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側溝用蓋の騒音防止構造
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［公開編］平成９年～平成１４年（６年間） １０３点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２０，７００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２０，７００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥３１，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内
No,8123 公開特許 側溝用蓋の騒音防止構造 平.4-8 65点 ￥22,400
No,8124 〃 透水性溝蓋の構造と製造方法 平.4-8 65点 ￥20,400
No,9442 〃 グレーチングの構造と装置 平.14 61点 ￥15,000
No,9254 〃 〃 平.13 61点 ￥15,200
No,9034 〃 〃 平.12 65点 ￥19,700
No,8835(C) 〃 〃 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,7816 〃 〃 平.5-6 85点 ￥20,600
No,8886 公告特許 〃 平.9-11 74点 ￥23,700
No,7580(B) 〃 〃 昭.63-平.4 148点 ￥39,900
No, 〃 (A) 〃 〃 昭.58-平.4 104点 ￥28,100
No,8728 公開特許 溝蓋用受け枠の構造 平.5-10 75点 ￥24,300
No,8734(A) 〃 下水用グレース・トラップの構造 平.5-10 65点 ￥24,300
No, 〃 (B) 〃 下水用ストレーナーの構造 平.5-10 64点 ￥23,700
No,8671 〃 ルーフ・ドレーンの構造と装置 平.5-10 77点 ￥24,700
No,9447 登録・公開 マンホール蓋の構造と装置 平.14 124点 ￥24,800
No,9259 〃 〃 平.13 119点 ￥24,400
No,9043 〃 〃 平.12 120点 ￥32,300
*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、Ｅメールまたは 郵便にてお送りください。ＦＡＸ・

