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モザイクタイルの製造加工方法
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］平成５年～平成１３年（９年間） ８７点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２１，７００－
◎全文紙収録 全文公報版 ￥２１，７００－

（ CD-ROM版・全文公報版 一括購入 ￥３２，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内

No,9180 公告特許 蟻溝付タイルの成形方法と装置 平.6-12 116点 ￥38,700
No,9181 〃 タイルユニットの製造方法と装置 平.6-12 106点 ￥36,800
No,9182 公開特許 蟻溝付タイルの成形方法と装置 平.11-12 46点 ￥16,300
No,9183 〃 タイルユニットの製造方法と装置 平.11-12 63点 ￥21,800
No,9266 登録特許 タイルの製造加工方法と装置 平.13 58点 ￥14,700

No,9048 〃 〃 平.12 61点 ￥20,700
No,8882(B) 〃 〃 平.11 61点 ￥20,700
No, 〃 (A) 〃 〃 平.10 60点 ￥20,500
No,8770 公開特許 タイルの貼着方法とタイルパネル 平.5-10 85点 ￥28,800

No,8769 〃 タイル成形金型と成形方法 平.5-10 102点 ￥33,400
No,8768 〃 外壁タイルの剃落防止方法 平.8-10 81点 ￥28,400
No,8658 〃 割肌タイルの製造方法と装置 平.5-10 73点 ￥26,400
No,8630 〃 蟻溝付タイルの成形方法と装置 平.5-10 89点 ￥29,700
No,8636 〃 タイルの施釉方法とその装置 平.7-10 67点 ￥24,600

No,8604(A) 〃 廃棄物利用タイルの製造加工方法 平.5-10 63点 ￥23,400
No, 〃 (B) 〃 タイル用杯土の調整方法と装置 平.5-10 63点 ￥23,400
No,8602 〃 役物タイルの製造方法と装置 平.5-10 68点 ￥24,300
No,8601 〃 タイルユニットの製造方法と装置 平.6-10 104点 ￥36,700
No,8563 〃 滑り止めタイルの製造加工方法 平.5-9 65点 ￥23,700

No,8562 〃 タイル先付けＰＣ版の製造方法 平.5-9 60点 ￥20,600
No,8560 〃 タイル舗装施工法と部材 平.5-9 68点 ￥24,000
No,8652 〃 タイルの焼成方法と装置 平.1-2 58点 ￥21,400
*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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CD-ROM版・全文公報版・一括購入

題 名
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合計 ￥

担 当 者 名 E-mail

℡ （ ） FAx （ ）

住所 〒



30 分割用モザイクタイルユニット 株式会社イナックス

1
ブロックが移動自在なタイル整列装
置

株式会社イナックス 31
タイルパネル用タイル配列装置およ
びその配列方法

株式会社ノアエンジニア
リング

2 仕切板が昇降自在なタイル整列装置 株式会社イナックス 32
タイル自動配列装置、同方法、およ
び物品収納カセット

ガーバー　サイエンティ
フィック　．．．

3 タイル整列方法 株式会社イナックス 33 タイル張り工法 森井タイル株式会社

4 タイル整列方法 株式会社イナックス 34 モザイクタイルの配列装置 玉川窯業株式会社

5 モザイクタイルの製造方法 株式会社イナックス

6
区画室底板が昇降自在なタイル整列
装置

株式会社イナックス 35 タイルユニット 住友化学工業株式会社

7 タイルの整列方法及び整列装置 株式会社イナックス 36 タイルユニット
株式会社オリオンユニッ
ト

8 タイルの整列装置 積水化学工業株式会社

9 タイルの整列装置 金山機械株式会社 37 タイルの乾式成形方法 株式会社イナックス

10 モザイクタイルシートの形成方法 有限会社コムズ 38 目地付タイル
日本モザイクタイル株式
会社

39 タイル整列装置
ミサワセラミックス株式
会社

11 タイル整列用枠体 株式会社イナックス 40 タイル整列装置
ミサワセラミックス株式
会社

12 施釉タイルの整列装置 株式会社イナックス 41 タイル整列装置
ミサワセラミックス株式
会社

42 乾式施工用のタイルおよび製造方法
日本モザイクタイル株式
会社

13 乾式施工用のタイル製造方法
日本モザイクタイル株式
会社

14 裏目地タイル張り工法 森井タイル株式会社 43 タイルユニット及びその製造方法 住友化学工業株式会社

15 タイルの整列配置用位置決枠体 株式会社マキノ 44
タイル、タイルユニットおよびこれ
らの製造装置ならびに製造方法

東陶機器株式会社

16
タイルユニット及びそれを使用する
ＰＣ板先付け工法

森井タイル株式会社 45 タイルおよびモザイクタイル 松村　勝郎

17
タイルのパネルユニット及びその製
造方法

日本モザイクタイル株式
会社 46 役物タイル搬送装置 株式会社羽田野タイル

18
湿式成形によるタイル製造ラインシ
ステム

日本モザイクタイル株式
会社 47 針状斑点タイルの製造方法 株式会社カンヨー

19
割肌タイル、割肌タイル群、割肌タ
イルパネル、タイル壁及び．．．

藤本タイル株式会社 48
針状斑点タイル及びその製造方法、
装置

株式会社カンヨー

20 モザイクタイル形成用小板
ピー・エス・ジャパン株
式会社

21 タイル配列方法 株式会社イナックス 49 シート状タイルユニット 梅林製陶株式会社

22 モザイクパネル用タイル板連結装置 キムラ電機株式会社 50 タイル素地 玉川窯業株式会社

23 モザイクパネル用連タイル
株式会社ケー・シー・
シー・商会 51

ユニットタイルのシート剥離方法及
びその装置

オーケータイル株式会社

24 モザイクタイル 玉川窯業株式会社 52 タイルユニットの製造方法 株式会社イナックス

53 ユニットタイルおよびその製造方法 暁化成株式会社

25 ユニットタイル 近江化学陶器株式会社

54 タイル整列装置 株式会社イナックス

26 タイルユニット 岩尾磁器工業株式会社 55
タイルの補修工法とそのためのアン
カープレート

株式会社リノテツク

27 タイルパネル及びその製造方法 森井タイル株式会社 56
ユニットタイル及びそのユニットタ
イルの製造方法

長谷川　伸之

28 ユニットタイル用位置決め型 株式会社イナックス 57 組み合わせタイルユニット 株式会社水沼タイル

29 タイルの整列方法
東洋エンジニアリング株
式会社 58

タイル整列用シートおよびそれを用
いたタイルパネルの製造方法

ミサワセラミックス株式
会社

以下２９点省略

日　本　特　許　公　開　　　平成７年

実　用　新　案　公　開　　　平成７年

日　本　特　許　公　開　　　平成８年

日　本　特　許　公　開　　　平成９年

登　録　実　用　新　案　　　平成９年

日　本　特　許　公　開　　　平成１０年

日　本　特　許　公　開　　　平成１１年

実　用　新　案　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

登　録　実　用　新　案　　　平成６年

モザイクタイルの製造加工方法　　　No.9352

[公開編]　　平成５年～平成１３年（９年間）　　　８７点

CD-ROM版　　　￥21,700    　　  　　　  　　　　全文公報版　　　￥21,700

日　本　特　許　公　開　　　平成５年

（　CD-ROM版・全文公報版　一括購入　　　￥32,000　）


