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地中熱利用空調方法と装置
[登録編]平成29年（1年間）　　64点



1 地中熱ヒートポンプ装置 株式会社コロナ 38
地中熱利用システムの熱交換装置の
施工方法および地中熱利用システム

株式会社クボタケミックス

2 ヒートポンプシステム クラフトワーク株式会社 39 ヒートポンプ装置 株式会社コロナ

3 農業栽培施設の温度調節装置 ジオシステム株式会社 40 地中熱交換器 ＪＦＥスチール株式会社

4
地中熱交換器及び地中熱交換器の製
造方法

ＪＦＥスチール株式会社 41
地中熱交換装置に用いる伝熱管の施
工方法

前田建設工業株式会社

5 ヒート・ポンプ・システム
ブラック　ダイアモンド　テク
ノロジーズ　リミテッド

42 複合熱源ヒートポンプ装置 株式会社コロナ

6 ヒートポンプ装置 三菱電機株式会社 43 採放熱杭および杭の施工方法 大成建設株式会社

7
地中熱利用の換気システムを用いた融
雪装置

積水化学工業株式会社 44 外気導入空調システム 大和ハウス工業株式会社

8 ヒートポンプ装置 株式会社コロナ 45 地中熱利用ヒートポンプシステム 東日本旅客鉄道株式会社

9 ヒートポンプ装置 株式会社コロナ 46 ヒートポンプ装置 株式会社コロナ

10
地中熱交換機能を有する鋼矢板、地
中熱交換配管システム

東京瓦斯株式会社 47 複合熱源ヒートポンプ装置 株式会社コロナ

11
ガレージを利用した地中熱利用システ
ム

積水化学工業株式会社 48
建築物構造、及び建築物構造の形成
方法

みやび建設株式会社

12 給湯排熱利用空調システム 積水化学工業株式会社 49 冷暖房装置 クラフトワーク株式会社

13 保持部材、及び、地中熱交換器 株式会社大林組 50
エネルギー供給システムを運転する方
法

ヴィト　ナムローゼ　フェン
ノートシャップ

14 ヒートポンプ装置 三菱電機株式会社 51 地中熱利用システム 株式会社竹中工務店

15
熱交換器施工方法、及び熱交換施工
ユニット

鹿島建設株式会社 52 複合熱源ヒートポンプ装置 株式会社コロナ

16 熱源システム 大和ハウス工業株式会社 53 複合熱源ヒートポンプ装置 株式会社コロナ

17 空調システム ハラサワホーム株式会社 54 管部材の建て込み方法 株式会社大林組

18
地中熱及びヒートポンプ利用の建物用
空調システム

積水化学工業株式会社 55
熱交換器の設置方法および熱交換器
の設置補助装置

株式会社イノアック住環境

19 地中熱ヒートポンプシステム 株式会社ダイワテック 56 チューブ保持スペーサ 積水化学工業株式会社

20
地熱源を地域熱供給網へ熱技術的に
接続する方法

シーメンス　アクチエンゲゼ
ルシヤフト

57 建物の空調システム パナホーム株式会社

21 アース・ソーラーシステム
株式会社　▲高▼▲橋▼
監理

58
地中熱交換器及びこれを用いた空調
システム

株式会社高垣製作所

22 アース・ソーラーシステム
株式会社　▲高▼▲橋▼
監理

59 地中熱交換器の挿入方法 株式会社大林組

23 アース・ソーラーシステム
株式会社　▲高▼▲橋▼
監理

60 蓄熱システム 大和ハウス工業株式会社

24 地中熱交換器
ゼネラルヒートポンプ工業株
式会社

61 地中熱を利用した冷暖房装置
株式会社　▲高▼▲橋▼
監理

25 複合熱源ヒートポンプ装置 株式会社コロナ 62 気液接触装置
株式会社育水舎アクアシス
テム

26 複合熱源ヒートポンプ装置 株式会社コロナ 63 複合熱源ヒートポンプ装置 株式会社コロナ

27 ヒートポンプ装置 株式会社コロナ 64 揚水型熱交換装置 ジオシステム株式会社

28
地中熱交換器の施工方法及び地中熱
交換器

清水建設株式会社

29
熱電統合型エネルギ管理システムおよ
びその制御方法

株式会社日立製作所

30
同軸型地中熱交換器及び地下にこの
ような同軸型地中熱交換器を設置する
方法

ブローダー　アクチエンゲ
ゼルシャフト

31 熱交換パイプユニット 株式会社トヨックス

32 外気温度感応式冷暖房装置 大韓民国農村振興庁

33
地中熱交換器の設置工法とその設置
装置

三菱マテリアルテクノ株式
会社

34
汚染土壌の浄化設備、及び汚染土壌
の浄化方法

株式会社竹中工務店

35 地中熱利用システム 清水建設株式会社

36 冷温熱発生装置 クラフトワーク株式会社

37
地域の地中熱ヒートポンプシステムの
源側水及び中水の公共給水管網シス
テム

天津市格瑞思機電新技術
有限公司 以上64点収録
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[登録編]　　平成29年（1年間）　　　　64点
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