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＊最新の特許情報が満載！

ルーフ・ドレインの構造と装置
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］平成１１年～平成１７年（７年間） ９５点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２９，９２５－ ￥２８，５００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２９，９２５－ ￥２８，５００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥４４，１００－ ￥４２，０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9903 公開特許 グレーチングの構造と装置 平.17 78点 ￥23,400
No,9772 〃 〃 平.16 78点 ￥23,400
No,9641 〃 〃 平.15 61点 ￥15,000
No,9442 〃 〃 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,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,8734(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・ドーレンの構造と装置 平.5-10 77点 ￥24,700
*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

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 低層住宅用バルコニー 北関工業株式会社 43 熱可塑性樹脂製床材 ロンシール工業株式会社

2 自在ドレインの取り付け構造 松下電工株式会社 44 ドレンカバー 株式会社アルテック

3 ドレン機構 五大産業株式会社 45 防水層の改修用ルーフドレイン カネソウ株式会社

4
ドレン本体に対するスリーブ状支持体
の固定構造

株式会社中部コーポレー
ション

46 コーナドレイン 神原　和行

5 排水時のオ－バ－フロ－防止用ドレン 我妻　良男 47 防水層の改修用ルーフドレイン カネソウ株式会社

6 自在ドレインの取り付け構造 松下電工株式会社 48 中継型ルーフドレイン 株式会社ニムラ

7 ドレイン本体の養生カバー カネソウ株式会社 49
中継用ドレイン装置における雨水飛散
防止装置

カネソウ株式会社

8
縦形ドレイン取付金具及び縦形ドレイ
ン

ロンシール工業株式会社 50 ル－フドレインの過流防止装置 カネソウ株式会社

9 排水用ドレンの取付構造 旭化成工業株式会社 51
打込型コーナードレインのドレイン受皿
保持装置

カネソウ株式会社

10 金属板葺屋根の構造 大和ハウス工業株式会社 52 防水用ドレインの設置構造 ロンシール工業株式会社

11 ドレイン本体の固定装置 カネソウ株式会社 53 ドレイン本体の固定装置 カネソウ株式会社

12
バルコニ－における排水構造と隔板の
取付構造

株式会社ツヅキ 54 ファンネル式雨水用ドレイン 第一機材株式会社

13 バルコニ－における手摺の取付構造 株式会社ツヅキ 55
コンクリート埋設型設備器材の固定方
法及びコンクリート埋設型設備器材の
固定装置

カネソウ株式会社

14
ルーフドレイン用仮設排水ホースの連
結装置

カネソウ株式会社 56 角型ドレンの施工用固定装置 伊藤鉄工株式会社

15 外囲体 日本ルーフ工業株式会社 57 住宅の陸屋根 積水ハウス株式会社

16 ドレイン本体の固定装置 カネソウ株式会社 58 ルーフドレイン本体の仮固定装置 カネソウ株式会社

17 自在ドレン 積水化学工業株式会社 59 軒天用ドレン継手 積水化学工業株式会社

18 ドレイン本体のアンカー装置 カネソウ株式会社 60
ドレンカバーおよびそれを用いたポリウ
レタン系塗膜防水工法

旭硝子ポリウレタン建材株
式会社

19 ルーフドレインにおける土砂回収装置 カネソウ株式会社 61 ドレン構造 ミサワホーム株式会社

20 雨樋取付け構造及び玄関ポーチ 積水化学工業株式会社 62
打込型縦引き排水用ルーフドレインの
ドレイン受皿保持装置

カネソウ株式会社

21 ドレーン 株式会社アルテック 63 中継用ドレン継手 積水化学工業株式会社

22 建物のドレンボックス ミサワホーム株式会社 64 無落雪型屋根用溜水予防装置 株式会社札東開発

23 シ―ト防水構造 弘進ゴム株式会社 65 ドレン排水溝材 タキロン株式会社

24 ルーフドレインの凍結防止装置 大成建設株式会社 66 自在ドレンカバー 松下電工株式会社

25 ドレイン用抜き型体保持装置 カネソウ株式会社 67 コーナードレイン カネソウ株式会社

26 ルーフドレン取付器具 大成建設株式会社 68 ドレン排水溝材 タキロン株式会社

27 ドレンストレーナ アーキヤマデ株式会社 69
屋上防水改修用ドレンおよび該ドレン
のための固定金具

株式会社山装

28 ドレン装置 第一機材株式会社 70 ドレン排水溝材 タキロン株式会社

29
デッキプレ―ト用のル―フドレン固定
装置

ダイドレ株式会社 71
打込型コーナードレインのドレイン受皿
保持装置

カネソウ株式会社

30 雨水用ドレイン 第一機材株式会社 72 縦引きドレイン 株式会社アルテック

31 ドレン 株式会社ピコイ 73 水平屋根構造 滝口　康生

32 ルーフドレン装置 五大産業株式会社 74
金属製中継用ストレーナーおよびそれ
を具えた排水構造

株式会社山装

33 伸縮目地の施工方法 大成建設株式会社 75 排水用ドレインの据付施工方法 第一機材株式会社

34 竪樋用ドレーンおよびその取付構造 旭化成工業株式会社 76
水平屋根構造および水平屋根構造工
法

滝口　康生

35 緑地用ドレン
株式会社中部コーポレー
ション

77 ファンネル式雨水用ドレイン 第一機材株式会社

36 ルーフドレン施工時の回り止め装置 ダイドレ株式会社 78 排水用ドレイン 第一機材株式会社

37 バルコニーの排水構造 ミサワホーム株式会社 79 ベランダ腰壁下部の防水構造 旭化成ホームズ株式会社

38
デッキプレート用のルーフドレン固定
装置

ダイドレ株式会社 80 縦引きドレイン 株式会社アルテック

39 建造物の仮設竪雨樋 前田建設工業株式会社 81 縦引きドレイン 株式会社アルテック

40
ルーフドレインにおける防塵筺体の固
定装置

カネソウ株式会社 82 縦引きドレイン 株式会社アルテック

41 屋外廊下床のドレイン排水溝の構造 株式会社タジマ 83 改修用スカート付き金属製ドレン 吉翔株式会社

42 中継ルーフドレン用のカバー 西武機材株式会社 以下１２点省略

ルーフ・ドレインの構造と装置 　　　No.9985

[公開編]　　平成11年～平成17年（7年間）　　　95点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥29,925    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥29,925　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥44,100　）


