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44 マンホール蓋 株式会社中川鉄工所

1 大型鉄蓋 平野　喜嗣 45 滑り止め加工を施したマンホール等の
鉄蓋

株式会社イトーヨーギョー

2 地表埋設用の蓋受枠又は蓋 草竹　杉晃 46 蓋 株式会社ダイクレ

3 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 47 マンホール装置 積水化学工業株式会社

4 覆蓋、およびその製造方法 大日本インキ化学工業株式
会社

48 地下構造物用蓋 日之出水道機器株式会社

5 地下構造物用角型蓋の蝶番構造 日之出水道機器株式会社 49 地下構造物 旭テック株式会社

6 マンホール用鉄蓋の施錠装置 日本鋳鉄管株式会社 50 防火水槽鉄蓋 虹技株式会社

7 立坑の覆工板 株式会社協和エクシオ 51 ハンドホール等の蓋固定方法 株式会社フジクラ

8 地下構造物用蓋 日之出水道機器株式会社 52 蓋又は扉開閉検出装置 株式会社フジクラ

9 マンホール用鉄蓋の施錠装置 日本鋳鉄管株式会社 53 蓋 旭テック株式会社

10 鉄蓋の鉤孔用栓 日本鋳鉄管株式会社 54 蓋体のＩＤタグ取り付け構造 株式会社クボタ

11 マンホール蓋類におけるロック部材と
塞栓の着脱装置

伊藤鉄工株式会社 55 マンホール用鉄蓋 日本鋳鉄管株式会社

12 マンホール用角型鉄蓋の開閉構造 日本鋳鉄管株式会社 56 地下構造物用蓋 株式会社ホクキャスト

13 地下構造物の表示装置 株式会社ダイモン 57 蓋体へのＩＤタグ取り付け方法 株式会社クボタ

14 台帳マッピングシステム化に適用可能
のマンホ－ル蓋

アロン化成株式会社 58 仮設トイレ付マンホール蓋 有限会社葵システム

15 地下構造物の蓋の施錠装置 北勢工業株式会社 59 蓋の開閉装置 旭テック株式会社

16 床点検口用蓋装置 カネソウ株式会社 60 マンホール鉄蓋 日本ステップ工業株式会社

17 床点検口用蓋装置 カネソウ株式会社 61 覆蓋 積水化学工業株式会社

62 地下共同溝の蓋体旋錠装置 光海陸産業株式会社

18 マンホール蓋の施錠装置 株式会社水島鉄工所 63 鉄蓋連結構造 株式会社トミス

19 鉄蓋の汚れ防止器具 高橋　利治 64 マンホール蓋用蝶番 株式会社福原鋳物製作所

20 マンホール蓋の開閉制御システム 羽田ヒューム管株式会社 65 マンホール蓋用受枠 株式会社ホクキャスト

21 蓋用アイボルト取付座 タキゲン製造株式会社 66 埋設筐 株式会社トミス

22 マンホールの蓋用保護カバー 中部美化企業株式会社 67 マンホール構造 株式会社ヨドキャスチング

23 共同溝出入り口等の蓋用施錠装置 タキゲン製造株式会社 68 埋設マンホールの管理方法及びマン
ホール蓋

株式会社タケダ製作所

24 竪穴用蓋枠 旭テック株式会社 69 地中埋設用小型マンホ－ル蓋のリンク
蝶番

アロン化成株式会社

25 マンホール構造 株式会社ヨドキャスチング 70 角形鉄蓋用蝶番 日本鋳鉄管株式会社

26 マンホール蓋の開閉方法及びその装
置

株式会社タカシュウ 71 マンホール蓋の解錠システム 羽田ヒューム管株式会社

27 マンホール用角型鉄蓋 日本鋳鉄管株式会社 72 マンホール蓋の施錠装置 羽田ヒューム管株式会社

28 マンホール鉄蓋構造 株式会社ヨドキャスチング 73 蓋板の受枠 株式会社フジキャスト

29 蓋受け枠の高さ調整装置 伊藤鉄工株式会社 74 地下構造物用蓋 虹技株式会社

30 マンホール蓋枠 積水化学工業株式会社 75 マンホール用断熱・防臭装置 宮本　忠

31 地下構造物用蓋の嵩調整構造 日之出水道機器株式会社 76 側溝蓋 古澤　克己

32 枠体支持装置 積水化学工業株式会社 77 多機能型マンホール蓋 羽田ヒューム管株式会社

33 鉄蓋 日本鋳鉄管株式会社 78 マンホール蓋 伸興産業株式会社

34 地下管路用蓋 積水化学工業株式会社 79 道路用排水ます蓋の固定装置 株式会社中川鉄工所

35 防護蓋の蓋枠構造および蓋枠高さ調
節方法

アロン化成株式会社 80 ピン型標識装置 株式会社土井製作所

36 マンホールなどの防水蓋 株式会社フジキャスト 81 人孔蓋 株式会社栗本鐵工所

37 地下構造物用鉄蓋 平野　喜嗣 82 マンホールの補修方法及び補修装置 羽田ヒューム管株式会社

38 マンホール蓋開閉装置 日本トースイ株式会社 83 蓋ロック機構を備えた排水桝 阪神高速道路公団

39 鉄蓋連結構造 株式会社トミス 84 地下構造物用筐体 日之出水道機器株式会社

40 マンホール蓋の鍵蓋 羽田ヒューム管株式会社 85 コンクリート複合鋳鉄蓋 虹技株式会社

41 鉄蓋受け枠装置 株式会社トミス 86 マンホール蓋用緩衝材 藤倉ゴム工業株式会社

42 鉄蓋開閉装置 株式会社トミス 87 マンホールのバール蓋 田辺　誠三

43 マンホールのＴＳロック 田辺　誠三 88 地下構造物用錠装置 長島鋳物株式会社

以下31点省略
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日　本　特　許　登　録　　　平成13年
（　CD-ROM版・全文公報版　一括購入　　　￥36,000　）




