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1 タイルカッター 産経物産株式会社 34 割肌タイルの成形機及び製造方法 株式会社イナックス

2 役物タイルの成形方法 株式会社イナックス 35 ＣａＣＯ３の固化方法
独立行政法人産業技術総
合研究所

3
ユニット床材の補修方法と補修に便利
なユニット床材並びにこれらに装着さ
れる接着リング

積水化学工業株式会社 36 光触媒機能を有する多機能材 東陶機器株式会社

4 タイル床ユニット 東洋エクステリア株式会社 37
かき動かし部材を用いた粉粒体重合
層による模様入り成形体の成形方法

シーシーエイ株式会社

5
タイル張り合成樹脂板を有するプール
用可動床装置

タンク株式会社 38 床構造
元旦ビューティ工業株式会
社

6 発泡セラミックスの製造方法 株式会社イナックス 39
窯業製品の成形方法およびその成形
ラインシステム

高浜工業株式会社

7 高強度陶磁器及びその製造方法 株式会社イナックス 40
建築用化粧パネル及びその製法及び
その施工方法

株式会社ライフコミュニティ

8 高生産性セラミック釉薬 アクアロン・カンパニー 41 建築材料の彩色方法
バイエル　アクチェンゲゼル
シャフト

9 タイルの面取加工装置 株式会社イナックス 42 ＰＣ版タイルの製造方法 石川島建材工業株式会社

10 粘土製品の表面処理方法 長野　正紘 43 建築物表面仕上用シートの製造方法 山本窯業化工株式会社

11
建材および構造材ならびにその製造
方法

東陶機器株式会社 44 抗菌性を有する多機能材 東陶機器株式会社

12
抗菌抗カビ性セラミックス及びその製
造方法

独立行政法人産業技術総
合研究所

45 抗菌セラミックスの製造方法 株式会社イナックス

13
コーナー部のレンガタイル下地及びそ
の施工方法

新日軽株式会社 46
廃棄物を主原料とする骨材用粒状物
の製法

亀井製陶株式会社

14
レンガタイル用下地材及びその取り付
け方法

新日軽株式会社 47 　プレート及びその製造方法 ライン工業株式会社

15 タイルのユニット化方法 大日本印刷株式会社 48
建築物複合塗材用固結剤と塗材の製
造方法

河田　繁行

16
弾性接着剤タイル張り工の暴露試験法
及びその装置

西松建設株式会社 49 湿式タイル貼り工法 株式会社黒川タイル技建

17 多孔質軽量陶器素地 滋賀県 50 調湿建材及びその製造方法 株式会社イナックス

18 軽量材及びその製造方法 東陶機器株式会社 51 外断熱壁材 山田　滋雄

19 土壌を原料とするブロック化物 藤　良和 52
ＣａＣＯ３及び／又はＭｇＣＯ３の固化
方法

独立行政法人産業技術総
合研究所

20 建築用パネル 株式会社竹中工務店 53 複合材料とその製造方法
ランキサイド　テクノロジー
カンパニー，リミティド　パー
トナーシップ

21 低熱膨張セラミックス成形体の製造法 旭硝子株式会社 54 ＭｇＣＯ３の固化方法
独立行政法人産業技術総
合研究所

22
化粧板先付けモルタルコート軽量気泡
コンクリートプレキャストパネルの製造
方法

住友大阪セメント株式会社 55 施釉製品表面の平滑性評価方法 東陶機器株式会社

23 粒状の防音板用素材の製造方法 ミサワセラミックス株式会社 56 乾式タイル張施工用目地材 株式会社イナックス

24 タイル成形装置 株式会社イナックス

25 模様付け金型および模様付け方法 松下電工株式会社

26
取付部材の固定構造、固定装置及び
壁材

株式会社イナックス

27
窯業製品の一次成形方法およびその
一次成形型

高浜工業株式会社

28
ブラインドホールへの取付装置及び取
付方法

株式会社イナックス

29 組立式浴室の施工方法 葵興業株式会社

30
外壁材、その施工方法およびその目
地構造

松下電工株式会社

31 発泡セラミック複合ボード 株式会社大久保製壜所

32 タイル連結装置 株式会社文晶堂

33
模様入りセラミックス成形体の製造方
法

シーシーエイ株式会社 以上５６点収録
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