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1 ドラム罐 中央産業株式会社 32 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

2 缶胴溶接部の検査装置及び検査方法 東洋製罐株式会社 33
耐食性に優れたポリプロピレンラミネー
ト缶及びその製造方法

ＪＦＥエンジニアリング株式
会社

3
溶接缶シーム溶接部の補正方法およ
び補正装置

東洋鋼鈑株式会社 34 缶胴の位置検出装置及び方法 齋藤製罐株式会社

4 印刷済み製缶用金属板材の製造方法 大和製罐株式会社 35 リシール缶の製造方法 大和製罐株式会社

5
缶胴接合部へのテープ状樹脂フィルム
被覆方法

大和製罐株式会社 36
金属缶溶接部補修テープ用ポリエステ
ル系シート及びフィルム

東洋紡績株式会社

6 金属製ドラム缶 鋼管ドラム株式会社 37
溶接部被覆フィルム及び溶接部被覆
方法並びに樹脂被覆缶

ＪＦＥスチール株式会社

7 ラミネート缶胴溶接部の補修方法 川鉄コンテイナー株式会社 38
紋様転写材、紋様転写缶およびこれら
の製造方法

東洋製罐株式会社

8 溶接缶用内面補正塗料 東洋製罐株式会社 39
ネジ付き缶容器及びそのキャップ密封
構造

大和製罐株式会社

9
金属板熱ラミネート用積層ポリエステル
フィルム

三菱化学ポリエステルフィ
ルム株式会社

40 金属缶の開口カール部 大和製罐株式会社

10 ラミネート缶体の製造方法 日本鋼管株式会社 41
シーム溶接用表面処理鋼板及びこれ
による缶体

新日本製鐵株式会社

11 溶接缶用内面補正塗料 東洋製罐株式会社 42 缶体 東洋製罐株式会社

12 角缶の缶胴形成方法およびその装置 株式会社ネピユー技研 43
長尺テープ状フィルムの巻取り巻解き
治具、それを用いた巻取り方法、巻解
き方法、およびそれらを用いた．．．

東洋鋼鈑株式会社

13
缶胴のテープ補修方法およびその装
置

株式会社ネピユー技研 44 金属缶の溶接方法及び製造方法 株式会社ネピユー技研

14 ３ピース缶用溶接缶胴の製造方法 大和製罐株式会社 45
溶接缶溶接部の補正テープ、補正
テープの圧着ロールおよびそれらを用
いた溶接缶溶接部の．．．

東洋鋼鈑株式会社

15 ３ピース缶用溶接缶胴の製造方法 大和製罐株式会社 46 チタン容器及びその製造方法
富士アセチレン工業株式会
社

16
フランジ成形性に優れた高強度溶接
缶用薄鋼板及びその製造方法

新日本製鐵株式会社 47
ラミネート缶溶接部補修テープ及びラミ
ネート缶溶接部の補修方法

ＪＦＥスチール株式会社

17
耐錆性に優れたクロムめっき鋼板の製
造方法

川崎製鉄株式会社 48
ラミネート缶溶接部補修テープ及びラミ
ネート缶溶接部の補修方法

ＪＦＥスチール株式会社

18 密着性、耐食性に優れた容器用鋼板 新日本製鐵株式会社 49
Ｃｒ含有鋼を素材としたドラム缶および
その製造方法

関西ペイント株式会社

19
フィルム片高精度位置決め搬送方法
及びその装置

東洋製罐株式会社 50 ネジ付き缶詰の製造方法 大和製罐株式会社

20 ラミネート缶体の製造方法 日本鋼管株式会社 51 内面樹脂被覆鋼製ドラム缶 ＪＦＥコンテイナー株式会社

21
コードマーク付き溶接缶胴及びその
コードマークの形成方法

大和製罐株式会社 52
溶接性、耐食性、外観性、搬送性に優
れた溶接缶用鋼板

新日本製鐵株式会社

22
筒状体内面の処理に用いる処理媒体
供給装置およびそれを用いた筒状体
内面の処理装置

東洋鋼鈑株式会社 53
アンカーコート層を設けた溶接缶胴及
びそれを用いた溶接缶

東洋製罐株式会社

23 大型金属製角缶の製造方法及び装置 川崎製鉄株式会社 54 開缶溝付金属缶 ＪＦＥスチール株式会社

24
スタック性に優れた大型金属製角缶及
びその製造方法

川崎製鉄株式会社 55 溶接缶胴及びそれを用いた溶接缶 東洋製罐株式会社

25
溶接缶の溶接部の補正テープおよび
それを用いて溶接部を補正してなる缶

東洋鋼鈑株式会社 56 耐振動鋼製ドラム缶 ＪＦＥコンテイナー株式会社

26
容器用樹脂フィルム、その樹脂フイル
ムを被覆してなる容器用樹脂フィルム
被覆鋼板、それを用いた．．．

東洋鋼鈑株式会社 57 角形缶 尼崎製罐株式会社

27
ドラム缶の巻締前の変形監視装置およ
び変形監視方法

日鐵ドラム株式会社 58
金属板製大型角缶、開蓋工具及びそ
の開蓋工具を使用する開蓋方法

ＪＦＥスチール株式会社

28
ステンレス製容器の製造方法及びステ
ンレス製容器

協和容器株式会社 59 ストライプラミネート鋼板の製造方法 新日本製鐵株式会社

29 開蓋性に優れた大型金属板製角缶 川崎製鉄株式会社 60
溶接缶用ストライプラミネート鋼板およ
びその製造方法

新日本製鐵株式会社

30
飲料用３ピース缶における缶蓋の巻締
装置

北海製罐株式会社 61
溶接缶シーム溶接部の補正方法及び
その補正装置

東洋鋼鈑株式会社

31 金属容器の製造方法 三菱重工業株式会社 62 溶接缶用クロムメッキ鋼板 新日本製鐵株式会社
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