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1 フトン籠の敷設方法 安田　英二 37 籠 共和ハーモテック株式会社

2 フトン篭の側網固定構造 富士金網製造株式会社 38
護岸用鋼製枠工法およびコンクリート
壁ないし桁成形用残存型枠

東王技研株式会社

3 植生基盤構造 株式会社大林組 39
石詰めネット篭の形成方法及び石詰め
ネット篭の並設形成方法

ナカダ産業株式会社

4 護床／擁壁構造 株式会社岡本 40
粗面形成ローラ、粗面形成装置及び
粗面線材並びに粗面形成方法

サクラテック株式会社

5
土砂崩れ防止用金網ユニット、鉄筋固
定プレート、鉄筋固定具および鉄筋の
固定方法

サンワ株式会社 41 斜面の緑化方法 フリー工業株式会社

6 籠体マット及びその利用 三井化学産資株式会社 42 地盤補強材 瀬戸内金網商工株式会社

7 化粧用パネル体及び擁壁
株式会社エム・アートコーポ
レーション

43
高耐食・高加工性メッキ鋼線、メッキ浴
組成物、高耐食・高加工性メッキ鋼線
の製造方法、及び金網製品

サクラテック株式会社

8 根固め工法用袋体及びその製造方法 前田工繊株式会社 44 円筒鉄筋篭及び土留擁壁の構築方法 田中　和雄

9 石袋 市川漁網製造株式会社 45 擁壁構造物 株式会社セラトン

10
蛇篭用取付金具及びそれを用いた蛇
篭

瀬戸内金網商工株式会社 46 土木工事用構造体
ユニチカファイバー株式会
社

11
生育促進剤入り芝生マット及び土壌面
の緑化工法

呉羽化学工業株式会社 47
型枠及びこれを用いた法枠、並びに該
法枠の成形方法

株式会社国土緑産

12 幅調整用のフトン篭 富士金網製造株式会社 48 金網 喜多　泰夫

13
土砂崩れ防止用金網ユニットおよび鉄
筋固定プレート

サンワ株式会社 49 段積用布団篭
有限会社ジャパンパテント
マネジメント

14 化粧材付き中詰籠 株式会社テツモウ 50 籠ブロック 室賀　友政

15
補強メッシュ体を利用した木製緑化土
留擁壁

有限会社ケイ・アイ・シー 51
焼酎廃液ブロックを用いた水中及び護
岸設備

丸田　健児

16 粗朶ふとん籠 井田　進也 52
高耐食性を有するＺｎ－Ａｌ合金メッキ
鋼線及びその製造方法

サクラテック株式会社

17 護岸構造 有限会社ケイエイエム 53
護床・護岸用過多炭素化鋳鉄製格子
状枠体構造

株式会社松鋳

18
メッキ線およびこのメッキ線を用いた金
網製かご

サクラテック株式会社 54 石積工事方法及び石積工事施工器具 株式会社新光建設工業

19 護岸背面の安定化工法 東洋建設株式会社 55 ふとん篭 瀬戸内金網商工株式会社

20 魚巣フトン籠及びその設置方法 藤原　章隆 56 蛇籠 株式会社長谷川製作所

21 角形石詰篭 瀬戸内金網商工株式会社 57 係留設備 中国電力株式会社

22 水質浄化中詰工法 田原　康司 58
ハイブリッド礁及びそれを使用した水
生生物の共生環境の創出方法

株式会社新笠戸ドック

23 拘束土構造物およびその施工方法 前田工繊株式会社 59 ブロック マクロ通商株式会社

24 フトン篭工用成形具及びフトン篭工法 有限会社拓芯工建 60 法面保護工造成用型枠 三和線材株式会社

25 沈下防止材 株式会社ジャパンテクノロジ 61
ドレーン構造およびドレーン構造の施
工方法

共和ハーモテック株式会社

26
法面保護用ボックス及び法面防護工
法

昭和エンジニアリング有限
会社

62 溶融メッキ鋼線の空冷装置 サクラテック株式会社

27
高耐食・高加工性メッキ鋼線およびそ
の製造方法ならびに金網製かご

サクラテック株式会社 63 法面植生用部材 有限会社クスベ産業

28 収容体と廃棄樹木の処理方法 小岩金網株式会社 64 土木資材用袋 ナカダ産業株式会社

29 石詰め護岸 東王技研株式会社 65
多自然形擁壁緑化工法及び多自然形
擁壁の構造

有限会社ジャパンパテント
マネジメント

30 潜堤及び潜堤構築用資材 ＪＦＥスチール株式会社 66
擁壁ユニットとその擁壁ユニットを用い
た石積み擁壁及びその構築方法

小岩金網株式会社

31 石詰め護岸の蓋網固定用クリップ 東王技研株式会社 67 石詰篭及びその運搬方法 瀬戸内金網商工株式会社

32
植栽容器と植栽容器を使用した植生
構造

株式会社　八ヶ代造園 68
溶融メッキ処理装置及び溶融メッキ処
理方法

サクラテック株式会社

33 混合擁壁及びその製造方法 共和ハーモテック株式会社 69
高耐食性を有するＺｎ－Ａｌ合金メッキ
鋼線、Ｚｎ－Ａｌ－Ｍｎ合金メッキ鋼線及
びその製造方法

サクラテック株式会社

34 金網籠 共和ハーモテック株式会社 70
寸法調整可能な上面網を有するふと
ん篭

瀬戸内金網商工株式会社

35 石詰籠および仕切パネル 共和ハーモテック株式会社 71 法面等の修景方法 富士見緑化株式会社

36 フトン篭 株式会社サンブレス 72
擁壁構造用連結具、係合工具、擁壁
構造、および擁壁の構築方法

株式会社活充企画
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