（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。

２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］
お 申 込 書

会 社 名 ご 注 文 内 容
ﾆｭｰｽｶﾞｲﾄﾞNo，

CD-ROM版・Ｂ５製本版・一括購入
題 名

所 属 部 署

合計 ￥

担 当 者 名 E-mail

℡ （ ） FAx （ ）

住所 〒

※料金には別途送料・消費税がかかります。

http://www.itdc-patent.com


1 下水溝における蓋体のシール部材 有限会社大原ゴム工業所 41
側溝蓋曲面支持部並びに該側溝蓋曲
面支持部を成形する曲面支持溝成形
具及び．．．

平田　純一

2 下水溝における蓋体のシール部材 有限会社大原ゴム工業所 42 溝蓋 山下　三男

3 溝蓋用パッキング
株式会社中部コーポレー
ション

43 側溝用ブロック及び道路側溝 有限会社ウエスト

4 Ｕ形ブロック 長塩　吉之助 44 側溝 株式会社ダイクレ

5
側溝本体と蓋体との騒音緩衝材およ
び騒音緩衝構造

早川ゴム株式会社 45 コンクリート製側溝蓋 千代田技研工業株式会社

6 消音形側溝及び側溝用緩衝部材
揖斐川コンクリート工業株式
会社

46 溝蓋 株式会社フジキャスト

7 側溝用防音スペーサ 平田　純一 47 側溝及びその製造方法
富士コンクリート工業株式会
社

8 消音構造の溝蓋
スギヤマプラスチック株式会
社

48
側溝構造、これに用いられる側溝蓋及
び側溝躯体、それらの製造方法並び
にそのために用いられる型枠。

株式会社ウチコン

9 コンクリート製Ｕ字溝などの保護枠 不二グレート工業株式会社 49
側溝用本体ブロックと蓋ブロックの接合
装置

栃木県コンクリート製品協同
組合

10 側溝蓋の騒音防止構造 亀山　健 50 道路用側溝蓋のガタツキ防止装置 山村　和則

11 コンクリート側溝及び蓋の構造 出原　孝雄 51 側溝 株式会社ダイクレ

12 逆Ｕ形側溝 羽取　照夫 52 側溝用蓋 ヒルコ北海道株式会社

13 被包型側溝 平田　純一 53 Ｕ字溝ブロック及びその成形用型枠 有限会社ウエスト

14 Ｕ字溝 富国石油株式会社 54 蓋板を備えたコンクリートブロック 西川　外志三

15 Ｕ字溝ブロック連設用の溝蓋 株式会社フジキャスト 55
側溝蓋曲面支持スラブと既設側溝の
騒音防止処理方法

平田　純一

16 コンクリート側溝のフタ安定装置 丹羽　友道 56 コンクリート体の接合構造 渡辺　嗣彦

17 連結式騒音防止プラスチック溝蓋 岩城　昌生 57 消音ゴムを備えた側溝及び消音ゴム
三菱マテリアル建材株式会
社

18 側溝用無騒音ゴム及び側溝
富士コンクリート製品有限会
社

58 側溝の騒音防止構造 山本　康平

19 コンクリート側溝及び蓋の構造 出原　孝雄 59 防音用緩衝部材 株式会社ヤマウ

20 消音台座 株式会社ウチコン 60 雨水流入用蓋 日之出水道機器株式会社

21 側溝蓋支持構造 平田　純一 61 蓋板を備えたコンクリートブロック 有限会社ウエスト

22 側溝 株式会社淀川製鋼所 62 消音側溝ブロック 宇野　宏

23 溝蓋 株式会社フジキャスト 63 コンクリート製側溝 有限会社サムズ

24 溝蓋用消音材
スギヤマプラスチック株式会
社

64 騒音防止機構付側溝構造 藤村ヒューム管株式会社

25
側溝及びその側溝本体及びその側溝
蓋体

株式会社宝機材 65 側溝の防音構造 有限会社九州プラント工業

26 側溝及びその溝蓋 佐藤　由彦 66 溝ブロックへの溝蓋支持装置 株式会社淀川製鋼所

27 側溝等の被蓋装置 第一機材株式会社 67
側溝用本体ブロックと蓋ブロックの接合
装置

栃木県コンクリート製品協同
組合

28 溝蓋および溝蓋に用いる緩衝材
トキワコンクリート工業株式
会社

68 溝蓋の固定構造 石田鉄工株式会社

29 集水暗渠側溝 出原　孝雄 69 Ｕ型側溝用蓋 有限会社振興

30 側溝躯体、側溝蓋及び側溝構造 株式会社ウチコン 70 コンクリート製排水溝ブロック 株式会社ヤマックス

31 床版用緩衝防音パッキング装置 山陽化学株式会社 71 側溝用蓋部の異物侵入防止構造 影山　幸造

32 蓋付コンクリート側溝の騒音防止方法 有限会社ウオーク 72 溝蓋の固定構造 石田鉄工株式会社

33 蓋板を備えたコンクリートブロック 西川　外志三 73 側溝資材 株式会社高田製作所

34 側溝蓋及び側溝構造 株式会社ウチコン 74 側溝構造 株式会社金谷建設工業

35 側溝の騒音防止構造 山本　康平 75 蓋板を備えた側溝用ブロック 西川　外志三

36 安眠溝ふた 高倉　秀雄 76 溝蓋用おどり防止機能付き把手 東北岡島工業株式会社

37
蓋板付側溝における騒音防止兼跳ね
上げ防止方法およ　び装置

箭内　弘 77 側溝用蓋ブロック 末松　大吉

38
金属製格子蓋一体型コンクリート製横
断側溝

有限会社平田工業所 78 消音型の道路用側溝 山村　和則

39 ガタなしコンクリート蓋 河野　宏 79
コンクリート側溝における騒音防止機
構

株式会社ホクエツ

40 蓋板を備えたコンクリートブロック 西川　外志三 80 側溝蓋 古澤　克己

以下２３点省略

側溝用蓋の騒音防止構造
[公開編]　　平成９年～平成１４年（６年間）　　　１０３点

CD-ROM版　　　￥20,700    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥20,700

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥31,000　）


