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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｈ形鋼などの形鋼のフランジ部に締付機構を介して吊り金具を取付固定した際の、この
吊り金具の形鋼への取付状態を補強する吊り金具取付用補助具であって、前記吊り金具の
背側端部に当接可能な金具当接部を有する金具側固定体と、吊り金具が取付固定された前
記形鋼のフランジ部の反対側に位置するフランジ部若しくは垂直面部に掛止可能な掛止部
を有する形鋼側固定体と、一端を前記金具側固定体に連結し他端を前記形鋼側固定体に連
結する棒状連結体とから成り、前記金具側固定体は、前記金具当接部の側部に、前記棒状
連結体の一端を連結可能な連結部を突設した構成として、この金具側固定体の金具当接部
を前記吊り金具の背側端部に当接した際に、吊り金具の側方に配した前記棒状連結体の一
端を前記連結部に連結し得るように設けたことを特徴とする吊り金具取付用補助具。
【請求項２】
　前記連結部は、前記金具側固定体の金具当接部の側部に、前記棒状連結体の一端を挿通
連結可能な挿通孔を設けて構成したことを特徴とする請求項１記載の吊り金具取付用補助
具。
【請求項３】
　前記棒状連結体は、少なくとも一端に螺子部を有する構成とし、この螺子部を前記挿通
孔に挿通した際に、この螺子部に螺着することで棒状連結体の一端を前記金具側固定体よ
り抜け止め状態とし得るナットを備えたことを特徴とする請求項２記載の吊り金具取付用
補助具。
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【請求項４】
　前記金具側固定体は、前記金具当接部の側部に、前記吊り金具の一側面に沿設若しくは
当接する一側挟持部を設け、この一側挟持部の反対側に位置する金具当接部の側部に、前
記連結部を突設すると共に、この連結部に前記吊り金具の他側面に沿設若しくは当接する
他側挟持部を設けたことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の吊り金具取付
用補助具。
【請求項５】
　前記金具側固定体は、板材をコ字状に屈曲形成すると共に、このコ字状板材の両端の突
出板部の一方を他方より長く突出する形状に形成して、この一方の突出板部の突出先端側
部を前記金具当接部とし、この金具当接部の側方に位置する一方の突出板部の基端側部と
他方の突出板部とに、前記棒状連結体の一端を挿通連結可能な挿通孔を設けて前記連結部
を構成したことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の吊り金具取付用補助具
。
【請求項６】
　前記金具側固定体の一方の突出板部の先端部を直角に折曲してこの直角折曲部を前記吊
り金具の一側面に沿設若しくは当接する一側挟持部とし、金具側固定体の他方の突出板部
の先端部を、吊り金具の他側面に沿設若しくは当接する他側挟持部としたことを特徴とす
る請求項５記載の吊り金具取付用補助具。
【請求項７】
　前記金具側固定体に、前記形鋼のフランジ部に当接するフランジ当接部を設けると共に
、このフランジ当接部は、形鋼のフランジ部に取付固定した前記吊り金具の背側端部に前
記金具当接部が当接した状態でフランジ部に当接し得るように構成したことを特徴とする
請求項１～６のいずれか１項に記載の吊り金具取付用補助具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建築用の吊りボルトを吊り下げるための吊り金具の、形鋼への取付状態を補
強する吊り金具取付用補助具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　建築用の吊りボルト17を吊り下げるための吊り金具４は、例えば、下記特許文献１や図
４～図６に示すように、金具本体18の前側の中ほどにＨ形鋼１Ａなどの形鋼１のフランジ
部２を挿入配設し得る挿入配設部19が設けられ、この挿入配設部19の下側に、この挿入配
設部19に挿入配設したフランジ部２を支承する支承部20が設けられ、この支承部20に支承
されたフランジ部２を締付圧接固定する締付機構３としての締付ボルト３が金具本体18の
上部に縦設状態に螺着されていて、金具本体18の上部より突出するこの締付ボルト３のボ
