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1
腕時計枠もしくは腕時計用バンドまた
はそれらの付属品

日立金属株式会社 32
最表層にチタン炭化物を含む硬質層
を備えたクラッド鋼材及びその製造方
法

金井　宏彰

2
チタン製ゴルフクラブ部材の硬化処理
装置

シチズン時計株式会社 33 チタン系材料の表面処理方法 フジオーゼックス株式会社

3
チタン製ゴルフクラブ部材とその硬化
処理方法

シチズン時計株式会社 34 チタン系材料の表面処理方法 フジオーゼックス株式会社

4 部材の硬化処理方法 シチズン時計株式会社 35
チタン合金ねじ部品の製造方法とそれ
を用いたチタン合金ねじ部品

株式会社田中

5 部材の硬化処理装置と硬化処理方法 シチズン時計株式会社 36
プラズマ浸炭処理方法および同処理
装置

株式会社エスディーシー

6 耐高面圧歯車およびその製造方法 日産自動車株式会社 37 チタン材料表面の炭化方法
財団法人くまもとテクノ産業
財団

7
チタン又はチタン合金製品の表面酸
化

ザ　ユニバーシティ　オブ
バーミンガム

38 チタン材の表面処理方法 愛三工業株式会社

8
チタン合金製エンジンバルブ及びその
表面処理方法

フジオーゼックス株式会社 39
チタン部材の表面処理方法とその表
面処理方法を適用したエンジンバルブ

愛三工業株式会社

9
チタン合金製エンジンバルブ及びその
表面処理方法

フジオーゼックス株式会社 40
硬化層を有する白色装飾部材及びそ
の製造方法

シチズン時計株式会社

10
チタン、あるいはチタン合金製食器お
よびその表面処理方法

シチズン時計株式会社 41
窒化チタン被覆チタン材およびその製
造方法

株式会社田中

11 硬化処理装置 シチズン時計株式会社 42 穿刺針とその製造方法 シチズン時計株式会社

12 プラズマ浸炭処理方法 株式会社田中 43 刃物の表面処理方法とその刃物 永田精機株式会社

13
β型チタン合金の処理方法、及びβ
型チタン合金

兵庫県 44
チタン合金製部品及びその表面処理
方法

愛三工業株式会社

14 時計外装部品 シチズン時計株式会社 45
航空宇宙機器用チタン合金部材の表
面処理方法

三菱重工業株式会社

15
チタン合金製エンジンバルブの製造方
法

フジオーゼックス株式会社 46 チタン材の表面硬化処理方法
財団法人新潟県県央地域
地場産業振興センター

16
耐衝撃特性に優れたチタン及びその
製造方法

新日本製鐵株式会社 47
腕時計用外装部品およびその製造方
法

シチズン時計株式会社

17 軟質基材 シチズン時計株式会社 48 チタン材を表面処理する方法
北海道ティー・エル・オー株
式会社

18
硬質装飾被膜を有する基材及びその
製造方法

シチズン時計株式会社 49 耐摩耗性に優れたチタン材 株式会社神戸製鋼所

19 耐摩耗性チタン基合金及び摺動材料 株式会社荏原製作所 50
ベータ型チタンの表面硬化処理方法
およびベータ型チタン系部材、ベータ
型チタンの表面硬化処理装置

株式会社シマノ

20 腐食性雰囲気用チェーン
株式会社江沼チェン製作
所

51 電解用電極の製造方法
株式会社クリエイティック
ジャパン

21
金属材料表面に対する炭窒化物層形
成方法及び表面に炭窒化物層を備え
るチタン系金属材料

松浦　清隆 52 チタン材料の表面硬化方法 株式会社神戸製鋼所

22 チタン金属の表面処理方法 大阪府 53 ニオブステント
ボストン　サイエンティフィッ
ク　リミテッド

23
チタン合金製エンジンバルブ及びその
製造方法

フジオーゼックス株式会社 54
軟質金属及びその製造方法並びに時
計外装部品及びその製造方法

シチズン時計株式会社

24 チタン合金のベーキング処理方法 株式会社田中 55 チタン合金部材およびその製造方法 ヤマハ発動機株式会社

25 転がり軸受用保持器
株式会社先進材料利用ガ
スジェネレータ研究所

56
チタン合金製ボルトおよびその製造方
法

大同特殊鋼株式会社

26 チタン合金製真空容器及び真空部品
有限会社　山口ティー・エ
ル・オー

57 エンジンバルブ及びその製造方法 愛三工業株式会社

27
硬質層を有する装飾部材及びその製
造方法

シチズン時計株式会社 58
高耐摩耗性干渉色皮膜を有するチタ
ン材料の製造方法

テクノ工業株式会社

28
超合金により構成される耐久性を向上
させたＶＧＳタイプターボチャージャの
排気ガイドアッセンブリ

創技工業株式会社 59
チタンあるいはチタン合金からなる金
属材料の表面処理方法

愛三工業株式会社

29 純チタンのベーキング処理方法 株式会社田中 60 チタン材料の表面硬化方法 株式会社ティグ

30
チタン合金部品の疲労特性改善方法
とそれを用いたチタン合金部品

株式会社田中 61
β型チタン合金の強化方法およびそ
れによって得られたβ型チタン合金製
品

株式会社ティグ

31
チタン合金部品の疲労特性改善方法
とそれを用いたチタン合金部品

株式会社田中 以下１９点省略
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