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［公開編］平成１０年～平成１４年（５年間） ７１点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥１７，７００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥１７，７００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥２６，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内
No,8549 公開特許 自由勾配溝と敷設方法 平.5-9 63点 ￥23,400
No,9533 〃 透水性溝蓋の構造と製造方法 平.9-14 97点 ￥19,700
No.8124 〃 〃 平.4-8 65点 ￥20,400
No.9534 〃 側溝用蓋の騒音防止構造 平.9-14 103点 ￥20,700
No.8123 〃 〃 平.4-8 65点 ￥22,400
No,8837(A) 〃 雨水地下浸透側溝の構造 平.10-11 64点 ￥23,300
No,8548(A) 〃 〃 平.8-9 52点 ￥20,000
No,7969(A) 〃 〃 平.6-7 48点 ￥19,700
No,8837(B) 〃 融雪・流雪用側溝の構造 平.10-11 34点 ￥11,900
No,8548(B) 〃 〃 平.8-9 32点 ￥11,700
No,7969(B) 〃 〃 平.6-7 34点 ￥13,500
No,8907 〃 コンクリート製品の洗い出し方法と部材 平.5-11 70点 ￥25,600
No.8908 〃 コンクリート製品の着色加工方法 平.5-11 109点 ￥33,500
No.8728 〃 溝蓋用受け枠の構造 平.5-10 75点 ￥24,300
No.8765 〃 生態系保護護岸用ブロック 平.9-10 84点 ￥29,700
No.8138(B) 〃 〃 平.7-8 68点 ￥26,000
No. 〃 (A) 〃 〃 平.5-6 48点 ￥18,000
No.8888 〃 ポーラス・コンクリートの製造加工方法 平.7-11 97点 ￥31,000
No.8112(A) 〃 擬岩パネルの製造加工方法 平.7-8 71点 ￥27,400
No. 〃 (B) 〃 擬岩ブロックの製造加工方法 〃 67点 ￥26,600
No.8125 〃 緑化用コンクリートブロックの製造加工方法 平.6-8 103点 ￥33,300
*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）
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1
門型側溝の施工法及びそれに用いる
高さ調整金具

増田　広利 36 蓋板を備えたコンクリートブロック 有限会社ウエスト

2
コンクリート側溝形成用部材およびコン
クリート側溝の構成方法

株式会社ホクエツ 37 騒音防止機構付側溝構造 藤村ヒューム管株式会社

3
流量抑制型側溝ブロックおよび流量抑
制型側溝水路

株式会社ホクエツ 38 側溝用ブロック 株式会社オーイケ

4
底部開放型の逆Ｕ字型側溝の側溝底
部形成板及び底部開放型の逆Ｕ字型
側溝の施工法

有限会社平田工業所 39 自由勾配側溝用ブロック 末松　大吉

5 可変側溝及びその敷設方法 クリモトコンクリート株式会社 40 水路構築方法 三谷セキサン株式会社

6 側溝の継目止水構造 西川ゴム工業株式会社 41 側溝形成ブロック体 三谷セキサン株式会社

7
自由勾配側溝を使用する排水溝の基
礎構造並びに自由勾配側溝を使用す
る排水溝形成用台板

藤林コンクリート工業株式会
社

42 側溝および側溝用ブロック 株式会社オーイケ

8 水路ブロック製造用型枠 株式会社カイエーテクノ 43 側溝 株式会社オーイケ

9 側溝土留用基礎ブロック 中里産業株式会社 44 Ｕ字状側溝の型枠装置 株式会社フォーテック

10 コンクリート製Ｕ形溝ブロック 新穂　卓弥 45 自由勾配側溝用吊具 松阪興産株式会社

11
可変勾配型側溝の蓋体及びそれを用
いた可変勾配型側溝の形成方法

株式会社クレスコ 46
人の歩行に配慮したコンクリート側溝
構築物および該コンクリート側溝構築
物を構成する側溝蓋の簡易脱着装置

株式会社ホクエツ

12 側溝
荒井コンクリート工業株式会
社

47 段差付きＵ字溝及び水路の構築方法 前田製管株式会社

13
Ｕ字溝、それを用いた排水路の施工方
法、及びＵ字溝受体

山口　雅樹 48 側溝構造 株式会社ウチコン

14
曲線施工用勾配自在擁壁兼水路ブ
ロック

株式会社カイエーテクノ 49 自由勾配側溝構築工法 羽取　照夫

15 側溝構築用中型枠及び側溝構築方法 西野　　亨 50 側溝用蓋ブロック 末松　大吉

16 側溝ブロック用鉄筋枠 堀　洋次 51 Ｕ形自由勾配暗渠側溝 羽取　照夫

17 側溝ブロック用鉄筋枠 堀　洋次 52 自由勾配側溝用ブロック 末松　大吉

18
側溝構造及び側溝構築用ブロックセッ
ト

株式会社ウチコン 53
側溝蓋ブロック及びこの側溝蓋ブロック
用インサート

末松　大吉

19 勾配溝ブロック用成形型枠
丸高コンクリート工業株式会
社

54 側溝の型枠装置 株式会社フォーテック

20 排水性舗装用暗渠ブロック 株式会社カイエーテクノ 55 側溝ブロック 出原　孝雄

21
勾配水路面を有する単位管渠型側溝
体の製造方法およびその製造装置、
勾配水路面を有する．．．

館山コンクリート株式会社 56 コンクリート製側溝 麻生商事株式会社

22 側溝ブロック用鉄筋枠 末松　大吉 57 排水路付き舗装路 ゴトウコンクリート株式会社

23 側溝ブロック製造用型枠 株式会社カイエーテクノ 58 自由勾配型函渠側溝 株式会社ホクエツ

24 側溝ブロック用鉄筋枠 末松　大吉 59 排水性舗装路面用側溝
小倉セメント製品工業株式
会社

25 側溝用ブロック及び道路側溝 有限会社ウエスト 60
土地境界の施工方法および側溝用ブ
ロック

株式会社オーイケ

26 側溝及びその製造方法
富士コンクリート工業株式会
社

61
勾配自在側溝ブロック単位体とそれを
使用した勾配自在側溝構造体

株式会社カイエーテクノ

27 勾配可変型の側溝ブロック 株式会社ヤマックス 62 暗渠側溝及び暗渠ブロック 三町　令子

28 自由勾配側溝底部形成工法 羽取　照夫 63
コンクリート側溝の拡開孔成型部材、
及び拡開孔部を有するコンクリート側
溝の成型型枠、並びに．．．

小倉セメント製品工業株式
会社

29
円形水路を有するプレキャスト側溝用
ブロック

ケイコン株式会社 64 排水路用の側溝 株式会社サンユウクリエイト

30 Ｕ字側溝ブロック用鉄筋枠 末松　大吉 65
排水性舗装用側溝ブロック及び路面
構造

株式会社ミルコン

31 側溝ブロック用鉄筋枠 末松　大吉 66
水路ブロックとそれを使用した排水性
舗装の排水設備

茨城県コンクリート製品協同
組合

32
壁体ユニット、補助底板ユニットおよび
壁の施工方法

株式会社オーイケ 67 集水機能を付加した側溝蓋版 株式会社ホクエツ

33 Ｕ字溝ブロック及びその成形用型枠 有限会社ウエスト 68 横断勾配対応ブロック ランデス株式会社

34 側溝、側溝用ブロックおよび蓋 株式会社オーイケ 69 コンクリート製側溝蓋及び側溝 株式会社パリティジパング

35 側溝ブロック
有限会社バイルートスタジ
オ 以下２点省略

自由勾配側溝と敷設方法
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