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消臭調湿性基材の製造方法及び消臭
調湿性基材

三浦　広宣

2 多孔質土壁材及びその製造法 株式会社ヤマセ 37 調湿材料 株式会社　ア－ルテック

3 調湿板材及びその製造方法 松下電工株式会社 38
調湿剤及びその製造方法並びに調湿
方法

独立行政法人産業技術総
合研究所

4
機能性パーティクルボード及びその製
造方法

段谷産業株式会社 39
着色炭化物及びそれを用いた調湿材
料

リグナイト株式会社

5 調湿材
住友金属鉱山シポレックス
株式会社

40
居住環境の乾燥防止目的で使用する
調湿材料の性能評価方法及びその指
標値

独立行政法人産業技術総
合研究所

6 粒状調湿剤及び床下調湿方法 水澤化学工業株式会社 41 調湿性塗材 アイカ工業株式会社

7 調湿性を有する化粧仕上げ材 大日本印刷株式会社 42 板状調湿建材の取付構造 クリオン株式会社

8 調湿消臭材及びその製造方法 松下電工株式会社 43 調湿建材及びその製造方法 積水化学工業株式会社

9 調湿性防火建材及びその製造方法 段谷産業株式会社 44 建材用組成物及び調湿建材 株式会社朝日セラテック

10 調湿建材 旭化成株式会社 45 断熱調湿材とそれを用いる建築材 株式会社荏原製作所

11 無機質ボード 旭化成株式会社 46 機能性建材 ウベボード株式会社

12
建物室内空気の呼吸式湿度調整用調
湿壁

上商株式会社 47
調湿体及びそれに用いられる多孔質
焼結体

矢橋工業株式会社

13
自律的調湿機能を有する活性白土系
建材

独立行政法人産業技術総
合研究所

48 調湿建材 松下電工株式会社

14 調湿建材及び調湿材料 東陶機器株式会社 49
吸放湿性を有する調湿空間の形成方
法、及び、その形成部材

株式会社ワンウイル

15 ＡＬＣ用調湿材およびその製造方法
住友金属鉱山シポレックス
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16
建築用調湿剤および建築用調湿ボー
ド

立山アルミニウム工業株式
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51 調湿建材 株式会社朝日セラテック

17
調湿剤及び調湿剤の使用方法、並び
にシロアリ防除剤及びシロアリ防除剤
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株式会社トピックス 52 調湿建築材 松下電工株式会社
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合研究所
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ション
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32
調湿材ならびに住宅の換気装置およ
び換気方法

パナホーム株式会社 67
せっ器粘土を用いた調湿建材ボードと
その製造方法

香川県

33 調湿剤充填部材
立山アルミニウム工業株式
会社

68 せっ器粘土を用いた調湿材料 香川県
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