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［公開編］平成２年～平成１３年（１２年間） ７９点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥１８，５００－

◎全文紙収録 全文公報版 ￥１８，５００－
（ CD-ROM版・全文公報版 一括購入 ￥２７，０００－ ）
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No,6977 公開特許 ステンドグラスの製造加工方法 昭.61-平.1 70点 ￥23,000

No,8848 〃 工芸ガラス製品の成形方法 平.9-11 75点 ￥29,500
No,8139 〃 〃 平.6-8 71点 ￥27,800

No,7744 〃 〃 平.2-5 73点 ￥28,900
No,6979 〃 〃 昭.61-平.1 61点 ￥27,600

No,8510 〃 薬品瓶の製造加工方法 平.5-9 59点 ￥23,200
No,8509 〃 化粧瓶の製造加工方法 平.5-9 66点 ￥24,500

No,8521 〃 廃棄ガラスのリサイクル方法と製品 平.5-9 61点 ￥23,500

No,8522 〃 微粒子ガラスの製造加工方法 平.5-9 62点 ￥24,400
No,8508 〃 磁気ディスク用ガラス基板の製造方法 平.7-9 53点 ￥21,700

No,8502 〃 ガラスのウェット・エッチング方法 平.5-9 65点 ￥24,800
No,8496 〃 ガラスへのメッキ処理方法 平.5-9 60点 ￥23,700

No,8534 〃 抗菌性ガラスの組成と製造方法 平.5-9 77点 ￥30,000
No,8564 〃 食卓用ガラス器の製造加工方法 平.5-9 73点 ￥27,900

No,8607 〃 ガラス瓶のコーティング方法と工程 平.4-10 70点 ￥32,200

No,8609 〃 不良瓶の検出方法と装置 平.8-10 76点 ￥34,500
No,8610 〃 ガラス容器の成形方法 平.9-10 60点 ￥25,700

No,8639 〃 液晶ガラスの保護膜形成法と組成物 平.5-10 95点 ￥40,000
No,8632 〃 透明導電膜のエッチング方法と浴の組成 平.5-10 89点 ￥40,000
No,8156 公告特許 ガラス容器の製造加工方法 平.6-8 88点 ￥37,400
No,7489 〃 〃 平.2-3 75点 ￥34,500

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、Ｅメールまたは 郵便にてお送りください。ＦＡＸ・

（メール宛先：kokusai@itdc-patent.com お電話でも承ります）
［CD-ROM版はＰＤＦファイルにしおりリンク機能、全文公報版はＢ５サイズ･目次製本済みです。

２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］
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※料金には別途送料・消費税がかかります。



