
株式会社国際技術開発センター
東京都千代田区内神田１－１５－６藤井第二ビル
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＊最新の特許情報が満載！

(税込価格) (本体価格)

￥１５，７５０－ ￥１５，０００－

￥１５，７５０－ ￥１５，０００－

￥２３，６２５－ ￥２２，５００－

(本体価格)

No,10553 公開特許 平.22 66点 ￥20,000

No,10418       〃 平.21 74点 ￥23,000

No,10288       〃 平.20 77点 ￥26,400

No,10137       〃 平.19 73点  ￥25,700

No,10027       〃 平.18 73点  ￥25,700

No,9903       〃 平.17 78点  ￥23,400

No,9772       〃 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,8835C       〃 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,10482       〃 平.15-平.21 77点 ￥18,000

No,10531       〃 平.12-平.21 89点 ￥24,000

No,10481       〃 平.15-平.21 90点 ￥23,000

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、ＥメールまたはＦＡＸ・郵便にてお送りください。
（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。

 ニュースガイドNo,

 題名

合計 ￥

 E-mail:

 TEL: FAX:

住所：〒

担当者名

所属部署名

会社名 ご注文内容

CD-ROM版 or Ｂ５製本版 or 一括購入

※料金には別途送料がかかります。

２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）
ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３      
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               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

グレーチングの構造と装置
[公開編]平成23年（1年間）　　60点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０６８８

お   申   込   書

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

側溝用蓋の騒音防止構造

               〃

側溝用蓋の滑り止め構造

溝蓋の固定方法と装置

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

               〃

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

既刊関連セットのご案内

               〃

グレーチングの構造と装置



1
グレーチング及びそれに使用する滑り
止め部材

株式会社シマブン 43 グレーチング 株式会社シマブン

2 樹脂製蓄光グレーチング 山下  三男 44 クリーンルームのダミーグレーチング 東京エレクトロン株式会社

3 雨水分流枡
株式会社コクカコーポレー
ション

45 図柄入りピット蓋 東北岡島工業株式会社

4
発電機能付きの側溝装置、発電機能
付きの集水桝装置、および、側溝また
は集水桝用の発電機能付きの蓋装置

株式会社宝機材 46 グレーチング用盗難防止具 東北岡島工業株式会社

5 玄関ポーチの側溝構造 ミサワホーム株式会社 47 隙間調整溝蓋 株式会社ダイクレ

6
グレーチング設置構造体、前記グレー
チング設置構造体を備えたグレーチン
グ付き側溝、並びに、前記グレ・・・

有限会社メタル技研 48 グレーチング構造 株式会社淀川製鋼所

7
嵌め込み溝付きエンドバーを使ったグ
レーチング

株式会社宝機材 49 鉄製溝蓋 石田鉄工株式会社

8 集水構造 中日本高速道路株式会社 50 溝蓋の加工装置 石田鉄工株式会社

9 蓋受け用のパッキン 草竹  杉晃 51
透水性側溝におけるグレーチング蓋の
受け枠固定構造

エムシー産業株式会社

10 ペット対応細目グレーチング 山下  三男 52 フロアパネル 株式会社アーレスティ

11 サーバ室用空調システム 清水建設株式会社 53 脱臭装置 岐阜市

12
小動物侵入防止機能付き縦排水溝構
造

中日本ハイウェイ・エンジニ
アリング名古屋株式会社

54
マンホール内での作業時に使用する
落下防止器具

株式会社月寒製作所

13
側溝蓋体用床版型枠、側溝蓋体用床
版及び側溝蓋体用床版の形成方法

ＡＳ技研株式会社 55 放射線遮蔽床材 日本タングステン株式会社

14 グレーチングの支持構造 株式会社ダイクレ 56 開閉溝蓋構造 石田鉄工株式会社

15 グレーチング跳ね上がり防止金具 竹内  秀憲 57 排水溝蓋の構造 王子文

16 融雪装置及びその施工方法 内外ゴム株式会社 58 側溝の騒音を防止するゴム 小引  清志

17 格子状溝蓋の取外し装置
株式会社中部コーポレー
ション

59 床配線のための上床構造 株式会社トーワスクリュー

18 蓋付側溝 株式会社トウブ 60 街渠桝 菅尾工業株式会社

19 グレーチング 株式会社宝機材

20
格子構造体及びその製造方法並びに
フェンス、溝蓋

株式会社若本製作所

21 ポンプ設置マンホール用中間スラブ 三山工業株式会社

22 溝蓋受枠の固定装置 カネソウ株式会社

23 被覆板の凹状筐孔の遮蔽装置 カネソウ株式会社

24 溝蓋及び排水溝装置 株式会社日本ピット

25 動物侵入防止装置 株式会社ダイクレ

26 動物侵入防止装置 株式会社ダイクレ

27 動物侵入防止装置 株式会社ダイクレ

28
暗渠集水構造および暗渠集水構造の
集水機能回復方法

中込  秀樹

29 グレーチングユニット 大和ハウス工業株式会社

30
グレーチング支持部材、グレーチング
設置構造およびテラスを有する建物

住友林業株式会社

31 自転車道グレ－チング蓋 光海陸産業株式会社

32 ハンドホール等の点検蓋旋錠装置 光海陸産業株式会社

33 グレーチングの枠材溶接装置 浅井  明人

34 格子状構造物用の取付治具 株式会社ダイクレ

35 サーバ室用空調システム 清水建設株式会社

36 サーバ室用空調システム 清水建設株式会社

37 サーバ室用空調システム 清水建設株式会社

38
トンネル面導水工法のグレーチング側
溝による流末処理設備

キザイテクト株式会社

39 側溝用蓋 新興工材株式会社

40 路面用排水路 株式会社宝機材

41 グレーチング 片岡産業株式会社

42 グレーチング付き側溝の排水構造 東北岡島工業株式会社 以上60点収録

グレーチングの構造と装置　　　No.10688

[公開編]　　平成23年（1年間）　　　　60点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥15,750    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥15,750　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥23,625　）


