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1
シリカゲル作製方法および除湿用素子
の作製方法

ニチアス株式会社 38 成形体 株式会社ジェイエスピー

2 点検用ドアパネル コマニー株式会社 39 吸音パネル 株式会社河合楽器製作所

3 家具用または建築用ボード オーリス株式会社 40 化粧板及びフラッシュパネル 大日本印刷株式会社

4
ハニカムコア、連続ハニカムコア及び
展張装置

ナゴヤ芯材工業株式会社 41 反り防止化粧板及びフラッシュパネル 大日本印刷株式会社

5 消臭フィルタの製造方法 シャープ株式会社 42 ハニカムクラフト製造装置
ジーイー東芝シリコーン株
式会社

6 ハニカムエレメントの製造方法 日本無機株式会社 43 磁気泳動表示用パネルの製造方法 株式会社タカラ

7 乾燥用トレー 株式会社パックス 44 化粧板 株式会社パックス

8 強化ハニカム板の製造方法 株式会社パックス 45 緩衝材 株式会社　山鈴製作所

9 リサイクル性に優れた断熱部材 新日本製鐵株式会社 46 ハニカム用シートの製造法 ケージーパック株式会社

10 調湿建材および建物壁構造 信越ポリマー株式会社 47 コンクリート二次製品成形用型枠 株式会社福井鉄工所

11
ハニカム構造体の製造装置とその製
造方法

吉井　久史 48 パネル 小野田　洋二

12
消臭材料及び該消臭材料を用いた消
臭フィルタ

シャープ株式会社 49 水分吸収及び蒸発用ブロック 北陽製紙株式会社

13
サンシェード用芯材およびその製造方
法

豊和繊維工業株式会社 50 塗装天板 コクヨ株式会社

14 ハニカム構造パネル 東洋エクステリア株式会社 51 載置台 株式会社タイムクラフト

15 隙間埋め緩衝体 株式会社タナカヤ 52 段ボール平板 大善株式会社

16 防音壁用部材
株式会社日本オートメー
ション

53
幾何学的連続形状のペーパーコアと
その製造法

ダイス・コア株式会社

17
ボビン等円筒状物用保持板及び該保
持板を用いた梱包方法

村ずみ工業株式会社 54 補強材料とその製造方法および用途
エムフィシント、アウトモティ
ベ、ソシエダッド、アノニマ

18 芯材 有限会社イワタ通商 55 ハニカム構造体及びその製法 株式会社リックス

19 ハニカム隙間嵌合パッド 株式会社タナカヤ 56
コルゲートペーパーコアを有したサンド
イッチ構造の非平板状建築用パネル
およびその製造法

株式会社日本テクマ

20 成型品自動取出し機の取出しチャック 株式会社スター精機 57 吸音パネル及び音響パネル 株式会社河合楽器製作所

21
ハニカムパネルを分離するための方
法、このようにして得られたセパレー
ター、および研磨プレートの．．．

ベシン　ベスローテン　フェ
ンノートシャップ

58 収納の棚板 積水ハウス株式会社

22 防湿シール材料のハニカムコア
ベシン　ベスローテン　フェ
ンノートシヤップ

59
ハニカム材のセルに発泡体を充填する
製造方法

有限会社純正

23 折り畳みシートハニカム構造
カトリーケ　ユニヴェルシタ
イト　リューヴェン

60 ハニカム担体 日本無機株式会社

24 シート用セパレータ
ベシン　ベスローテン　フェ
ンノートシャップ

61
運搬用セキュリティボックスとその製造
方法

サンコーテクノ株式会社

25
織物プリプレグおよびハニカムサンド
イッチパネル

東レ株式会社 62 不燃耐火断熱パネル 株式会社常盤電機

26 パネルの積載構造 積水化学工業株式会社 63 軽量板材 株式会社イトーキクレビオ

27 ハニカム構造クッションの製造方法 洪　志修 64
サンドイッチ構造体用ハニカム芯材の
製造方法

旭ファイバーグラス株式会
社

28
ハニカムコア用基材およびその製造方
法

三木特種製紙株式会社 65 保冷容器 日本炭酸株式会社

29 電波吸収体の製造方法 横浜ゴム株式会社 66 アラミドハニカムおよびその製造方法 昭和飛行機工業株式会社

30 面補強材 日産車体株式会社 67 塗装室用フィルター 北陽製紙株式会社

31
建具の組立方法及び該方法に使用す
る建具用枠材

アサヒドアー株式会社 68
ハニカム構造体、ハニカムセルおよび
ハニカム構造体の製造方法

有限会社エヌティエイチ設
計アンド解析計算

32 紙製容器及び紙製容器の組立方法 真野　利行 69 カーボンパネルおよびその製造方法 浮田　敏

33 ハニカムパネル構造体の製造方法 ヘクセル　コーポレイション 70
ハニカムコア材を芯材とする積層構造
体

伸興化成株式会社

34 板状材 東洋アルミニウム株式会社 71 ハニカム構造体用積層体の製造方法 北陽製紙株式会社

35 磁気表示パネルの製造方法 株式会社タカラ 72 機器用ベースパッド
ソノコ・ディベロップメント・イ
ンコーポレーテッド

36 緩衝材およびその製造方法 宇野紙株式会社 73 ハニカム構造及びその製造方法
ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

37
消臭材料及び該消臭材料を用いた消
臭フィルタ

シャープ株式会社 74 環境保護型防水ハニカムパレット 翁　俊明
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