ルト頭部３Ａを回動締付操作すると、締付ボルト３のボルト先端が前記挿入配設部19に進
出してこの挿入配設部19で前記支承部20に支承された形鋼１のフランジ部２を締付圧接固
定するように構成されている。
【０００３】
　また、金具本体18の下部には、取付孔21が形成されていてこの取付孔21に吊りボルト17
を垂設状態に取付できるように構成されているが、金具本体18の上部にも取付孔21が形成
されていて、金具本体18（吊り金具４）を上下逆向きにして形鋼１に取付固定しても吊り
ボルト17を垂設できるように構成されている。
【０００４】
　ところで、このような吊り金具４は、形鋼１の水平フランジ部２を横方向から挿入配設
部19に挿入して締付固定する構成上、横方向に荷重が作用した場合に脱落し易い懸念があ
る。
【０００５】
　そこで、下記特許文献２のような補助金具を併用して吊り金具４の形鋼１の水平フラン
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ジ部２への固定強度を補強することが行われている。
【０００６】
　この特許文献２を簡単に説明すると、形鋼の相対峙するフランジ部の他方に引っ掛かる
掛止板と、該掛止板に設けられている透孔に一端が挿通すると共に他端が吊り金具内を貫
通して該吊り金具後端から突出する螺子棒と、該螺子棒の一端に螺合して前記掛止板を背
面から位置固定するナットと、前記吊り金具の後端に当接すると共に前記螺子棒の他端が
挿通される固定板と、前記螺子棒の他端に螺合して前記固定板を位置固定するナットとを
有した構成とされていて、螺子棒の一端と他端に螺合したナットのいずれか一方又は両方
を緊締することで、掛止板がフランジ部の他方に圧接すると共に固定板が吊り金具の後端
に圧接し、これにより吊り金具がフランジ部の一方に強固に圧接されて吊り金具の取付固
定が補強されることになる構成である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平９－４１５４３号公報
【特許文献２】登録実用新案第３１２１５８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　例えば、吊り金具４を取付する形鋼１が作業者の目線より高い位置にあって金具本体18
の上側で締付ボルト３の締付操作がしにくいような状況では、金具本体18を上下逆向きに
して（締付ボルト３のボルト頭部３Ａが金具本体18の下側に突出するようにして）形鋼１
のフランジ部２に取付固定するケースも少なくないが、この場合には上記特許文献２のよ
うな補強金具を併用することができなくなってしまう。
【０００９】
　即ち、補強金具の螺子棒は、形鋼１の下側（フランジ部２の下側）にしか配することが
できないから、吊り金具４の挿入配設部19より下方位置に螺子棒を貫通させることになる
が、吊り金具４を上下逆向きにしてしまうと、この螺子棒を貫通させるべき位置に締付ボ
ルト３が存在してしまうために、締付ボルト３が邪魔で螺子棒を吊り金具４に貫通させる
ことができず、補強金具の取付が不可能となってしまう。
【００１０】
　本発明は、このような従来の補強金具の問題点を見い出し、これを解決しようとするも
ので、上下逆向きにして使用した吊り金具とも併用可能な吊り金具取付用補助具を提供す
ることが技術的課題である。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　添付図面を参照して本発明の要旨を説明する。
【００１２】
　Ｈ形鋼１Ａなどの形鋼１のフランジ部２に締付機構３を介して吊り金具４を取付固定し
た際の、この吊り金具４の形鋼１への取付状態を補強する吊り金具取付用補助具であって
、前記吊り金具４の背側端部４Ａに当接可能な金具当接部６を有する金具側固定体５と、
吊り金具４が取付固定された前記形鋼１のフランジ部２の反対側に位置するフランジ部２
若しくは垂直面部に掛止可能な掛止部８を有する形鋼側固定体７と、一端を前記金具側固
定体５に連結し他端を前記形鋼側固定体７に連結する棒状連結体９とから成り、前記金具
側固定体５は、前記金具当接部６の側部に、前記棒状連結体９の一端を連結可能な連結部
10を突設した構成として、この金具側固定体５の金具当接部６を前記吊り金具４の背側端
部４Ａに当接した際に、吊り金具４の側方に配した前記棒状連結体９の一端を前記連結部
