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1 マンホール蓋用パッキン 旭テック株式会社 47 受け枠の高さ調整装置 長島鋳物株式会社

2 蓋用アイボルト取付座 タキゲン製造株式会社 48 受け枠の高さ調整装置 長島鋳物株式会社

3 地下埋設物用蓋 旭テック株式会社 49 鉄蓋用閉塞板構造 平野　喜嗣

4 地下構造物用蓋 株式会社ホクキャスト 50 埋設筐 株式会社トミス

5 マンホール装置のシール構造 株式会社タケダ製作所 51 マンホール蓋体の開閉装置 千葉窯業株式会社

6
マンホール枠における落下防止網の
取付構造

株式会社タケダ製作所 52 地下構造物用蓋の施錠装置 株式会社ホクキャスト

7 マンホール枠 株式会社タケダ製作所 53 地中構造物の蓋用ロック装置 旭テック株式会社

8 マンホール蓋受枠 株式会社福原鋳物製作所 54
がたつき防止材及びがたつき防止方
法

マステック　インターナショ
ナル株式会社

9 鋳物砂充填用振動装置 虹技株式会社 55 地下施設の蓋装置 株式会社荒木製作所

10 マンホール用開蓋装置 カネソウ株式会社 56 地下構造物用ロック装置。 山崎　均

11 地下構造物用鉄蓋 平野　喜嗣 57 マンホールの遠隔監視装置 ペンタフ株式会社

12 地下構造物用蓋 株式会社ホクキャスト 58 取手 株式会社栃木屋

13 鉄製マンホール蓋 株式会社ヨドキャスチング 59 マンホール鉄蓋 株式会社ヨドキャスチング

14 マンホール蓋の塗装処理方法 株式会社ヨドキャスチング 60 地下構造物等への転落防止装置 長島鋳物株式会社

15 マンホール蓋装置の設置構造 株式会社岡本 61 蓋体開口の閉塞装置 長島鋳物株式会社

16 地下埋設物用蓋 旭テック株式会社 62 角蓋装置 株式会社岡本

17 地下埋設物用蓋 旭テック株式会社 63 地下構造物用蓋体付属金物取付構造 平野　喜嗣

18 地下構造物用蓋の補助梯子 日之出水道機器株式会社 64 地下構造物用蓋の施錠構造 日之出水道機器株式会社

19 仮設トイレ設置用の地下構造物用蓋 日之出水道機器株式会社 65
マンホール保安監視マーカおよびその
施工方法

東日本電信電話株式会社

20 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 66 鉄蓋用蝶番 虹技株式会社

21
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 67
マンホールの安全構造及びその施工
方法

株式会社ハネックス

22 鋳鉄製マンホール蓋のめっき方法 株式会社ヨドキャスチング 68 地下構造物用蓋の施錠装置 日豊金属工業株式会社

23 マンホール用蓋のロック構造 二宮産業株式会社 69
路面に設置される蓋保護用パッキング
の敷設方法

株式会社エヌ・ティ・ティエ
ムイー九州

24 角型鉄蓋用蝶番 日本鋳鉄管株式会社 70 立坑の覆工板用受桁 株式会社モール工業

25 マンホール蓋受枠 株式会社福原鋳物製作所 71 埋設処理槽の蓋構造 株式会社環境機器

26 マンホ－ル蓋受枠 株式会社福原鋳物製作所 72 地中構造物の蓋体用防水装置 旭テック株式会社

27 地下構造物用蓋 日之出水道機器株式会社 73 蓋の開閉装置 虹技株式会社

28 地下構造物用角型蓋 日之出水道機器株式会社 74 マンホール構造 株式会社ヨドキャスチング

29 地下構造物用蓋の施錠構造 日之出水道機器株式会社 75 マンホール蓋のロック装置 栗本商事株式会社

30 地下構造物用蓋の受枠構造 日之出水道機器株式会社 76
地下構造物マンホール鉄蓋凸部段差
付鉄蓋。

鈴木　正

31 地下構造物用角型蓋 日之出水道機器株式会社 77 蓋と受枠との連結構造 虹技株式会社

32 地下構造物用蓋の受枠構造 日之出水道機器株式会社 78
防水層保持構造を有する床点検用蓋
受枠

株式会社中部コーポレー
ション

33 マンホール蓋受枠 株式会社福原鋳物製作所 79 交換鉄蓋用アダプター枠 伊藤鉄工株式会社

34 コンクリート複合鋳鉄蓋 虹技株式会社 80 開閉容易なマンホールカバー装置 福西鑄物株式会社

35 目詰まり防止型錠装置 タキゲン製造株式会社 81 マンホールの蓋構造 日本電信電話株式会社

36 マンホール用鉄蓋の施錠装置 日本鋳鉄管株式会社 82
鉄蓋レスマンホール及びその構築方
法

株式会社ハネックス・ロード

37
地下構造物の出入口における補助梯
子取付装置

スズキ鋳鉄工業株式会社 83 スリップ防止鉄蓋 日本鋳鉄管株式会社

38 滑り止め機能を備えた鉄蓋 日本鋳鉄管株式会社 84 マンホール蓋かぎ穴用詰め栓 鉄蓋工業株式会社

39 マンホール用鉄蓋 日本鋳鉄管株式会社 85 地下構造物用蓋 旭テック株式会社

40 マンホール用鉄蓋の蝶番 日本鋳鉄管株式会社 86 球面を持つ鉄の蓋 田辺　誠三

41 マンホール用断熱・防臭装置 宮本　忠 87 コンクリート複合鋳鉄蓋 虹技株式会社

42 地下構造物用蓋 長島鋳物株式会社 88 地下構造物用蓋 旭テック株式会社

43
地下構造物用蓋枠構成部材の鋳型装
置

旭テック株式会社 89 広告機能を備えたマンホール蓋 株式会社グリーンタワー

44 地下構造物用蓋体の鋳型装置 旭テック株式会社 90 地下構造物の防護用函体 旭テック株式会社

45
マンホール蓋の吊り下げ用フック受棒
を有する凹陥部カバー装置

タキゲン製造株式会社 91
突条を有する鋳物およびその鋳型用
モデル

旭テック株式会社

46 埋設筐における鉄蓋連結構造 株式会社トミス 以下３３点省略
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