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グレーチングの構造と装置
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］平成１５年（１年間） ６１点
(税込価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥１５，７５０－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥１５，７５０－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥２３，１００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9442 公開特許 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,7560 〃 〃 平.3-4 84点 ￥19,700
No,7069 〃 〃 平.1-2 92点 ￥20,700
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.58-62 104点 ￥28,100
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,8728 〃 溝蓋用受け枠の構造 平.5-10 75点 ￥24,300
No,8734(A) 〃 下水用グリース・トラップの構造 平.5-10 65点 ￥24,000
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,8670 公告・公開 マンホール蓋の構造と装置 平.10 134点 ￥36,000

*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 〒

※料金には別途送料がかかります。

http://www.itdc-patent.com


1 排水溝構造 株式会社伊田屋本店 44 溝蓋 神鋼建材工業株式会社

2 合成樹脂製グレーチング 三山工業株式会社 45 グレーチング 神鋼建材工業株式会社

3 有蓋排水溝 東洋鋼業株式会社 46 グレーチング及びその製造方法
株式会社中部コーポレー
ション

4 側溝蓋の消音緩衝材 丸谷　圭一 47 グレーチング 東北岡島工業株式会社

5 グレーチングとその作成方法及び鋼材 株式会社宝機材 48 グレーチング 株式会社ダイクレ

6
個別型グレーチング中間製品の製造
方法

株式会社根上工作所 49 防水グレーチング 株式会社エステック

7 側溝 株式会社フォーテック 50
連続傾床式立体駐車場と排水溝及び
その施工法

株式会社総合駐車場コン
サルタント

8 側溝蓋手掛の栓 野津運送株式会社 51 路面用排水流路製品 岡島工業株式会社

9
道路路面排水における汚染物質濾過
システム

吉竹　隆太郎 52
溝蓋、及び溝蓋と溝部構成部材との組
付け構造

株式会社一中

10 側溝蓋被覆板の取付構造 有限会社アオヤギ 53 グレーチング止め具及び溝付側溝 ヒロテツ工業株式会社

11 補強用建材 太陽工業株式会社 54 排水溝形成体 株式会社日本ピット

12
グレーチングの製造方法及び該製造
方法に用いる製造装置

カネソウ株式会社 55
排水溝への突片付き溝蓋の取付け構
造

岡島工業株式会社

13
溝蓋の受構造とこれに使用するグレー
チング溝蓋

株式会社中部コーポレー
ション

56
グレーチングと、グレーチングの溝体
への敷設方法

株式会社ニムラ

14
使用済ＰＥＴ製品による側溝蓋の成形
方法

鷲見　隆 57 充填製蓋 清水　智子

15 合成桁構造 株式会社神戸製鋼所 58 集水マス用網付き蓋 真野工業株式会社

16 下水路ごみ取り籠 上戸　和樹 59 集水マス蓋の穴用網部品 真野工業株式会社

17 連結側溝用蓋 カワノ工業株式会社 60 競技場の縁石付き側溝 奥アンツーカ株式会社

18
透水性グレーチングおよびその製造方
法

ニッセキハウス西製造株式
会社

61 カゴを有するグレーチング
揖斐川コンクリート工業株式
会社

19 側溝用グレーチング蓋 株式会社淀川製鋼所

20 成形体及びその製造方法 浅井　徹

21
構造部材の鉄筋連結金具と、その連
結方法

株式会社ダイクレ

22 三点支持式の溝蓋 株式会社フジキャスト

23
浴室洗場床のバリアフリーにともなう床
あげ工法

古賀　正徳

24 コンクリート製側溝ブロック 岡島工業株式会社

25 側溝蓋の着脱具 松沢　庄次

26 受圧構造物 株式会社ダイクレ

27 溝蓋用構造材の製造方法 王子製鉄株式会社

28 門型側溝用受枠 岡島工業株式会社

29 グレーチング 株式会社ダイケン

30 溝蓋開閉用の取手 株式会社ダイクレ

31 熱間圧延山形鋼およびその製造方法 東洋鋼業株式会社

32
グレーチング排水枡断熱防臭装置お
よび方法

宮本　忠

33 グレーチングの取手とグレーチング 株式会社宝機材

34
グレーチング上に積層されるマット及
びその製造方法

愛知タイヤ工業株式会社

35 グレーチング
株式会社中部コーポレー
ション

36 街渠桝 株式会社イトーヨーギョー

37 有軌道台車システム 村田機械株式会社

38 側溝蓋 桑原　利幸

39
グレーチングにおけるメインバーの連
結構造

カネソウ株式会社

40 木製グレーチング 有限会社赤松製材所

41 ケーブル配線用床材 積水ハウス株式会社

42 排水口構造 株式会社ダイケン

43 受圧構造物の固定方法 株式会社ダイクレ 以上６１点収録

グレーチングの構造と装置 　　　No.9641

[公開編]　　平成１５年（１年間）　　　６１点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥15,750    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥15,750　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥23,100　）


