手孔用カバー装置 タキゲン製造株式会社 42 マンホールの構造 今野　榮夫

5 地下構造物用蓋の断熱装置
株式会社ライセンス＆プロ
パティコントロール

43 地中構造物用蓋体 旭テック株式会社

6 マンホールの転落防止構造 株式会社岡本 44 マンホール蓋用ロック装置 タキゲン製造株式会社

7 給油所用のマンホール装置 株式会社富永製作所 45 マンホール蓋用ロック装置 タキゲン製造株式会社

8
地下構造物用集塵中蓋及び集水集塵
装置

長島鋳物株式会社 46 マンホール蓋のロック装置 日之出水道機器株式会社

9 防水グレーチング 株式会社エステック 47
無線通信用マンホール蓋、無線通信
データ収集装置およびデータ収集シス
テム

三菱電機株式会社

10 地下構造物用丸型蓋
株式会社ライセンス＆プロ
パティコントロール

48 マンホールの構造 今野　榮夫

11 マンホール受枠 カネソウ株式会社 49 マンホール用断熱防臭装置 宮本　忠

12 地下構造物用蓋の蝶番構造 日之出水道機器株式会社 50 蓋板の受枠 株式会社フジキャスト

13
地下構造物用蓋への器具の取付け構
造

日之出水道機器株式会社 51 重量蓋 中国電力株式会社

14 マンホール蓋のロック装置 カネソウ株式会社 52
ＩＣタグ付きマンホール蓋及び該ＩＣタグ
を利用した情報通信システム

美谷島　克彦

15 地中構造物の蓋用ロック装置 旭テック株式会社 53 マンホール筒状体 日之出水道機器株式会社

16 地中構造物の蓋用ロック装置 旭テック株式会社 54
マンホール設置路面の舗装打ち替え
工法

株式会社ナカケン

17 粗面構成体の製造方法 日本鋳鉄管株式会社 55 マンホール用仮蓋 株式会社ハネックス・ロード

18 地下構造物の識別管理システム 長島鋳物株式会社 56 蓋の離脱防止構造 日本鋳鉄管株式会社

19 屋外標識灯装置の取付け方法 株式会社フタライト 57
既設マンホールの耐震補強方法とそ
の装置

株式会社信明産業

20 地中構造物の補修方法 旭テック株式会社 58 鉄蓋装置 六寶産業株式会社

21 スロットアンテナ 日本アンテナ株式会社 59 アンカーボルト用保護具 日本鋳鉄管株式会社

22
地下構造物用蓋の取替工法に使用す
る表層用セメントモルタル及び地下構
造物用蓋の取替工法

電気化学工業株式会社 60 マンホール蓋用ロック装置 タキゲン製造株式会社

23 ガラ落下防止装置 日之出水道機器株式会社 61 マンホール蓋用ロック装置 タキゲン製造株式会社

24 鉄蓋施錠装置 日本鋳鉄管株式会社 62 開閉扉固定装置 日立建機株式会社

25 マンホール用グレーチング装置 三山工業株式会社 63
新設，既設マンホールの耐震補強方
法とその装置

株式会社信明産業

26
転落防止用梯子および転落防止用梯
子を備えた地下構造物用蓋の受枠

株式会社ライセンス＆プロ
パティコントロール

64
新設，既設マンホールの耐震補強装
置

株式会社信明産業

27 マンホール蓋装置のロック構造 株式会社岡本 65 金属製蓋体 大日本印刷株式会社

28 マンホール蓋 スズキ鋳鉄工業株式会社 66 マンホールのタラップ装置 東北岡島工業株式会社

29 地下構造物用蓋の転落防止用梯子 日之出水道機器株式会社 67 地下構造物用蓋の食込み解除構造
株式会社ライセンス＆プロ
パティコントロール

30
スリップ防止措置を施した鉄蓋及びそ
の製造方法

長島鋳物株式会社 68 地下構造物用蓋の食込み解除構造
株式会社ライセンス＆プロ
パティコントロール

31 地下埋設型共同溝の点検蓋旋錠装置 光海陸産業株式会社 69 地下構造物用蓋の食込み解除構造
株式会社ライセンス＆プロ
パティコントロール

32 地下構造物用親子式断熱中蓋 長島鋳物株式会社 70
地下構造物用転落防止梯子および地
下構造物用受枠

株式会社ホクキャスト

33 マンホールの構造 今野　榮夫 71 飛跳防止型マンホール二重蓋装置 神田　聡樹

34 地下構造物用蓋の保護カバー
株式会社ライセンス＆プロ
パティコントロール

72
地下埋設物の埋設工事における舗装
面の仮復旧工法

長島鋳物株式会社

35 マンホール受枠の固定装置 カネソウ株式会社 73
給油所用のマンホール構造、その工事
方法および配管構造

株式会社富永製作所

36 マンホール受枠の固定装置 カネソウ株式会社 74
マンホール構造及びケーブル敷設方
法

中国電力株式会社

37 地下構造物用丸型蓋
株式会社ライセンス＆プロ
パティコントロール

75 埋設物の浮上防止構造
東京都下水道サービス株
式会社

38 マンホール蓋 スズキ鋳鉄工業株式会社 以下２８点収録
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