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1 管路のライニング工法 株式会社ハッコー 41 配管内壁塗装方法 有信株式会社

2 塗装用ピグ 有信株式会社 42 配管内壁の塗膜構造及びその工法
有限会社新技術マネイジメ
ント

3 塗装用ピグ 有信株式会社 43 下水管渠の更生方法 栗原工業株式会社

4 管路内へのポリエチレン管の挿入工法 株式会社ハッコー 44 配管内面の塗装装置及び塗装方法 有信株式会社

5 配管の更生修理工法 東京瓦斯株式会社 45 排水管更正工法 株式会社　創研

6 温水用配管の更生修理工法 東京瓦斯株式会社 46 ピグと配管ピグ工法 有信ビルサービス株式会社

7
管内ライニング方法およびそれに使用
する装置

大阪瓦斯株式会社 47 鋼管補修方法 旭テック株式会社

8
管内ライニング工法及びライニング用
ピグ

大阪瓦斯株式会社 48 既設配管内面塗布装置及び塗布方法 東京瓦斯株式会社

9
管路内面へのポリエチレン管の成形工
法

株式会社ハッコー 49 配管更生方法 有信株式会社

10 管路における内装管の溶融成形工法 株式会社ハッコー 50 鋼管内面塗装工法 中電工業株式会社

11 管路における内装管の溶融成形工法 株式会社ハッコー 51 配管研磨方法とそのための物体 有信株式会社

12 管路における内装管の溶融成形工法 株式会社ハッコー 52
融雪本管及びそのノズル取付管内のク
リーニング及び塗装

株式会社▲吉▼▲崎▼商
会

13
既設配管のライニング装置およびライ
ニング工法

株式会社ニシヤマ 53 排水立管のライニング方法 日本設備工業株式会社

14
管端閉止ジグ及びそれを用いた鋼管
内面の清掃・研磨・塗装方法

有信株式会社 54
配管ライニング装置および配管ライニ
ング方法

ＴＥＸＡＳ株式会社

15
排水管のライニング工法、該ライニング
工法に使用するライニング補助具

有限会社つまりぬきにじゅう
よん

55
配管ライニング装置および配管ライニ
ング方法

ＴＥＸＡＳ株式会社

16
管内清掃用又は塗装用ピグ及びその
使用法

有信株式会社 56 管内塗膜およびその形成方法 株式会社サニーダ

17 配管のライニング方法 日本リフォーム株式会社 57 表面処理治具と表面処理方法 有信株式会社

18 排水管の更生方法 日本リフォーム株式会社 58 配管内面塗膜の硬化促進方法 日本リフォーム株式会社

19 管内ライニング方法 日本リフォーム株式会社 59
配管ライニング装置および配管ライニ
ング方法

ＴＥＸＡＳ株式会社

20 排水枝管の更生方法 日本リフォーム株式会社 60 塗装用ピグ及びこれを用いた配管内面 株式会社関原工業所

21
鋼管内面の研磨又は塗装装置及び研
磨又は塗装方法

ライニングサービス株式会
社

61 排水立て管の更生方法
ジャパン・エンヂニアリング
株式会社

22 管内ライニング工法 大阪瓦斯株式会社 62
ワン型排水トラップ用配管接続装置及
び配管接続治具

日本リフォーム株式会社

23
管路内面へのポリエチレン管の成形工
法

株式会社ハッコー 63
管状体内壁面に耐摩耗性粉粒体層を
形成する方法

レッドゴールド株式会社

24
管路内面へのポリエチレン管の成形工
法

株式会社ハッコー 64 給水管のライニング方法 日本設備工業株式会社

25 パイプ内壁面の塗膜形成方法 日本軽金属株式会社 65 給水管のライニング方法 日本設備工業株式会社

26 管路内への管状内装材の挿入工法 株式会社ハッコー 66
配管内面の処理方法および処理シス
テム

株式会社サニーダ

27 管路内への管状内装材の挿入工法 株式会社ハッコー

28 既設管路の補修工法 ライノセラス総業株式会社

29 排水管更生工法 株式会社　創研

30 鋼管内面の塗装方法 有信株式会社

31 埋設管の撤去工法 株式会社ハッコー

32
配管内壁ライニング装置およびその方
法

テクサス株式会社

33 ライニング装置及びライニング方法 日本リフォーム株式会社

34
管内ライニング膜の施工状態確認工
法

東京瓦斯株式会社

35 給水管更生方法 勝　誠

36
貫通配管における露出境界部の補修
工法

三京ダイヤモンド工業株式
会社

37
既に配管接続された小口径銅管内面
へ防錆塗布する方法

松下電工ホームソリューショ
ン株式会社

38 既設横管の管路更生工法 株式会社協和日成

39 管内ライニング用ピグ 大阪瓦斯株式会社

40 配管内壁のライニング方法 ＴＥＸＡＳ株式会社 以上６６点収録
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