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1 浴槽における収納装置 株式会社イナックス 1 ジェットバスシステム 松下電工株式会社

2
繊維強化プラスチックの成形体並びに
繊維強化プラスチックの浴槽、洗い場
およびキッチンカウンター

松下電器産業株式会社 2 浴室 株式会社イナックス

3 浴室の床構造
ヤマハリビングテック株式会
社

3 浴室洗い場とその製造法 松下電器産業株式会社

4 床パンの構造 松下電工株式会社 4 防水床パンの設置構造 松下電工株式会社

5 ユニットバスル－ムとその施工方法 株式会社イナックス 5 浴室の排水用樋部材
ワイケイケイアーキテクチュ
ラルプロダクツ株式会社

6 浴室ユニット クリナップ株式会社 6 ペット洗い場付住宅 旭化成株式会社

7 浴室ユニットの洗い場フロア クリナップ株式会社 7 浴槽エプロンの取付け構造 松下電工株式会社

8 浴室用床パン 松下電工株式会社 8 ユニットルームの床パンの接続構造 松下電工株式会社

9 浴槽のエプロン取付構造 株式会社イナックス 9 浴室洗い場とその製造法 松下電器産業株式会社

10 浴室の床構造
ヤマハリビングテック株式会
社

10 浴室用防水パン 株式会社イナックス

11 浴室ユニット 東陶機器株式会社 11 浴槽エプロン取付構造 東陶機器株式会社

12 洗い場付き浴槽 積水化学工業株式会社 12 ドア下グレ－チング 株式会社イナックス

13 防水パンの施工構造 東陶機器株式会社 13 浴室ユニット 東陶機器株式会社

14 壁パネルと床面との取付構造 サンウエーブ工業株式会社 14 積層成形体及びその製造方法 積水化学工業株式会社

15 バリアフリー浴室の排水構造 株式会社ノーリツ 15 浴室ユニット用防水床 東陶機器株式会社

16 床パン連結構造 松下電工株式会社 16 ユニットバスにおける床面仕上げ材 株式会社イナックス

17 入浴用補助台座 東陶機器株式会社 17 浴槽と床パンとの排水構造 松下電工株式会社

18 浴室における防水パンの構造 サンウエーブ工業株式会社 18 防水床の製造方法 松下電工株式会社

19 浴室用床パン 松下電工株式会社 19 浴室 トステム株式会社

20 浴室の洗い場床構造 積水化学工業株式会社 20
給湯器のドレイン配管の接続方法及び
チーズ

東京瓦斯株式会社

21 ユニットバスの防水パン支持構造 株式会社ブリヂストン 21 浴室 トステム株式会社

22 浴槽載置用床パン 松下電工株式会社 22 浴室用床パネル 東陶機器株式会社

23 床パン暖房装置の取付構造 松下電工株式会社 23 浴室内設備 株式会社イナックス

24 浴室の保温材取付け構造 東陶機器株式会社 24 浴室 株式会社イナックス

25 浴室の排水構造 東陶機器株式会社 25 浴室 株式会社イナックス

26 床散湯システム 松下電工株式会社 26
耐水性容器状成形体及びその製造方
法

積水化学工業株式会社

27 洗い場付浴槽の構造 東陶機器株式会社 27 ユニットバスの排水構造
ヤマハリビングテック株式会
社

28 浴室ユニット 東陶機器株式会社 28 浴室ユニット 東陶機器株式会社

29 衛生設備ユニット 積水化学工業株式会社 29 浴室ユニットの防水パン 積水ホームテクノ株式会社

30
浴槽へのエプロンの固定構造及び固
定方法

日立化成ユニット株式会社 30 浴室ユニット 積水ホームテクノ株式会社

31 排水溝用蓋 積水化学工業株式会社 31 浴室ユニット 積水ホームテクノ株式会社

32 ユニット式の床パン 株式会社ノーリツ 32 浴室ユニットのドアパン取付構造 積水ホームテクノ株式会社

33 排水トラップ 東陶機器株式会社 33 浴室用シャワー装置 日立化成工業株式会社

34 浴槽 積水化学工業株式会社 34 分割型浴槽エプロン 日立化成工業株式会社

35 床パン設置脚の取付方法と取付治具 積水化学工業株式会社 35
左右勝手共通の浴室カウンターを備え
る浴室ユニット

日立化成工業株式会社

36 ユニットバスの排水装置 積水化学工業株式会社 36 パターン入り浴室用洗場床パン 日立化成工業株式会社

37 ユニット式洗い場の排水構造 株式会社クボタ 37 浴室ユニットの床構造 株式会社イナックス

38 浴室排水構造 株式会社クボタ 38 浴室ユニットの床パン 東陶機器株式会社

39 システムバスユニット
ヤマハリビングテック株式会
社

39 腰壁カウンターの設置構造 東陶機器株式会社

40 浴室用部材 東陶機器株式会社 40 防水パン 株式会社イナックス

41 防水床
ヤマハリビングテック株式会
社

41 防水床パン 松下電工株式会社

42 床パンの設置方法 積水化学工業株式会社 42 成形体 日本ゼオン株式会社

43 洗場付浴槽 東陶機器株式会社 43 浴室の床パンの構造 松下電工株式会社

44
人工大理石とそれを用いたキッチンカ
ウンターまたは浴槽または洗い場

松下電器産業株式会社 44
防水床パンのドア枠取付け部分にお
ける排水構造

松下電工株式会社
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