10に連結し得るように設けたことを特徴とする吊り金具取付用補助具に係るものである。
【００１３】
　また、前記連結部10は、前記金具側固定体５の金具当接部６の側部に、前記棒状連結体
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９の一端を挿通連結可能な挿通孔10Ａを設けて構成したことを特徴とする請求項１記載の
吊り金具取付用補助具に係るものである。
【００１４】
　また、前記棒状連結体９は、少なくとも一端に螺子部11を有する構成とし、この螺子部
11を前記挿通孔10Ａに挿通した際に、この螺子部11に螺着することで棒状連結体９の一端
を前記金具側固定体５より抜け止め状態とし得るナット12を備えたことを特徴とする請求
項２記載の吊り金具取付用補助具に係るものである。
【００１５】
　また、前記金具側固定体５は、前記金具当接部６の側部に、前記吊り金具４の一側面に
沿設若しくは当接する一側挟持部13を設け、この一側挟持部13の反対側に位置する金具当
接部６の側部に、前記連結部10を突設すると共に、この連結部10に前記吊り金具４の他側
面に沿設若しくは当接する他側挟持部14を設けたことを特徴とする請求項１～３のいずれ
か１項に記載の吊り金具取付用補助具に係るものである。
【００１６】
　また、前記金具側固定体５は、板材15をコ字状に屈曲形成すると共に、このコ字状板材
15の両端の突出板部の一方を他方より長く突出する形状に形成して、この一方の突出板部
の突出先端側部を前記金具当接部６とし、この金具当接部６の側方に位置する一方の突出
板部の基端側部と他方の突出板部とに、前記棒状連結体９の一端を挿通連結可能な挿通孔
10Ａを設けて前記連結部10を構成したことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記
載の吊り金具取付用補助具に係るものである。
【００１７】
　また、前記金具側固定体５の一方の突出板部の先端部を直角に折曲してこの直角折曲部
を前記吊り金具４の一側面に沿設若しくは当接する一側挟持部13とし、金具側固定体５の
他方の突出板部の先端部を、吊り金具４の他側面に沿設若しくは当接する他側挟持部14と
したことを特徴とする請求項５記載の吊り金具取付用補助具に係るものである。
【００１８】
　また、前記金具側固定体５に、前記形鋼１のフランジ部２に当接するフランジ当接部16
を設けると共に、このフランジ当接部16は、形鋼１のフランジ部２に取付固定した前記吊
り金具４の背側端部４Ａに前記金具当接部６が当接した状態でフランジ部２に当接し得る
ように構成したことを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の吊り金具取付用補
助具に係るものである。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明は上述のように構成したから、吊り金具のフランジ部への取付固定状態を確固に
補強することができ、しかも、棒状連結体を吊り金具に貫通することなく、吊り金具の側
方に配設して金具側固定体に連結するので、上下逆向きにして形鋼に取付した吊り金具と
も問題なく併用することができる極めて実用性に優れた画期的な吊り金具取付用補助具と
なる。
【００２０】
　また、請求項２記載の発明においては、吊り金具の側方に配した棒状連結体を確実に連
結可能な連結部を簡易に設計実現可能となる一層実用性に優れた構成の吊り金具取付用補
助具となる。
【００２１】
　また、請求項３記載の発明においては、棒状連結体の連結部への連結構造を簡易に設計
実現可能となる一層実用性に優れた構成の吊り金具取付用補助具となる。
【００２２】
　また、請求項４記載の発明においては、金具側固定体を吊り金具の背側端部に当接した
際に、金具側固定体の一側挟持部と他側挟持部とが吊り金具の両側面に沿設若しくは当接
して金具側固定体の動きが規制されるので、この金具側固定体の吊り金具背側端部への仮
止め作業が容易に行われると共に、金具側固定体の吊り金具背側端部への固定状態も確固
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となって補強性能が一層向上することになる優れた吊り金具取付用補助具となる。
【００２３】
　また、請求項５記載の発明においては、前記作用・効果を確実に発揮する金具側固定体
