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33 ラミネート溶接缶体 新日本製鐵株式会社

1
容器溶接部へのフィルム貼着装置及
び方法、並びに該フィルムが貼着さ
れた容器

川鉄コンテイナー株式会
社 34 溶接缶体とその製造法 新日本製鐵株式会社

2
薄クロムめっき鋼板のシーム溶接方
法および薄クロムめっき鋼板

川崎製鉄株式会社 35 ラミネート缶体の製造方法 日本鋼管株式会社

3 溶接缶用電解クロム酸処理鋼板 川崎製鉄株式会社 36
ペール缶内面樹脂フィルム補修方法
及びペール缶

川鉄コンテイナー株式会
社

4
ドラム缶用冷延鋼板およびその製造
方法ならびに鋼製高強度ドラム缶

川崎製鉄株式会社 37
缶胴の溶接状態判定方法およびその
装置

大和製罐株式会社

5
ドラム缶用熱延鋼板およびその製造
方法ならびに鋼製高強度ドラム缶

川崎製鉄株式会社

6
薄クロムめっき鋼板の電気シーム溶
接方法

川崎製鉄株式会社 38 インキ用胴板溶接接合缶 大日製罐株式会社

7 溶接缶胴の製造方法 日本鋼管株式会社

8
製缶溶接機における電極ワイヤの再
利用システム

東洋製罐株式会社 39 缶体 東洋製罐株式会社

9 補修塗料のキュア方法 東洋製罐株式会社 40 エンボス加工缶体の製造方法 東洋製罐株式会社

10 缶胴部の高速無研磨溶接方法 日本鋼管株式会社 41 工業缶の缶胴用積層鋼板の製造方法 三菱樹脂株式会社

11 溶接異常検知装置 神鋼電機株式会社 42
ドラム缶溶接部押圧装置及び方法、
並びにドラム缶製造装置

川鉄コンテイナー株式会
社

12 缶体の溶接構造 株式会社精和工業所 43
無研磨溶接缶の缶胴用ラミネート鋼
帯および缶胴の製造方法

日本鋼管株式会社

13 ドラム缶溶接部加圧装置 鋼管ドラム株式会社 44 金属缶溶接部補修フィルム
三菱化学ポリエステル
フィルム株式会社

14 ドラム缶溶接部加圧装置 鋼管ドラム株式会社 45 金属缶溶接部補修フィルム
三菱化学ポリエステル
フィルム株式会社

15
ドラム缶用高強度鋼板およびその製
造方法ならびに鋼製ドラム缶

川崎製鉄株式会社 46
溶接缶シーム溶接部の補正装置及び
補正方法

鋼鈑工業株式会社

16
溶接缶用スリット鋼帯およびその製
造方法ならびにスリット鋼帯用冷延
鋼帯コイル

川崎製鉄株式会社 47
缶胴の溶接シーム部へのテープ状樹
脂フィルム貼着方法

大和製罐株式会社

17
鋼製ドラム缶用円筒体の製造方法お
よび装置

川崎製鉄株式会社 48 溶接缶胴及びその製法 東洋製罐株式会社

18 角缶の製造方法 生野金属株式会社 49
溶接部が補正された溶接缶胴及びそ
の製造方法

東洋製罐株式会社

19
缶体溶接継ぎ目部の補修テープ貼り
装置

株式会社ネピユー技研 50
溶接部が補正された溶接缶胴の製造
方法及び装置

東洋製罐株式会社

51 薄物溶接缶用鋼板 日本鋼管株式会社

20 溶接缶胴の不良検出装置 北海製罐株式会社 52
樹脂フィルム貼着方法及び溶接缶の
溶接シーム部の補正方法

鋼鈑工業株式会社

21 溶接缶胴の製造装置 北海製罐株式会社 53 溶接缶用めっき鋼板 川崎製鉄株式会社

22 溶接缶胴の製造方法 北海製罐株式会社 54
角形缶用熱可塑性樹脂フィルム被覆
鋼板、および熱可塑性樹脂フィルム
被覆角形缶

東洋鋼鈑株式会社

23 極薄溶接缶胴を有する３ピース缶 大和製罐株式会社 55
補修用フィルム貼付装置及び方法、
ペール缶内面樹脂フィルム補修装
置、並びにペール缶

川鉄コンテイナー株式会
社

24 缶胴の抵抗シーム溶接方法 大日製罐株式会社 56 ロールフォーマ装置及び製缶溶接機 株式会社ネピユー技研

25 溶接缶のオーバーラップ巾測定方法 大和製罐株式会社 57 溶接缶胴及びその製造方法 東洋製罐株式会社

26 曲面印刷された溶接缶胴 東洋鋼鈑株式会社 58 大型角缶の無酸化シーム溶接装置 尼崎製罐株式会社

27 チタン製容器及びその使用方法 新日本製鐵株式会社

28
溶接部に樹脂又は樹脂フィルムを固
着した缶

東洋鋼鈑株式会社 59 電気溶接の品質監視装置
エルパトローニク　アク
チエンゲゼルシヤフト

29 フィルムラミネート溶接缶用鋼板 川崎製鉄株式会社 以上５９点

30
工業缶の缶胴用積層鋼板およびその
製造方法

三菱樹脂株式会社

31 溶接缶胴 北海製罐株式会社

32 溶接缶の製造方法 新日本製鐵株式会社
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