
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

 ＜日本特許･実用新案明細書収録セット＞                                    ホームページ公開中！ http://www.itdc-patent.com

＊最新の特許情報が満載！

(税込価格) (本体価格)

￥２１，０００－ ￥２０，０００－

￥２１，０００－ ￥２０，０００－

￥３１，５００－ ￥３０，０００－

(本体価格)

No,10688 公開特許 平.23 60点 ￥15,000

No,10553       〃 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,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：〒

側溝用蓋の滑り止め構造

側溝用蓋の騒音防止構造

[登録・公開編]平成24年（1年間）　　80点

               〃

               〃

お   申   込   書

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

グレーチングの構造と装置

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０８１５

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

※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      

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

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



1 溝路の通水被覆構造 カネソウ株式会社 40 グレーチング支持部材および建物 住友林業株式会社

2 壁面緑化システム及び壁面緑化方法 株式会社杉孝 41
グレーチング用受枠の排水溝への取り
付け方法

山下　三男

3
マンホール用ステップの取付孔の削孔
方法及び削孔設備

日本ステップ工業株式会社 42 側溝の改修方法 中越製陶株式会社

4 垂直面の緑化装置 株式会社ダイクレ 43 側溝の改修方法 中越製陶株式会社

5
グレーチング用凹凸模様付きエキスパ
ンデッドメタルの製造方法

東北岡島工業株式会社 44
カバー材取付構造及びカバー材取付
金具

株式会社ＩＨＩ

6 溝蓋受枠の固定装置 カネソウ株式会社 45 溝蓋用スペーサ及び側溝構造 三輪　浩隆

7 溝蓋のロック装置 カネソウ株式会社 46 グレーチング用脱着具 八洲環境保全有限会社

8
曝露装置内に散布された物質の除去
方法

ウェザー・サービス株式会
社

47 排水溝及び排水溝装置 株式会社伊田屋本店

9 路面冷却道路構造 株式会社ダイクレ 48 蓋の固定構造及び蓋の固定方法 ランデス株式会社

10 下水道管路内の圧力開放装置
東京都下水道サービス株
式会社

49
側溝用カッター装置及び側溝の改修
方法

中越製陶株式会社

11 グレーチングの製造法 株式会社ダイクレ 50 ピット蓋 古河電気工業株式会社

12 溝路の通水被覆装置 カネソウ株式会社 51 グレーチング用受枠の支持構造 有限会社宮本工務店

13 水路 株式会社ダイクレ 52
集水路と、該集水路に堆積する土砂の
回収方法

株式会社ダイクレ

14 グレーチングの固定金具 株式会社ダイクレ 53 複合グレーチング 東京電力株式会社

15 グレーチングの取付構造 株式会社ダイクレ 54 側溝改修工法 高橋土建株式会社

16 グレーチング用標識
株式会社中部コーポレー
ション

55 グレーチング 株式会社ダイクレ

17
クリーンルームのダミーグレーチング及
びクリーンルームの上層作業空間域の
底部を構成する部材

東京エレクトロン株式会社 56 地下構造物の圧力開放装置
東京都下水道サービス株
式会社

18 クリーンルーム用根太構造 安藤建設株式会社 57 高耐久性防食鋼材の製造装置 株式会社川熱

19 側溝改修工法 高橋土建株式会社 58
グレーチング用部材及びグレーチング
並びにグレーチングの施工方法

株式会社福田工業

20 側溝改修工法 高橋土建株式会社 59
透水型排水構造物及び排水溝の施工
方法

麻生商事株式会社

21 排水溝構造 有限会社ウイング 60
雪崩防止柵およびそれを備えた雪崩
防止構造

神鋼建材工業株式会社

22
雨水浸透桝、及び既設雨水桝の雨水
浸透桝化工法

株式会社山越 61 溝蓋の防蚊・防臭の構造 紀迎宏

23
床用エキスパンションジョイントの床カ
バー材支持装置、床カバー材の取り付
け方法及び床用エキスパンシ・・・

株式会社エービーシー商
会

62 防水扉装置 豊和工業株式会社

24 グラウンドアンカー工法 佐々木　雅志 63 溝蓋の固定装置 カネソウ株式会社

25 排水路体構造および排水路体 下田エコテック株式会社 64 側溝蓋着脱運搬装置 土屋　隆義

26 導水ブロック 有限会社オンガ 65 側溝蓋着脱運搬装置 土屋　隆義

27 カラー舗装用溝蓋 カネソウ株式会社 66 排水溝ブロック及び排水溝構造 株式会社丹青社

28 グレーチング装置 株式会社シマブン 67 路面用排水路 株式会社宝機材

29 避難用フロート 三井造船株式会社 68
盗難防止具及びボルト又はナット固定
物品の盗難防止方法

中越製陶株式会社

30
グレーチング蓋固定金具及びグレー
チング

株式会社中部コーポレー
ション

69 自由勾配側溝の改修工法 高橋土建株式会社

31
雨水浸透桝用フィルタ、及び雨水浸透
桝のメンテナンス方法

株式会社山越 70
取り外し防止ナット、取り外し防止ボル
トおよびこれらを着脱するソケットレン
チならびにこれらを用いた・・・

イイファス株式会社

32 縦目グレーチング用支持装置 カネソウ株式会社 71 中空棒材の捻り加工方法 ヘン　キアン　ヨン

33 透水性溝路部材 カネソウ株式会社 72 グレーチング 金三鋼業株式会社

34 排水溝内の殺菌装置 株式会社ダイクレ 73
自動車補修における移動式塗装ブー
ス

株式会社ウエノコーポレー
ション

35 建物構造 トヨタホーム株式会社 74 グレーチングの連結構造 東北岡島工業株式会社

36
リースによる社会資本の整備方法及び
装置

株式会社ダイクレ 75 照明器具着脱金具
株式会社日立プラントテクノ
ロジー

37 蓋装置 日之出水道機器株式会社 76 自動臭気ガス遮断装置 宮本　忠

38 蓋装置 日之出水道機器株式会社 77 側溝蓋 西田　治男

39 側溝蓋及びその設置方法並びに側溝 日之出水道機器株式会社 以下3点省略

グレーチングの構造と装置　　　No.10815

[登録・公開編]　　平成24年（1年間）　　　　80点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥21,000    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥21,000　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥31,500　）




