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No,10099 〃 枠組壁工法住宅の構造と建材 平.14-18 81点 ￥28,300
No,9824 公開特許 木造住宅の免震基礎構造 平.13-16 90点 ￥27,000
No,9160 〃 〃 平.8-12 94点 ￥30,700
No,9159 〃 木造住宅の耐震補強方法と部材 平.8-12 74点 ￥24,500
No,9823 〃 既存建物の免震化工法と装置 平.12-16 100点 ￥30,000
No,8897 〃 防音床下地材と防音方法 平.5-11 103点 ￥33,000
No,9158 〃 屋内段差解消用スローブ材 平.5-12 78点 ￥24,700
No,9170 〃 浴室のリフォーム方法と部材 平.5-12 67点 ￥23,400
No,9171 〃 バリアフリー型浴室の構造 平.5-12 119点 ￥29,700
No,9879(C) 〃 屋外緑化工法と部材 平.16 67点 ￥21,400
No,9879(B) 〃 〃 平.15 68点 ￥17,300
No,9879(A) 〃 〃 平.14 68点 ￥17,300
No,9880(C) 〃 壁面緑化工法と部材 平.16 65点 ￥17,300
No,9880(B) 〃 〃 平.15 67点 ￥17,300
No,9880(A) 〃 〃 平.14 67点 ￥17,300
No,10094 〃 仮設住宅の構造と装置 平.14-18 79点 ￥27,600
No,10095 〃 防災シェルターのの構造と装置 平.9-18 84点 ￥29,300
No,10035 登録・公開 仮設トイレの構造と装置 平.18 82点 ￥28,700
No,9917 〃 〃 平.17 72点 ￥21,600
No,9774 〃 〃 平.16 72点 ￥28,300
No,9643 〃 〃 平.15 62点 ￥14,300
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1 発明の名称 出願人 42 換気装置 株式会社竹中工務店

2 建物 ミサワホーム株式会社 43 建物 ミサワホーム株式会社

3 室内空間の換気量測定方法 旭化成ホームズ株式会社 44 建物 ミサワホーム株式会社

4
雨水止部材及びこれを用いたパラペッ
トの換気構造

ミサワホーム株式会社 45 自然換気構造 大和ハウス工業株式会社

5 換気構造 パナホーム株式会社 46 ダクト用換気扇 日本住環境株式会社

6
外断熱建物の換気方法及び外断熱建
物

有限会社日本外断熱総合
研究所

47 換気ボックス及び腰壁の換気構造 日本化学産業株式会社

7 軒裏換気口 株式会社カネシン 48 建物 ミサワホーム株式会社

8 換気部材 株式会社たかはし 49 外断熱建築物の換気構造
株式会社　明豊エンタープ
ライズ

9 住宅の暖房・換気構造 神田　忠明 50
建物用常時換気システムおよびこれを
備えた住宅

旭化成ホームズ株式会社

10 換気棟
クボタ松下電工外装株式会
社

51 建物 ミサワホーム株式会社

11 防火装置及び換気構造
クボタ松下電工外装株式会
社

52 換気器具 旭化成ホームズ株式会社

12 屋根換気ユニット 伊藤　義雄 53 床下システム 松下電器産業株式会社

13 換気ファン 日本住環境株式会社 54
消音機能を備えた通気装置及びこれ
を用いた換気構造

積水ハウス株式会社

14 建物の通気構造 パナホーム株式会社 55
換気装置および換気装置の取付方
法、並びに屋内空間の換気方法

大和ハウス工業株式会社

15 建築物用換気プレート ジェイベック株式会社 56 建物 ミサワホーム株式会社

16 屋根 株式会社サワヤ 57 換気装置 大和ハウス工業株式会社

17 建物空調システム 株式会社白岩工務所 58 換気塔付き建物 ミサワホーム株式会社

18 軒裏水返し材及び軒裏換気構造 積水ハウス株式会社 59 小屋裏換気部材 日本化学産業株式会社

19 軒裏水返し材及び軒裏換気構造 積水ハウス株式会社 60 換気ダクト マツ六株式会社

20 軒裏換気構造 パナホーム株式会社 61
換気口用のスリーブ装置及びその施
工方法

三菱電機株式会社

21 小屋裏の換気構造 日本化学産業株式会社 62
シャッタ装置及びシャッタ装置を用いた
通気装置

フクビ化学工業株式会社

22 ２４時間換気システム 大和ハウス工業株式会社 63 屋根構造 明正工業株式会社

23 通気外壁 パナホーム株式会社 64 床下換気構造 大和ハウス工業株式会社

24 建物 ミサワホーム株式会社 65 小住宅用屋根裏換気装置 カクイチ建材工業株式会社

25 建物 ミサワホーム株式会社 66 風吹き出し装置を備えた建物 トヨタ自動車株式会社

26 建物 ミサワホーム株式会社 67
木造建築物の常時開放通気と通気及
び通気制御の専用ゾーン別通気構造
から構成される断熱通気構造体と・・・

吉田　勇

27
自動シャッタ装置およびそれを用いた
通気装置

フクビ化学工業株式会社 68 軒天井板の支持構造 日本化学産業株式会社

28 換気調温制御装置および方法 パナホーム株式会社 69 通気制御装置 株式会社ウッドビルド

29 建物 ミサワホーム株式会社 70 通気制御用建築モジュール用品 株式会社ウッドビルド

30 建物 ミサワホーム株式会社 71 通気制御装置 株式会社ウッドビルド

31 建物 ミサワホーム株式会社 72
住宅向け換気システム用の給気グリ
ル、及びこれを用いた住宅向け換気シ
ステム

松下電工株式会社

32
バルコニー腰壁の笠木取付部の通気
構造

パナホーム株式会社 73 換気装置 エアサイクル産業株式会社

33 換気構造 パナホーム株式会社 74 棟換気装置 日本住環境株式会社

34 換気構造 パナホーム株式会社 75 エコ住宅 株式会社健康ハウス

35 換気口開閉構造 大和ハウス工業株式会社 76 棟瓦換気支持用具 伊藤　義雄

36 給気装置 日本住環境株式会社 77 天井裏の換気構造 日本軽金属株式会社

37 小屋裏の換気構造 日本化学産業株式会社 78
住宅全体に対しては一定量の換気量
を換気し、個別の室には個別に必要な
換気量を供給する換気システム

長谷部　騰

38 排気フード 日本住環境株式会社 79 換気口装置 宮尾　豊比古

39 吸気グリル 日本住環境株式会社 80 室内換気システム用分岐チャンバー 松本建工株式会社

40 通気外壁に使用する通気下地材 パナホーム株式会社 81 小屋裏換気装置 滝川木材株式会社

41 換気装置 株式会社竹中工務店 以上81点収録

住宅用換気装置の構造と装置　　　No.10272

[公開編]　　平成19年（1年間）　　　　80点
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