33 装飾用ガラスタイル 川村工業株式会社

1 結晶化ガラス建材及びその製造方法 日本電気硝子株式会社 34
模様付透視性のある装飾積層ガラス
板

林　啓雄

2 ガラスタイルの製造方法 興亜硝子株式会社

3 結晶化ガラス材の製造方法 久保田鉄工株式会社 35 泡ガラスタイルモジュール 株式会社イナックス

36 ガラス・カラー印刷壁タイル チェン　シファ

4 装飾用ガラスパネルの製造法 旭硝子株式会社

5 ガラス人工石及びその製造方法 品川白煉瓦株式会社 37 模様硝子建材及びその製造法 川村工業株式会社

6 光沢を有する結晶化ガラス材 株式会社クボタ 38
凹凸模様を有する結晶化ガラス建材
の製造方法

日本電気硝子株式会社

7
施工用端子付きガラス人工石及びそ
の施工方法

品川白煉瓦株式会社 39
凹凸模様を有する結晶化ガラス建材
の製造方法

日本電気硝子株式会社

8 ガラス人工石及びその製造方法 品川白煉瓦株式会社 40
凹凸模様を有する結晶化ガラス建材
の製造方法

日本電気硝子株式会社

9 ガラス人工石 品川白煉瓦株式会社 41
模様入り結晶化ガラス物品及びその
製造方法

日本電気硝子株式会社

10 天然石様ガラス材 大建工業株式会社 42
模様入り結晶化ガラス建材及びその
製造方法

日本電気硝子株式会社

43 歩道用透水ガラスブロック製造方法 黄　益鉉

11 模様付結晶化ガラスの製造方法 リョービ株式会社 44
中庭付き建物、導光路付き建物、反
射壁面付き建物．．．

横本　幸昌

12 模様付ガラスの製造方法 リョービ株式会社

13 模様付ガラスの製造方法 リョービ株式会社 45
低融点ガラス微粉末、それとガラス
繊維の複合物及び．．．

ヒカリ電工株式会社

14 複合結晶化ガラス建材の製造方法 三菱マテリアル株式会社 46 複合結晶化ガラス 株式会社大林組

15
模様付透光部を有する結晶化ガラス
材及びその製造方法

リョービ株式会社 47
模様入り着色結晶化ガラス物品の製
造方法

日本電気硝子株式会社

16 模様付結晶化ガラスの製造方法 リョービ株式会社 48 セラミック成型品及びその製造法 東和電化工業株式会社

17 模様付ガラスの製造方法 リョービ株式会社 49
雲母型結晶を主結晶相とする結晶化
ガラス材およびその製造方法

住友大阪セメント株式会
社

18 模様付ガラスの製造方法 リョービ株式会社

19 模様付ガラスの製造方法 リョービ株式会社 50
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

20 模様付ガラスの製造方法 リョービ株式会社 51 ガラスブロックおよびその製造方法 富士電機株式会社

52 結晶化ガラス物品及びその製造方法 日本電気硝子株式会社

21
多色模様入り結晶化ガラスの製造方
法

三菱マテリアル株式会社 53
ガラス建材の製造方法およびガラス
建材

ナショナル住宅産業株式
会社

22 結晶化ガラス材およびその製造 麒麟麦酒株式会社 54 結晶化ガラス物品及びその製造方法 日本電気硝子株式会社

23 模様入り結晶化ガラスの製造方法 日本電気硝子株式会社 55 発光性ガラスタイルとその製造法 高木工業株式会社

24 模様入り結晶化ガラスの製造方法 日本電気硝子株式会社 56 建築用板 オムニテクノ株式会社

25 模様入り結晶化ガラスの製造方法 日本電気硝子株式会社

26 模様入り結晶化ガラス 日本電気硝子株式会社 57
模様入り結晶化ガラス建材の製造方
法

日本電気硝子株式会社

27 模様入り硝子成形体の製造方法 シーシーエイ株式会社 58
模様入り結晶化ガラス建材及びその
製造方法

日本電気硝子株式会社

28 複合板
大東ケミトロニクス株式
会社 59

模様入り結晶化ガラス建材及びその
製造方法

日本電気硝子株式会社

60 結晶化ガラス建材及びその製造方法 日本電気硝子株式会社

29 ガラスタイルの製造方法 三浦　しん 61
結晶化ガラス建材およびその取付け
方法

麒麟麦酒株式会社

30 色付きガラス製品の加工方法 川村工業株式会社 62 結晶化ガラス製建築用仕上材 日本電気硝子株式会社

31 模様付人工建材の製造方法 三菱重工業株式会社

32 ガラス質タイル及びその製造方法 株式会社イナックス 以下１７点省略

日　本　特　許　公　開　　　平成９年

日　本　特　許　公　開　　　平成１０年

日　本　特　許　公　開　　　平成３年

日　本　特　許　公　開　　　平成４年

日　本　特　許　公　開　　　平成５年

日　本　特　許　公　開　　　平成６年

実　用　新　案　公　開　　　平成６年

日　本　特　許　公　開　　　平成７年

日　本　特　許　公　開　　　平成８年

ガラスタイルの製造加工方法　　　No.9395

[公開編]　　平成2年～平成１３年（１2年間）　　　７９点

CD-ROM版　　　￥18,500    　　  　　　  　　　　全文公報版　　　￥18,500

日　本　特　許　公　開　　　平成２年

（　CD-ROM版・全文公報版　一括購入　　　￥27,000　）