を簡易構成にして容易に設計実現可能となる一層実用性に優れた構成の吊り金具取付用補
助具となる。
【００２４】
　また、請求項６記載の発明においては、一側挟持部と他側挟持部を備えた金具側固定体
を簡易に設計実現可能となる一層実用性に優れた構成の吊り金具取付用補助具となる。
【００２５】
　また、請求項７記載の発明においては、吊り金具に固定した金具側固定体が形鋼に対し
ても固定されるので、吊り金具に対し金具側固定体が一層安定的に固定されて吊り金具の
形鋼への取付固定強度が一層強固に補強されることになる極めて実用性に優れた吊り金具
取付用補助具となる
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本実施例を示す斜視図である。
【図２】本実施例を示す別角度からの斜視図である。
【図３】本実施例を示す拡大正断面図である。
【図４】本実施例の金具側固定体を吊り金具の背側端部に当接した状態を示す斜視図であ
る。
【図５】本実施例の金具側固定体を吊り金具の背側端部に当接した状態を示す別角度から
の斜視図である。
【図６】本実施例の使用状態を示す拡大説明正面図である。
【図７】本実施例の使用状態を示す拡大説明平面図である。
【図８】本実施例の使用状態を示す拡大説明側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　好適と考える本発明の実施形態を、図面に基づいて本発明の作用を示して簡単に説明す
る。
【００２８】
　例えば、Ｈ形鋼１Ａなどの形鋼１のフランジ部２に締付機構３を介して取付固定された
吊り金具４の背側端部４Ａに、金具側固定体５の金具当接部６を当接し、この金具側固定
体５の連結部10に棒状連結体９の一端を連結し、この棒状連結体９の他端に形鋼側固定体
７を連結し、この形鋼側固定体７の掛止部８を、吊り金具４が取付固定された前記形鋼１
のフランジ部２の反対側に位置するフランジ部２若しくは垂直面部に掛止する。
【００２９】
　すると、吊り金具４は、金具側固定体５（の金具当接部６）によってフランジ部２に押
し付けられた状態となり、この吊り金具４がフランジ部２から離れるように外方へ移動し
ようとしても（吊り金具４の背側端部４Ａが金具当接部６を外方へ押圧しても）、棒状連
結体９を介して連結している形鋼側固定体７の掛止部８が形鋼１の反対側のフランジ部２
若しくは垂直面部に掛止られていることによって金具側固定体５の外方への移動が阻止さ
れるので、吊り金具４がフランジ部２から離れて脱落することは阻止されて、フランジ部
２（形鋼１）への取付固定状態が強固に保持されることになる。
【００３０】
　また、この際棒状連結体９は、その一端が吊り金具４を貫通せずに金具側固定体５の金
具当接部６の側部に突設した連結部10に連結して、吊り金具４の側方に配設することにな
る。
【００３１】
　従って、本発明によれば、吊り金具４を上下逆向きとし締付機構３（締付ボルト３）が
吊り金具４の下側に突出するようにしてフランジ部２に取付固定した場合でも、締付機構
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３を邪魔にせずに棒状連結体９を吊り金具４の側方に配して金具側固定体５に連結するこ
とができるので、この上下逆向きとした吊り金具４とも何ら支障なく併用して吊り金具４
の形鋼１への取付固定状態を補強でき、また、同様にして、もともと締付機構２の締付ボ
ルト３が挿入配設部19の下方に設けられるタイプの吊り金具４とも併用することが可能で
ある。
【００３２】
　尚、本吊り金具取付用補助具の取付手順は、上記に限らず順不同である。
【実施例】
【００３３】
　本発明の具体的な実施例について図面に基づいて説明する。
【００３４】
　本実施例は、Ｈ形鋼１Ａなどの形鋼１のフランジ部２に締付機構３を介して吊り金具４
を取付固定した際の、この吊り金具４の形鋼１への取付状態を補強する吊り金具取付用補
助具であって、前記吊り金具４の背側端部４Ａに当接可能な金具当接部６を有する金具側
固定体５と、吊り金具４が取付固定された前記形鋼１のフランジ部２の反対側に位置する
フランジ部２若しくは垂直面部に掛止可能な掛止部８を有する形鋼側固定体７と、一端を
前記金具側固定体５に連結し他端を前記形鋼側固定体７に連結する棒状連結体９とから成
る構成としている。
