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1 簡易組立て構造物 株式会社日江金属 39
管材の組み付け構造及び同構造を用
いた簡易ハウス

日比野　宗夫

2 折畳式可搬居住手段 篠崎　佐嬉子 40 移動式組立基礎および組立式家屋 北幸総合開発株式会社

3 折り畳み式ユニットハウス 富士重工業株式会社 41
ユニット建築物、建築物の増築方法及
び一組の加工済建築材料

株式会社アップジョイ

4 移動式住居用連結装置 アラコ株式会社 42
短工期、解体・移設容易な建物を提供
できる建物本体

オリエント商事株式会社

5 組立て住居 川西　信義 43 組み立て家屋 株式会社　山全

6 組立ハウス コマツハウス株式会社 44
組立式ブース及びそれを備えた組立
式ブース連結体

ガブルス・ジャパン株式会
社

7
連棟型ユニットハウスの連結部におけ
る止水方法及び止水構造

三協フロンテア株式会社 45 ユニットルーム及び宿泊施設 江川　修

8 移動式簡易住宅 岐建株式会社 46 ユニットルーム 江川　修

9 仮設ハウス用木質床材
株式会社クトクコーポレー
ション

47 建築構造 高木　利男

10 多目的仮設ハウス 株式会社麻生 48 ユニットハウス 富士重工業株式会社

11 ユニットハウス 野口　公志 49
リブフレーム構造体の建設方法及びそ
のリブフレーム構造体

ジョン　シー　エー　バー

12 災害時緊急仮設建築物 下城　仁 50 ハニカムハウス 高安　稔

13 組立家屋およびその施工方法 株式会社エステートセイワ 51 簡易ハウス アイン株式会社総合研究所

14 ユニットハウスの見積り方法 松下電工株式会社 52
金属アングル型材を枠組の素材に用
いる建物

一木　忠治

15 組立ハウス 戸田建設株式会社 53 ユニット住宅とその施工方法 越澤　治

16
移動式ユニットハウス用、雨よけ下屋フ
レーム

野崎　英雄 54 仮設住宅用屋根カバー
ニッコープランニング株式
会社

17
移動式住居及びそれを用いた土地活
用方法

阿波根　昌樹 55 屋内設置室
株式会社サンエープロテン
ト

18 可動住宅設備ユニット 山口　伸廣 56 移動型木質系建物 株式会社東信花木

19
可搬式の合併処理浄化槽付き仮設ハ
ウス

関越技研株式会社 57 組立ハウス 株式会社岩本

20 組立式簡易家屋 岡田　隆司 58 耐震構造を備えた建物 株式会社岩本

21 折畳式及び組立式立体構築物 佐々木　三男 59 組立ハウス 株式会社岩本

22 組立式建造物 赤松　和俊 60 組立ハウス 株式会社岩本

23 折り畳みパネルハウス 中家　淳 61
輸送用コンテナーを居住可能空間とす
るための付属構造

株式会社トヨトミ

24 建物 山本　明人 62 木造移動式ハウス 内藤　勲

25 宿営装置
株式会社大一ファッション
サービス

63 床面積を拡張できるトレーラーハウス。 馬場　英治

26 組立式建物 株式会社新井組 64 折畳み式建家 株式会社ホワイト

27 組み立てハウスとそのユニット 中家　淳 65
移動式伸張可能構造体の組立体支持
システム

モロー，フロイド，エル．

28
プレハブ工法の仮設建築物の壁パネ
ルの組立並びに取付方法

株式会社ベネカ・トゥンガ
ル・イカ

66
ユニットパネルとこれを使って組み立て
る組立ハウス

株式会社岩本

29 ユニット式建物 株式会社田窪工業所 67 簡易組立式家屋 益田　俊信

30
再利用可能な組立式ユニットハウス及
び基礎

株式会社メーベル 68
石膏ボード再生圧縮パネル及びその
製造方法並びに耐火パネル及び仮設
住宅及び簡易住宅

グランデックス株式会社

31 コンテナハウス
日本コンテナアソート株式
会社

69 波板張りパイプハウスの保温構成 五十嵐　五郎

32 仮設ハウス 横山　國夫 70 簡易間仕切り 大学産業株式会社

33
ユニット構造物ならびにその組立方法
および解体方法

赤松　剛 71 仕切構造体 株式会社カネカ

34
建築物用パネル収納体、建築物の壁
面構造およびその壁面工法

日本軽金属株式会社 72
建物の移設可能部屋部分の構築方法
およびその建物

大和ハウス工業株式会社

35 木造移動建築物 村井　正 73 簡易住宅 岡村　▲精▼二

36
移動式住居及びそれを用いた土地活
用方法

阿波根　昌樹 74 仮設住宅 大高　慶子

37 仮設建物の建造方法及び建物 深田　義徳 75 折畳み式建屋 加藤　隆之

38 トレーラハウス ユーアイシー株式会社
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