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No,8419 公開特許 路面凍結防止・融雪剤の組成 平.6-9 63点 ￥25,300
No,9670 〃 食塩の製造方法と加工食塩 平.14-15 71点 ￥16,400
No,9282 〃 〃 平.12-13 61点 ￥14,000
No,8805 〃 〃 平.10-11 63点 ￥24,500
No.8319 〃 〃 平.8-9 64点 ￥24,700
No.7964 〃 〃 平.6-7 44点 ￥19,700
No.7613 〃 〃 平.3-5 62点 ￥24,800
No.7016 〃 〃 昭.63-平.2 54点 ￥20,000
No,6420 〃 〃 昭.58-62 81点 ￥25,500
No,5150 〃 〃 昭.48-57 62点 ￥23,700
No,9689 〃 抗菌性ゼオライトの製造加工方法 平.6-15 98点 ￥21,000
No,9657 〃 人工ゼオライトの製造加工方法 平.13-15 99点 ￥21,000
No,9452 〃 石炭灰の再利用方法 平.10-14 99点 ￥20,000
No,9504 〃 重油灰の再利用方法 平.5-14 89点 ￥19,400
No.9230 〃 ゴミ焼却灰処理剤の組成 平.8-12 72点 ￥25,400
No.8528 〃 重金属処理剤の組成 平.7-9 66点 ￥27,400
No.8806 〃 石灰系排ガス処理剤と処理方法 平.5-11 98点 ￥40,000
No.9078 〃 石灰系ヘドロ処理剤と処理方法 平.9-12 64点 ￥25,300
No.9313 〃 石灰系土壌安定剤の組成 平.11-13 68点 ￥17,000
No.9314 〃 防塵剤の組成と製造加工方法 平.9-13 63点 ￥15,800
No.8246 〃 〃 平.5-8 60点 ￥23,400
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1 散布材の散布装置 株式会社中山道路建設 37 砂散布機 株式会社三協メカニック

2 搭載型散布機 スター農機株式会社 38 凍結防止剤散布装置 株式会社加藤土建

3 液体散布車の液体散布装置 新明和工業株式会社 39 散布方法及び散布車 石井　鉄次

4 液体散布車の液体散布装置 新明和工業株式会社 40 凍結防止剤濃度検出器 株式会社電制

5 液体散布車の油圧ポンプ制御装置 新明和工業株式会社 41
凍結防止剤散布方法およびその散布
車

建設省北陸地方建設局長

6 液体散布車の油圧ポンプ制御装置 新明和工業株式会社 42 凍結防止剤散布装置 株式会社前田製作所

7 搭載式散布装置 東洋運搬機株式会社 43 散布剤ホッパー
株式会社日本除雪機製作
所

8
路面凍結防止剤および融雪剤の散布
装置

大成ロテック株式会社 44 凍結路面滑り止め剤散布装置 鉱友産業有限会社

9 液体散布車の液体散布装置 新明和工業株式会社 45 散布機 第一技建株式会社

10 車載散布装置 東洋運搬機株式会社 46
凍結防止剤散布車における凍結防止
剤と溶液との混合装置

範多機械株式会社

11 凍結防止剤散布車 産電工業株式会社 47
路面の凍結防止方法および路面情報
移動収集システム並びに路面凍結防
止装置

社団法人　雪センター

12 雪上作業車及び融雪剤散布機 本田技研工業株式会社 48
凍結防止剤散布車の自動散布システ
ム

建設省東北地方建設局長

13 凍結路面用滑り止め材散布車 株式会社石田土建 49 粉粒体の散布装置および散布方法 萬代機械株式会社

14
凍結防止剤散布車のホッパーカバー
開閉装置

範多機械株式会社 50 轍部散布装置
北海道開発庁北海道開発
局建設機械工作所長

15 散布機 株式会社市川工務店 51 溶液散布装置 大成ロテック株式会社

16 凍結防止剤散布装置 株式会社前田製作所 52 散布装置付建設機械 古河機械金属株式会社

17 散布機 株式会社市川工務店 53
路面塩分濃度測定方法および路面塩
分濃度測定装置

建設省東北地方建設局長

18 凍結防止剤自動供給装置 株式会社電制 54 自動凍結防止剤散布機 金山　宏見

19
凍結防止剤散布方法およびその散布
車

範多機械株式会社 55 凍結防止剤の散布方法 建設省北陸地方建設局長

20

路面凍結防止液吐出ノズル、埋設型ノ
ズル配列管、路面凍結防止液吐出装
置および路面凍結防止液吐出ノズル
の設置工法

中島金属工業株式会社 56 標識車搭載用ＬＥＤ表示装置 環境開発工業株式会社

21 車載型路面散布材散布装置
北海道開発庁北海道開発
局建設機械工作所長

57 手押し式散布装置 範多機械株式会社

22 凍結防止剤散布装置
株式会社日本除雪機製作
所

58 凍結防止剤の散布装置 ソリトン・コム株式会社

23
路面凍結防止装置及びこれに用いら
れる稼働記録管理方法

矢崎総業株式会社 59 液状凍結防止剤供給装置 北海道日本油脂株式会社

24
トラックによる路面への凍結防止剤溶
解散布方法及びその装置

有限会社日本パーク 60 路面処理用車両の支援システム 社団法人　雪センター

25 凍結、氷結面の車両スリップ防止装置 有限会社コウメイ企画 61 凍結防止剤散布装置 ソリトン・コム株式会社

26 凍結防止剤散布装置 株式会社前田製作所 62 液状凍結防止剤供給ノズル 北海道日本油脂株式会社

27
道路面凍結防止剤散布量計測システ
ム

日立電線株式会社 63 凍結防止剤の散布装置 株式会社新潟鉄工所

28
凍結防止剤の散布方法及び凍結防止
剤の散布システム

松下電工株式会社 64 標識灯除雪装置及び標識灯除雪車
株式会社日本除雪機製作
所

29 散布装置 日本鉱機株式会社 65 凍結防止剤散布方法 株式会社前田製作所

30 凍結防止剤供給装置 北海道日本油脂株式会社 66 防滑材の散布装置 ソリトン・コム株式会社

31 湿式散布装置 東洋運搬機株式会社 67
路面に凍結防止液を吐出する路面凍
結防止法

中島金属工業株式会社

32 軸荷重調整式散布装置
北海道開発庁北海道開発
局建設機械工作所長

68
路面温度または路面状態の予測方法
およびその装置

名古屋電機工業株式会社

33 凍結防止剤散布装置 中島金属工業株式会社 69 定点固定式の防氷剤散布装置 ソリトン・コム株式会社

34
散布ノズル及びこれを用いた路面凍結
防止溶液の散布システム

株式会社石黒鋳物製作所 70 湿式散布装置 ティー・シー・エム株式会社

35
路面の凍結防止及び氷雪融解システ
ム

株式会社パティネ商会 71 凍結防止剤の貯蔵設備 範多機械株式会社

36 凍結防止剤散布車における給水装置 範多機械株式会社 72 凍結防止剤の湿式散布装置 株式会社新潟鉄工所

以下２８点収録

凍結防止剤の散布装置　　　No.9878
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