【００３５】
　また、図面の形鋼１は、Ｈ形鋼１Ａを示しており、本実施例は、Ｈ形鋼１Ａへの取付に
適した吊り金具取付用補助具に構成している。
【００３６】
　尚、吊り金具４の説明は、背景技術の項での説明と重複するため省略する。また、図面
の吊り金具４は、上下逆向きにしてＨ形鋼１Ａのフランジ部２に取付固定した場合を示し
ている。
【００３７】
　本実施例の金具側固定体５は、前記金具当接部６の側部に、前記棒状連結体９の一端を
連結可能な連結部10を突設した構成として、この金具側固定体５の金具当接部６を前記吊
り金具４の背側端部４Ａに当接した際に、吊り金具４の側方に配した前記棒状連結体９の
一端を前記連結部10に連結し得るように設けている。
【００３８】
　具体的には、金具側固定体５は、一枚の帯状の金属板材15を平面視で略コ字状に屈曲形
成すると共に、このコ字状板材15の両端の突出板部の一方を他方より長く突出する形状に
形成して、この長く突出する一方の突出板部の中ほどより突出先端側部を前記金具当接部
６とし、この金具当接部６以外の部分を前記連結部10として、金具当接部６の側部に連結
部10を突設した構成としている。
【００３９】
　また、連結部10は、一方の突出板部の中ほどより突出基端側部と、他方の突出板部とに
、前記棒状連結体９の一端を挿通連結可能な挿通孔10Ａを設けた構成としている。
【００４０】
　この連結部10と棒状連結体９との連結構造について更に具体的に説明すると、棒状連結
体９は寸切りボルト９を採用すると共に、この寸切りボルト９の一端の螺子部11に螺着す
るナット12を備えて、連結部10の双方の挿通孔10Ａに寸切りボルト９の一端の螺子部11を
挿通した際、この螺子部11にナット12を螺着することで寸切りボルト９の一端を金具側固
定体５より抜け止め状態に連結する構造としている。図中符号23は座金である。
【００４１】
　また、金具側固定体５は、前記金具当接部６の突出先端部に、前記吊り金具４の一側面
に沿設若しくは当接する一側挟持部13を設け、この一側挟持部13の反対側に位置する前記
連結部10に、吊り金具４の他側面に沿設若しくは当接する他側挟持部14を設けている。
【００４２】
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　更に具体的には、前記金具当接部６の突出先端部を他方の突出板部側に直角に折曲して
この直角折曲部を前記吊り金具４の一側面に沿設若しくは当接する前記一側挟持部13とし
、一方、前記連結部10を構成する板材15の他方の突出板部の先端部を、吊り金具４の他側
面に沿設若しくは当接する前記他側挟持部14としている。
【００４３】
　また、一側挟持部13と他側挟持部14との間隔幅寸法を、前記吊り金具４の横幅寸法より
やや大きい幅寸法となるように金具側固定体５の形状を設定構成し、これにより金具当接
部６を吊り金具４の背側端部４Ａに当接すると、一側挟持部13と他側挟持部14が吊り金具
４の側面に沿設若しくは当接して横方向への移動が規制される構成としている。
【００４４】
　また、金具当接部６には、この金具当接部６が吊り金具４の背側端部４Ａに対して上下
方向に過剰にスライド移動することを阻止するストッパー22をこの金具当接部６の上下部
に設けている。
【００４５】
　更に具体的には、金具当接部６の上下部を切り出して吊り金具４の背側端部４Ａに向け
て折曲形成し、この折曲切り出し片を前記ストッパー22としているもので、このストッパ
ー22が、吊り金具４の枠状の背側端部４Ａの上下枠部に当接することで過剰移動が阻止さ
れる構成としている。
【００４６】
　また、本実施例では、金具側固定体５の前記連結部10に、前記形鋼１のフランジ部２に
当接するフランジ当接部16を設けると共に、このフランジ当接部16は、形鋼１のフランジ
部２に取付固定した前記吊り金具４の背側端部４Ａに前記金具当接部６が当接した状態で
フランジ部２に当接し得るように構成している。
【００４７】
　更に具体的には、金具側固定体５を構成するコ字状板材15の他方の突出板部の外側面を
前記フランジ当接部16としている。
【００４８】
　本実施例の形鋼側固定体７は、一枚の金属板材24を平面視で略コ字状に屈曲形成すると
共に、両端の突出板部を側面視でフック形状に形成して、この両端のフック形部を前記形
鋼１のフランジ部２に掛止可能な前記掛止部８としている。
