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防雪フェンスの構造と施工法
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［公開編］平成５年～平成１４年（１０年間） ８６点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥１８，９００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥１８，９００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥２８，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内
No,9469 公開特許 防風フェンスの構造と施工法 平.5-14 86点 ￥18,900
No,9418 〃 防獣フェンスの構造と施工法 平.4-13 80点 ￥17,900
No,8727 〃 法面緑化用金網構造体 平.8-10 66点 ￥23,000
No,8726 〃 法枠用型枠の構造と施工法 平.8-10 68点 ￥23,300
No,8708 〃 落石防護柵の構造と装置 平.7-10 75点 ￥24,700
No,7837 〃 防護柵の構造と装置 平.2-6 90点 ￥26,300
No,8711 〃 蛇籠の構造と設置方法 平.7-10 72点 ￥23,600
No,7838 〃 〃 平.2-6 90点 ￥29,500
No,8276 〃 スポーツ用ネットの構造と張設構造 平.7-8 54点 ￥19,700
No,7839 〃 〃 平.5-6 68点 ￥27,400
No,7577 〃 〃 昭.62-平.4 90点 ￥28,400
No,9448 登録・公開 金網の製造加工方法 平.14 99点 ￥19,800
No,9260 〃 〃 平.13 90点 ￥18,000
No,9040 〃 〃 平.12 107点 ￥29,700
No,8964 公開特許 〃 平.11 70点 ￥27,300
No,8723 〃 〃 平.9-10 99点 ￥29,500
No,8100 〃 〃 平.7-8 92点 ￥27,800
No,7776 〃 〃 平.5-6 82点 ￥25,500
No,7506 〃 〃 平.3-4 80点 ￥23,800
No,8710 登録特許 〃 平.9-10 64点 ￥21,400
No,8101 公告特許 〃 平.7-8 84点 ￥26,700
*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
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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 雪崩防止柵 日鐵建材工業株式会社 40 メッシュフェンスの下部構造 積水樹脂株式会社

2 防雪柵における防雪体
三和シヤッター工業株式会
社

41 防風雪柵
株式会社アイジー技術研究
所

3 耐雪フェンス 日立電線株式会社 42 パネル一体型の防護柵 積水樹脂株式会社

4 防雪柵 安岡　英夫 43
忍び返し付き防風・防雪柵及びその折
畳・架設方法

東京製綱株式会社

5 防雪柵 東京製綱株式会社 44 積雪および落石用防護ネット ファツアー・アーゲー

6 雪崩予防柵の設置方法 小松化成株式会社 45 拭払式防雪柵 東京製綱株式会社

7 雪崩予防柵の設置方法 小松化成株式会社 46 防雪柵
立山アルミニウム工業株式
会社

8 雪崩予防柵の設置方法 小松化成株式会社 47 吹き止め防雪柵 日建フェンス工業株式会社

9 部分有孔防雪板吹き払い柵 村上　英穂 48 金網構造体 ワイケイケイ株式会社

10 防雪柵 日本機械工業株式会社 49 防護柵 日本環境施設株式会社

11 防雪柵装置
北陵ジーアールシー工業
株式会社

50
落石防止、雪崩予防柵及びポケット式
落石予防網

株式会社シビル

12 防風・防雪柵 東京製綱株式会社 51
スキー場のフェンス用ネット部材及び
その固定構造

タキロン株式会社

13 防雪柵材及び防雪柵 帝人化成株式会社 52 吹き溜め防雪柵 株式会社サンケンスチール

14 防風砂雪柵
株式会社日本パーツセン
ター

53 下部閉塞吹き払い防雪柵 村上　英穂

15 積雪地用落石防止柵のブラケット
日本鋼管ライトスチール株
式会社

54
スキー場のフェンス用ネット部材の固
定構造

タキロン株式会社

16
落石，土砂，流木，雪崩，雪圧等の防
止施設

東京製綱株式会社 55 防風雪柵 積水樹脂株式会社

17 防風雪柵の防風雪板支承構造
株式会社日本パーツセン
ター

56 巻き取り収納式フェンス 前田工繊株式会社

18 防風雪柵の防風雪板支承構造
株式会社日本パーツセン
ター

57 吹き払い式防雪柵 ナカダ産業株式会社

19 衝撃緩衝式ロックフエンス 東京製綱株式会社 58 防風，防砂，防雪等用柵 浦　宏至

20 防雪柵およびその防雪板の操作方法 東京製綱株式会社 59 防風雪用柵 有限会社イワキ鉄工

21 防風雪柵
立山アルミニウム工業株式
会社

60 格納可能な防雪防風フェンス 東北通信建設株式会社

22 雪崩等の防護柵 東京製綱株式会社 61 大型雪崩柵 佐々木　力

23 埋設型防風雪柵 株式会社北武研究所 62
害虫、花粉、雪除け防止ネット及び使
用方法

菊地　長助

24 防風雪柵
立山アルミニウム工業株式
会社

63
フェンス構造体及びそれに使用される
支柱とフェンス

株式会社小財スチール

25 防風雪柵
立山アルミニウム工業株式
会社

64 防風雪柵用支柱 帝人株式会社

26 フエンス用胴縁及びフエンス
朝日スチール工業株式会
社

65 防風防雪柵 日鐵建材工業株式会社

27
防風，防雪，防砂または防音等のため
の柵装置

浦　宏至 66 柵 帝金株式会社

28 防雪柵の折畳・架設装置 東京製綱株式会社 67 耐積雪フエンス
朝日スチール工業株式会
社

29
落石・落雪等防護施設の支柱吊りロー
プアンカー構造

東京製綱株式会社 68 立入防止柵 日本環境施設株式会社

30 吹払式防雪柵 信越ポリマー株式会社 69 折り畳み型防雪柵 今北　基文

31 落石・落雪等防護柵の支柱構造 東京製綱株式会社 70 耐雪フェンス 日立電線株式会社

32 落石・落雪等の防護柵 東京製綱株式会社 71
豪雪地向けのフェンスにおけるフェン
ス構造

サンロード技建株式会社

33
雪崩・落石防護柵施工方法および雪
崩・落石防護柵

日鐵建材工業株式会社 72 雪害防止部材 日立電線株式会社

34 投物防止フェンス付き防護柵 積水樹脂株式会社 73 雪害防止ネット 日立電線株式会社

35 防風雪柵の支柱設置方法 積水樹脂株式会社 74 吹払式防雪柵 日鐵建材工業株式会社

36 支柱および防雪フェンス 東北通信建設株式会社 75 太陽光発電装置付き防雪柵 積水樹脂株式会社

37 防風雪フェンス 株式会社三恩テクニカル 76 低コスト耐雪害防鹿柵 北原電牧株式会社

38
拭払式防雪柵の折畳・架設方法及び
折畳・架設装置

東京製綱株式会社 77 防雪柵 日鐵建材工業株式会社

39 可倒収納式防雪柵 株式会社太平洋製作所 以下９点省略

防雪フェンスの構造と施工法
[公開編]　　平成５年～平成１４年（１０年間）　　　８６点

CD-ROM版　　　￥18,900    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥18,900

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥28,000　）


