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No,8602 〃 役物タイルの製造方法と装置 平.5-10 68点 ￥24,300
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No,7608(B) 〃 タイルの製造加工方法 平.3-4 89点 ￥32,000
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
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1
シェルモールド鋳物廃砂及び廃シェル
を利用した舗装用焼成タイルの製造方
法

天野　孝三 40 トンネル内装材の取付構造
株式会社アイジー技術研究
所

2 化粧板 伸興化成株式会社 41
石膏ボードの再利用方法、埋め戻し
材、セメント用骨材、路盤用骨材、レン
ガ及びタイル

株式会社丸八

3 タイルパネルの張付工法 株式会社ＩＮＡＸ 42
加熱方法及びそれを実施する連続式
焼成炉

日本ファーネス工業株式会
社

4
パネル状壁材の取付板への取付け方
法、及び、この方法の実施に用いるア
ジャスタ

吉田　光寛 43
バサルトタイル路面のすべり抵抗値の
回復方法及び装置

日本鋪道株式会社

5
建築板及びその施工方法、並びに施
工構造

ニチハ株式会社 44 内装材 東陶機器株式会社

6 泥漿鋳込み成形型の泥漿給排口構造 東陶機器株式会社 45 タイル床用接着剤組成物 積水化学工業株式会社

7 留め付け金具 ニチハ株式会社 46 抗菌防黴性陶磁器製品 住友大阪セメント株式会社

8 タイル焼成用棚板 日本碍子株式会社 47 外壁パネルおよび外壁構造 株式会社ジェイエスピー

9 タイル貼着用モルタル組成物 日本化成株式会社 48 建築板及びその製造方法 ニチハ株式会社

10 タイル施工構造 株式会社ＩＮＡＸ 49 タイル建材 大和ハウス工業株式会社

11 タイルユニットの製造方法 金山機械株式会社 50 タイルの施釉方法及びその施釉装置 東陶機器株式会社

12
タイル整列板を用いたタイルユニットの
製造方法

金山機械株式会社 51 プラットホーム先端弾性タイル 川崎重工業株式会社

13
タイル等の陶板の乾式施工法による取
付け構造

東陶機器株式会社 52
コンクリート表面硬化遅延テープもしく
はシート

積水化学工業株式会社

14 タイルの接着剤張り用マスク 西松建設株式会社 53 設置・撤去が容易な床面構造 渡辺　俊男

15 乾式タイル 大和ハウス工業株式会社 54 マーク付建築材 ニチハ株式会社

16 タイル及びその製造方法 石川県 55 パネル状壁材 吉田　光寛

17
塩ビ系タイル等のデザイン貼り施工方
法

石原機械工業株式会社 56 ユニットタイル 株式会社コバヤシ

18
電波吸収体用部材、電波吸収体およ
び電波吸収体用部材の製造方法

株式会社竹中工務店 57 タイルの施工方法 株式会社ＩＮＡＸ

19 張出部下端面の見切り材及び建物 株式会社ＩＮＡＸ 58
建築用型枠への外壁用タイル貼り付け
装置

窪田建設株式会社

20 プール用タイルの構造 ヤマハ発動機株式会社 59 外壁板の製造方法 ニチハ株式会社

21 外断熱外壁構造 株式会社アーバン・ハート 60 外壁用建材 東陶機器株式会社

22
目地部塗装磁器タイルパネルの製造
方法

大日本塗料株式会社 61 浮きタイル接着方法 後藤　悟

23 床タイル タキロン株式会社 62
軽量陶磁器タイルおよび軽量陶磁器タ
イルの製造方法

玉川窯業株式会社

24 床タイル タキロン株式会社 63
調湿タイルの製造方法および調湿タイ
ル

パナホーム株式会社

25 外壁用建材 東陶機器株式会社 64 成形方法 株式会社ＩＮＡＸ

26 外壁用建材 東陶機器株式会社 65
乾式施工における板状建材の取付け
構造

東陶機器株式会社

27 タイル装飾方法 東陶機器株式会社

28
壁面構築パネルユニットにおける石貼
り構造体

富士工業株式会社

29
外壁パネルにおける窯業系外壁面材
とフレームとの接合構造

大和ハウス工業株式会社

30 タイルパネル 株式会社ＩＮＡＸ

31 建築板及びその製造方法 ニチハ株式会社

32
視覚障害者用多色点字タイル及び点
字ブロック又は歩行誘導体

広島化成株式会社

33 被焼成物の燻化装置 高砂工業株式会社

34
建物の外壁改装構造及び外壁改装工
法

小林　猛雄

35 外壁板の取付構造 ニチハ株式会社

36 ラップ式タイル 東陶機器株式会社

37 壁面施工構造 株式会社ＩＮＡＸ

38 光触媒機能を有するタイル テイカ株式会社

39 軽量タイルの製法 中島産業株式会社 以上６５点収録

タイルの製造加工方法と装置 　　No.9653

[登録編]　　平成１５年（１年間）　　　６５点
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