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No,8882(B) 〃 〃 平.11 61点 ￥20,700
No,〃 (A) 〃 〃 平.10 60点 ￥20,500
No,8770 公開特許 タイルの貼着方法とタイルパネル 平.5-10 85点 ￥28,800
No,8769 〃 タイル成形金型と成形方法 平.5-10 102点 ￥33,400

No,8768 〃 外壁タイルの剥落防止方法 平.8-10 81点 ￥28,400
No,8658 〃 割肌タイルの製造方法と装置 平.5-10 73点 ￥26,400
No,8630 〃 蟻溝付タイルの成形方法と装置 平.5-10 89点 ￥29,700
No,8636 〃 タイルの施釉方法とその装置 平.7-10 67点 ￥24,600

No,8604(A) 〃 廃棄物利用タイルの製造加工方法 平.5-10 63点 ￥23,400
No,〃 (B) 〃 タイル用杯土の調整方法と装置 平.5-10 63点 ￥23,400
No,8602 〃 役物タイルの製造方法と装置 平.5-10 68点 ￥24,300
No,8601 〃 タイルユニットの製造方法と装置 平.6-10 104点 ￥36,700
No,8563 〃 滑り止めタイルの製造加工方法 平.5-9 65点 ￥23,700

No,8562 〃 タイル先付けＰＣ版の製造方法 平.5-9 60点 ￥20,600
No,8560 〃 タイル舗装施工法と部材 平.5-9 68点 ￥24,000
No,7608(B) 〃 タイルの製造加工方法 平.3-4 89点 ￥32,000
No,〃 (A) 〃 〃 平.1-2 79点 ￥31,800
No,7073 〃 タイルの製造装置の構造 平.1-2 173点 ￥45,000

No,8551 〃 模様付き舗装ブロックと製法 平.5-9 70点 ￥25,500
No,8652 〃 タイルの焼成方法と装置 平.5-10 58点 ￥21,400
No,8653 〃 抗菌性セラミックの製造加工方法 平.5-10 65点 ￥23,400
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38 壁パネルの取付構造 株式会社イナックス

1 装飾窯業製品の製造方法 東陶機器株式会社 39
タイルパネル及びそのタイルパネル
を使用した壁面の乾式施工方法

ダイエーコーポレーショ
ン株式会社

2 装飾窯業製品の製造方法 東陶機器株式会社 40 不焼成硬化体 株式会社イナックス

3
大型セラミック板付きＰＣ板の製造
方法とそれに使用するアンカー金物

株式会社フジタ 41 不焼成硬化体の製造方法 株式会社イナックス

4 陶磁器の製造方法 東陶機器株式会社 42 窯炉の炉壁構造 高砂工業株式会社

5 湾曲タイル 株式会社イナックス 43
透光性ガラス建材の製造方法および
透光性ガラス建材

ナショナル住宅産業株式
会社

6 意匠パネル製造装置 クリオン株式会社 44
タイル先付け軽量コンクリートパネ
ルの製造方法

宇部興産株式会社

7 壁体の補修方法 株式会社イナックス 45 タイル先付け工法
住友大阪セメント株式会
社

8 セラミックス製品焼成用治具 日本碍子株式会社 46 タイル床面構造 渡辺　俊男

9 模様入り成形体の製造方法 シーシーエイ株式会社 47 陶磁器の製造方法 東陶機器株式会社

10 外装タイルの施工方法 株式会社一条工務店 48
タイル貼りプレキャストコンクリー
ト版及びそのタイル貼り方法

ミサワセラミックス株式
会社

11
乾式パウダー及びプリントタイルの
製造方法

株式会社イナックス 49
乾式工法用蟻溝付きタイルの乾式成
形用金型

ダントー株式会社

12
抗菌性を有する多機能材及びその製
造方法

東陶機器株式会社 50 多孔質焼結体とその製造方法
株式会社クレ－・バ－
ン・セラミックス

13 Ｓｉ－ＳｉＣ質棚板 日本碍子株式会社 51 陶器質タイル 株式会社イナックス

14 陶磁器およびその製造方法 東陶機器株式会社 52 タイル素地成型金型 株式会社イナックス

15 プレス成形方法 日本碍子株式会社 53 積層体の形成方法 東陶機器株式会社

16
タイル付きコンクリートパネル及び
その製造方法

ミサワホーム株式会社 54 多層無機質発泡体およびその製法
ナショナル住宅産業株式
会社

17 ノンスリップタイルとその製造方法 東陶機器株式会社 55
ＰＣ板化のための大型タイル取付け
構造

東陶機器株式会社

18
トンネル用内装パネルの取り付け用
金物

ミサワセラミックス株式
会社 56 御影石調タイルの製造方法 東陶機器株式会社

19 防汚性部材 東陶機器株式会社 57 タイルの直角転向搬送装置 高砂工業株式会社

20
タイル付軽量気泡コンクリートパネ
ルおよびその製造方法

ミサワホーム株式会社 58
タイルパネル、その成形型及び製造
方法

東陶機器株式会社

21
化粧材張り付けコンクリート製品の
製造方法

住友大阪セメント株式会
社 以上５８点

22 タイルユニット割付積算方法 東陶機器株式会社

23
自律的調湿機能を有する内装壁材の
製造法

工業技術院長

24
ローラハースキルンにおけるローラ
の異常検知装置

高砂工業株式会社

25 粗粒子焼結体及びその製造方法 株式会社テトラ

26 割石模様タイルセット 株式会社イナックス

27 下絵付セラミック品の製造方法 大日本印刷株式会社

28
陶磁器の厚盛釉薬転写による厚盛加
飾方法と、１０００℃～１２００℃
以上の温度による．．．

有限会社　土本釉薬

29
Ｌ字型タイル形成用の連結紙貼着装
置

坂本　芳敬

30 タイル用下地板の取付構造 株式会社イナックス

31 窯業製品とその製法 東陶機器株式会社

32 滑り止めタイルとその製造法 東陶機器株式会社

33 化粧板先付けＰＣパネルの製造方法
住友大阪セメント株式会
社

34 防汚性部材 東陶機器株式会社

35 タイル付パネルユニット ミサワホーム株式会社

36 滑り防止タイルの製造方法
経済産業省産業技術総合
研究所長

37
タイル及びタイル調仕上塗膜の塗り
替え方法

エスケー化研株式会社
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