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1 補強金網を用いた鉄骨柱脚 株式会社アルテス 37
粒体阻止スクリーン及び粒体阻止フェ
ンス

株式会社オカムラ

2
暗渠ブロック用金網の製造方法と金網
挿入装置

株式会社カイエーテクノ 38 フエンスパネル及びフエンス
朝日スチール工業株式会
社

3
金網及びこれに用いる連結杆並びに
金網の製造方法

備後特殊金網株式会社 39
三次元網目構造の柵体を用いたフェ
ンス、及び三次元網目構造の柵体を
用いたフェンスの構築方法

小岩金網株式会社

4 金網材の折曲装置 株式会社カイエーテクノ 40
金網製石篭用吊ガイド及びこの吊ガイ
ドを用いた構築物の施工方法

興国鋼線索株式会社

5
コンクリート補強金属線材支持スペー
サー

有限会社上田金網製作所 41 土留柵及び盛土構造体 株式会社田中

6 金網フエンス 積水樹脂株式会社 42 電気柵用の金網 日本ギャビオン株式会社

7 土砂崩れ防止用金網 サンワ株式会社 43
敷石型ネットの製法と敷石型ネット張り
護岸工法

真壁　紘一

8 ふとん篭及びそれによる擁壁 瀬戸内金網商工株式会社 44
法枠用型枠及びそれを使用した法枠
構造体

株式会社小財スチール

9 型枠と鉄筋の間隔の設定方法 勝村建設株式会社 45 布団篭及び布団篭の結合構造 小岩金網株式会社

10 金網フエンス 積水樹脂株式会社 46 布団篭と布団篭工法 小岩金網株式会社

11 金網フエンス 積水樹脂株式会社 47 植生構造体と植生方法 小岩金網株式会社

12 金網フェンス 積水樹脂株式会社 48 防獣フェンス 小岩金網株式会社

13 金網 小岩金網株式会社 49
法枠用型枠及びそれを使用した法枠
構造体

株式会社小財スチール

14 金網の接続方法 小岩金網株式会社 50 ふとん籠 株式会社タケザワ

15
Ａｌ又はＡｌ系合金鋳物用フィルター金
網

大和金網株式会社 51
土木構築物補強構造、土木構築物補
強構造用石保持ユニット、土木構築物
補強構造の施工方法

環境工学株式会社

16 角形蛇篭 瀬戸内金網商工株式会社 52
植生篭およびこの植生篭を用いた法
面構造

黒田　茂

17 溶接金網 有限会社西山鉄網製作所 53 緑化用網ブロック体 ライオ産業有限会社

18
亀甲金網、その製造方法及び製造装
置

株式会社伊藤金網製作所 54
消波ブロック、護岸構造及び消波ブ
ロックの製造方法

環境工学株式会社

19 砂浜海岸の養浜工法 富士金網製造株式会社 55 網状物 小岩金網株式会社

20
法枠用型枠及びそれを使用した法枠
構造体

株式会社小財スチール 56
設置面状況に合わせて変形可能な侵
入防止柵

アサヒ建設株式会社

21 コルゲート鋼板を用いた土留枠体 川鉄建材株式会社 57 結束式振動篩用篩網の製造方法 三信工業株式会社

22 土木構築物用ユニット及び取付け具 環境工学株式会社 58 防獣フェンス用のフェンス体 株式会社小財スチール

23 物品の収容器具 関金網株式会社 59
土木構築物用ユニット、土木構築物用
ユニットの製造方法及び土木構築物

環境工学株式会社

24
軟弱地盤補強用篭枠及び軟弱地盤補
強方法

小岩金網株式会社 60 傾斜地の緑化工法 株式会社朝日線材工業所

25 盛土構造物及びその構築方法 小岩金網株式会社 61 横筋溶接装置 積水ハウス株式会社

26 フエンス
朝日スチール工業株式会
社

62 補強木材 フリー工業株式会社

27 ふとん籠及び土木構築物 環境工学株式会社 63 猪侵入防止柵 高嶋　優

28 潜堤の基礎構造 富士金網製造株式会社 64 フエンス
朝日スチール工業株式会
社

29 野生動物用防護柵
ジャパンファインスチール株
式会社

65
メッシュ並びにメッシュ形成用溶接装
置

株式会社ミクニ

30 小動物進入防止用フェンス金網 筑豊金網販売株式会社 66 金網用支持具 株式会社熊谷組

31 角形蛇篭 瀬戸内金網商工株式会社 67
沈床構造物、沈床構造物用組立具及
び沈床構造物の組立方法

環境工学株式会社

32 礫遮蔽用または表面土層保護用金網
ファッツァー、アクチェンゲ
ゼルシャフト

68 パレット 小岩金網株式会社

33 土留柵及び盛土構造体 株式会社田中 69 防獣フエンス
朝日スチール工業株式会
社

34 孔あきフエンス
朝日スチール工業株式会
社

70 線状体の牽引機構 村田機械株式会社

35
護岸構造、護岸構造の施工方法及び
護岸施工用石

環境工学株式会社 71
挟持板、それを使用したフェンスの固
定具及びフェンス構造体

株式会社小財スチール

36 植生基盤の造成方法 小岩金網株式会社 72 ゴミ捕捉器 孔雀金網株式会社

以下２７点省略
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