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防音シートの製造加工方法
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［公開編］平成５年～平成１４年（１０年間） １００点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２３，０００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２３，０００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥３４，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内
No,9488 公開特許 スポンジ・ゴムの製造加工方法 平.12-14 80点 ￥18,700
No,8831 〃 〃 平.9-11 80点 ￥27,900
No,8197 〃 〃 平.5-8 79点 ￥27,600
No,8897 〃 防音床下地材と防音方法 平.5-11 103点 ￥33,000
No,8896 〃 舗装用ゴム・ブロックの製造方法 平.5-11 97点 ￥32,700
No,9198 〃 高減衰ゴム組成物と免震構造体 平.9-12 88点 ￥30,000
No,8250 〃 〃 平.5-8 80点 ￥29,700
No,8559 〃 制振ゴム・シート材の製造加工方法 平.5-9 60点 ￥23,500
No,8771 〃 積層防水ゴムシート材 平.5-10 67点 ￥26,700
No,8650 〃 配管用防音材と防音方法 平.6-10 85点 ￥29,700
No,8417 〃 凍結路面スリップ防止用ゴム板材 平.6-9 70点 ￥25,400
No,8530 〃 コンクリート打継部用止水材 平.5-9 69点 ￥26,400
No,9199 〃 水膨潤性シーリング材 平.10-12 60点 ￥20,900
No,8757 〃 〃 平.9-10 60点 ￥21,800
No,8204 〃 〃 平.5-8 71点 ￥27,800
No,9350 〃 曲がりゴムホースの製造加工方法 平.5-13 77点 ￥19,200
No,9349 〃 抗菌性ゴムの製造加工方法 平.5-13 71点 ￥17,700
No,8423 〃 ゴムタイルの製造加工方法 平.5-9 66点 ￥23,700
No,8504 〃 ゴム樹脂複合体の成形方法 平.5-9 69点 ￥25,400
No,9200 〃 マンホール継手用止水材 平.11-12 67点 ￥23,700

*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、Ｂ５製本版は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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1 車両用制振防音シート 豊田合成株式会社 44 ガバナ用防音カバー 東京瓦斯株式会社

2 積層防音床材
ダイワボウ・クリエイト株式会
社

45 防音シート材 オカモト株式会社

3 遮音二重床構造及びその施工方法 日立ゴム加工株式会社 46 床構造 フクビ化学工業株式会社

4 防音シート アイシン高丘株式会社 47 防音材 豊田合成株式会社

5 防音パネル アイシン高丘株式会社 48 防音シート 三菱マテリアル株式会社

6
防音床と天井パネルとを一体に備えた
構造材

中本　祐昌 49
側溝本体と蓋体との騒音緩衝材およ
び騒音緩衝構造

早川ゴム株式会社

7 制振材 アイシン高丘株式会社 50 発泡シート及びその製造方法 チッソ株式会社

8 防振性滑りシート 日東電工株式会社 51 防音シート アイシン高丘株式会社

9 管、棒等の打込み工事用防音装置
筒中プラスチック工業株式
会社

52 防音シート アイシン高丘株式会社

10 緩衝シート及びこれを用いた防音床材 三ツ星ベルト株式会社 53 防音・防振シート体の張付方法 高尾金属工業株式会社

11 制振遮音シート 東ソー株式会社 54 床材 株式会社ヒロタニ

12 片面粘着性ゴムシ－ト 光洋産業株式会社 55 防振防音シート
エヌ・オー・ケー・メグラス
ティック株式会社

13 床材用複合シート及びそれを用いた床 積水化学工業株式会社 56 防音・制振処理した積層構造体 サンスター技研株式会社

14
難燃性メルトブローン不織布積層防音
シート材料

ミネソタ　マイニング　アンド
マニュファクチャリング　カン
パニー

57 加圧接着型粘着剤層付き防音板 積水化学工業株式会社

15 複合防音材 日本セキソー工業株式会社 58 建築物配管制振防音部材 早川ゴム株式会社

16 制振材 アイシン高丘株式会社 59 発泡成形体及びその製造方法 池田物産株式会社

17 制振防音シート 三洋化成工業株式会社 60 防音シート
株式会社アサヒコーポレー
ション

18 開閉式天蓋防音構造 大成建設株式会社 61 防音防振材の施工方法 日本遮研株式会社

19 遮音性を有する除電シート 株式会社ニチマン 62 配管用防音シート 埼玉ゴム工業株式会社

20 シート状緩衝材および防音床材 株式会社ノダ 63 床用防音シート 積水化学工業株式会社

21 防音シ－ト及びその製造方法 本田　勝喜 64 床用防音シート 積水化学工業株式会社

22
防音用発泡シートとその製造法及び木
質系複合床材

プラス・テク株式会社 65 制振材および制振材の製造方法 トヨタ自動車株式会社

23 遮音材及び積層シート オカモト株式会社 66 制振材 アイシン高丘株式会社

24 難燃性防音シート アイシン高丘株式会社 67
制振遮音シート及びその製造方法並
びに制振遮音床材

積水化学工業株式会社

25 防音シート アイシン高丘株式会社 68 床用防音シート 積水化学工業株式会社

26 制振材 アイシン高丘株式会社 69 水中吸音楔の構造 横浜ゴム株式会社

27 防音シート 株式会社河合楽器製作所 70 床用防音下地材 積水化学工業株式会社

28 防音シート アイシン高丘株式会社 71 複合パネル 住友金属鉱山株式会社

29 遮音壁 西川ゴム工業株式会社 72 防音床材及び防音床構造 早川ゴム株式会社

30
皺付き片面自己粘着性防音及び防振
材

株式会社ヨネイ 73
住宅床用遮音・制振材及びその製造
方法

広島化成株式会社

31 床用遮音シート 東洋プライウッド株式会社 74 床材
株式会社エービーシー商
会

32
表面施工方法、建材パネル及び壁面
用シート

株式会社宮澤総業 75 微細化古紙のブレンドゴム材 渡辺　新一

33 着脱式防音シート 日揮株式会社 76 防音材 東海ゴム工業株式会社

34 便器用防音シートとその製造方法 株式会社イナックス 77
床用防音シート及び床用防音積層
シート

積水化学工業株式会社

35 防音材 豊田合成株式会社 78 高制振性ゴム組成物及び遮音ボード 東洋ゴム工業株式会社

36 制振、遮音シート組成物 日本合成ゴム株式会社 79 床用防音シ―ト 積水化学工業株式会社

37
防水シートを用いた防音パネルの防水
工法、及び、防水シートと防音パネル
間の接着剤

株式会社スミタ工業 80
給排水管の騒音防止構造、その施工
方法及び防音シートと留め具の組み合
わせ

早川ゴム株式会社

38 木質床板材および防音床構造 セントラル硝子株式会社 81 トンネル内の吸音防水構造 アサヒゴム株式会社

39 防音材の製造方法 豊田合成株式会社 82
排水管用防音シート及びその防音構
造

日東電工株式会社

40 防音材 豊田合成株式会社 83 防音用マット及びその製造方法 フジ化成工業株式会社

41 防音材 豊田合成株式会社 84 防音床材 積水化学工業株式会社

42 防音材 豊田合成株式会社 85 防音パネル ニチアス株式会社

43 防音床の施工方法 積水化学工業株式会社 以下１５点省略

防音シートの製造加工方法 　　　No.961１

[公開編]　　平成５年～平成１４年（１０年間）　　　１００点

CD-ROM版　　　￥23,000    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥23,000

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥34,000　）


