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1 金網製造装置 株式会社三葉製作所 36
ロック機構付き折畳式金網パネル及び
折畳式角形蛇篭

瀬戸内金網商工株式会社

2
落石等防護工のロープ張設工法と落
石等防護ネツト

東京製綱株式会社 37 有害動物の侵入防止装置
三井物産線材販売株式会
社

3 ふとん篭 前田工繊株式会社 38 ふとん籠構造体の緑化工法 小岩金網株式会社

4
未完の菱形金網における両先端の処
理装置

阿部金属鋼産株式会社 39 メッシュフレームおよびその製造方法 三億工業株式会社

5 護岸工法 小岩金網株式会社 40
簡易法枠形成用型枠及び法枠の形成
方法

小岩金網株式会社

6 波形鉄筋マットの製造装置 住友金属鉱山株式会社 41 連結金網 筑豊金網工業株式会社

7 覆網式落石防止工法 株式会社シビル 42
道路立入防止柵の改修工事用資材お
よび改修工法

株式会社エフディイー

8 のり枠施工方法と型枠 フリー工業株式会社 43 折り畳み蛇籠 瀬戸内金網商工株式会社

9 金網フェンスの付属装置 ワトソン、デイヴィッド 44
獣害防止柵の設置方法及び獣害防止
柵等の連結具

石原工業有限会社

10
緑化基礎工用ネット及びこのネットを用
いた緑化基礎工法

東興建設株式会社 45
折畳式角形蛇篭及び蛇篭包装体並び
に蛇篭の取り扱い方法

瀬戸内金網商工株式会社

11
鉄筋コンクリート建造物の貫通孔補強
具

昭和産業株式会社 46 多角筒形蛇篭 瀬戸内金網商工株式会社

12 布団篭及び施工法 筑豊金網販売株式会社 47 法枠用型枠の梱包体及び梱包方法 岡部株式会社

13
ロック機構付き折畳式金網パネル及び
折畳式角形蛇篭

瀬戸内金網商工株式会社 48 金網取付け用パッキング 日本鉄塔工業株式会社

14 金網付き植生ネット 日本植生株式会社 49 金網の接続構造 興国鋼線索株式会社

15
コンクリート吹付け片側ラス入り法枠工
法とその工法に使用する片側ラス折畳
み型鉄筋支持体

原総業株式会社 50 網籠 孔雀金網株式会社

16 衝撃緩衝式ロックフエンス 東京製綱株式会社 51
防獣フェンス用のフェンス体と防獣フェ
ンス

株式会社ラグ

17 角形蛇篭 瀬戸内金網商工株式会社 52
落下物防止フエンス及び落下物防止
柵

朝日スチール工業株式会
社

18 折り畳み蛇籠 瀬戸内金網商工株式会社 53
フトン籠構造および土留め擁壁および
フトン籠構造の組立方法

日鐵建材工業株式会社

19 法面土留め枠 株式会社大幸機動興業所 54 緑化フトン篭 富士金網製造株式会社

20 ポケット式落石防止網 株式会社シビル 55 鳥獣侵入防止用円筒付き金網 小倉　啓行

21
モルタル吹付け処理法面の植生植栽
工法

株式会社丹勝 56 フトン篭およびその連結構造 富士金網製造株式会社

22
のり面の吹付け枠工用の鉄筋ユニット
と、その設置方法

有限会社モアグリーン 57
フトン篭用線材およびフトン篭ならびに
このフトン篭を用いた潜堤の基礎構造

株式会社オーシーシー

23
丸太法枠コンクリ－ト吹付け法面緑化
工法

原総業株式会社 58 菱形金網の連結構造 富士金網製造株式会社

24 線材の鍍金方法 小岩金網株式会社 59 鉄線製メッシュカゴ 小岩金網株式会社

25 土木構築物用ユニット 環境工学株式会社 60 緑化工法及び緑化構造 富士見緑化株式会社

26 片撚線金網 甲斐　稔 61
フィルターエレメントのような線材製多
孔材及びその製造方法

日本金網商工株式会社

27
蛇籠用線材およびこの蛇籠用線材を
用いた蛇籠

株式会社オーシーシー 62
角形蛇篭及び角形蛇篭における上面
網の取付方法

瀬戸内金網商工株式会社

28 ストーンガード 瀬戸内金網商工株式会社 63 流体管路を備えた装置・機器類 日本金網商工株式会社

29
法面の地盤安定化工法と法面の地盤
安定化構造

秋蜂有限会社 64
屋上緑化の金網ブロックユニット化工
法並に金網ブロック

高野　良三

30 フエンス連結部材
朝日スチール工業株式会
社

65 ふるい金網及びふるい分け装置 関西金網株式会社

31 金網 小岩金網株式会社 66 金網型フレームアレスター 金子産業株式会社

32
金網と、金網製フィルターと、振動篩い
機

長澤金網工業株式会社 67 透明板を備えたフエンス
朝日スチール工業株式会
社

33
法面緑化工における野生動物からの
発芽食害防止方法

上毛緑産工業株式会社 68 フェンス構造体 株式会社小財スチール

34 角形蛇篭及びその包装方法 瀬戸内金網商工株式会社 69 布団篭及びこれを使用した擁壁 フリー工業株式会社

35
厚層基材吹付工法およびそれに使用
される吹付用マット

西日本金網工業株式会社 以下２２点省略

金網の製造加工方法　　　No.9647
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