【００４９】
　また、この形鋼側固定体７の中間板部には、前記棒状連結体９の他端を連結するための
連結孔25を貫通形成している。
【００５０】
　更に具体的には、この連結孔25は、形鋼側固定体７の中間板部にバーリング加工を施し
て孔縁部が前記フック形部（掛止部８）と反対方向に円筒状に突設する形状の突出孔に形
成し、この突出孔の内周面に螺子加工を施すことで雌螺子孔に形成して、この連結孔25に
棒状連結体９（寸切りボルト９）の他端を螺着連結し得るように構成している。
【００５１】
　尚、本実施例では、形鋼側固定体７の掛止部８として、Ｈ形鋼１Ａのフランジ部２に掛
止可能な構成（フック形）の掛止部８を示したが、溝形鋼などの垂直面部を有する形鋼１
に使用する場合には、掛止部８の構成を変更することが好ましい（例えば掛止部８を垂直
面部に掛止可能な例えばＬ字形とする）。
【００５２】
　次に、本実施例の使用方法を説明する。
【００５３】
　例えば、Ｈ形鋼１Ａなどの形鋼１のフランジ部２に締付機構３を介して取付固定された
吊り金具４の背側端部４Ａ（後端部）に、金具側固定体５の金具当接部６を当接すると共
に、一側挟持部13と他側挟持部14とで吊り金具４の背側の両側面を挟み込むようにすると
、連結部10が吊り金具４の側部に突設状態となる。
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　この連結部10に吊り金具４の側方に突設する棒状連結体９の一端をナット12を用いて連
結し、この棒状連結体９の他端に形鋼側固定体７を螺着連結し、前記ナット12を締付回動
操作することにより形鋼側固定体７の掛止部８を、吊り金具４が取付固定された前記形鋼
１のフランジ部２の反対側に位置するフランジ部２に掛止すると、吊り金具４は、金具側
固定体５（の金具当接部６）によってフランジ部２に押し付けられた状態となり、これに
より吊り金具４がフランジ部２から離れて脱落することが阻止されて、フランジ部２（形
鋼１）への取付固定状態が強固に保持されることになる。
【００５５】
　また、図面では、吊り金具４を上下逆向きにしてフランジ部２に取付固定しているが、
棒状連結体９は、その一端が吊り金具４を貫通せずに金具側固定体５の金具当接部６の側
部に突設した連結部10に連結して、吊り金具４の側方に配設することとなるために、締付
機構３（締付ボルト３）を邪魔にせずに棒状連結体９を吊り金具４の側方に配して金具側
固定体５に連結することができる。
【００５６】
　従って、本実施例によれば、上下逆向きとした吊り金具４とも何ら支障なく併用して吊
り金具４の形鋼１への取付固定状態を補強でき、また、同様にして、もともと締付機構２
の締付ボルト３が挿入配設部19の下方に設けられるタイプの吊り金具４とも併用すること
が可能である。
【００５７】
　図中符号26は吊りボルト17取付用のナットである。
【００５８】
　尚、本発明は、本実施例に限られるものではなく、各構成要件の具体的構成は適宜設計
し得るものである。
【符号の説明】
【００５９】
　１　形鋼
　１Ａ　Ｈ形鋼
　２　フランジ部
　３　締付機構
　４　吊り金具
　４Ａ　背側端部
　５　金具側固定体
　６　金具当接部
　７　形鋼側固定体
　８　掛止部
　９　棒状連結体
　10　連結部
　10Ａ　挿通孔
　11　螺子部
　12　ナット
　13　一側挟持部
　14　他側挟持部
　15　板材
　16　フランジ当接部



(9) JP 5455699 B2 2014.3.26

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】



(10) JP 5455699 B2 2014.3.26

10

フロントページの続き

(72)発明者  鈴木　重紀
            新潟県三条市東裏館２丁目２０番１５号　株式会社野島角清製作所内

    審査官  星野　聡志

(56)参考文献  登録実用新案第３０４６３６９（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開２００９－２９３７５０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｅ０４Ｂ　　　９／１８　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

