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公報番号 出願人(最新) 発明者(最新)

化粧パネル 特許5731705 旭中部資材株式会社 小栗 健 今岡 耕

被覆シート付き不燃性内装パネル及びその取付け構造
特開2012-117234

特許4719312
旭中部資材株式会社 小栗 健 斉藤 和則

木目調シート付き化粧板及びその製造方法 特願2018-133231
旭コンステック株式会社

小栗 健

被覆シート付パネル
特開2017-166260

旭コンステック株式会社 小栗 健

音響パネル 特願2017-033339
旭コンステック株式会社

小栗 健 加藤 敦也

調湿内装パネル及びその取付け構造 特開2012-67510 旭中部資材株式会社 小栗 健 斉藤 和則

化粧外壁材及びその施工方法 特願2014-068385 旭中部資材株式会社 小栗 健、斉藤 和則

間仕切り壁 特願2014-016263 旭中部資材株式会社 小栗 健、斉藤 和則

被覆形成方法及び被覆形成のための加熱空間形成部材 特願2017-237162
旭コンステック株式会社

小栗 健、今岡 耕

構成建築部材、その製造方法及び固定構造 特願2017-033338
旭コンステック株式会社

小栗 健、今岡 耕

床用下地材
特開2016-188484 旭コンステック 小栗 健、今岡 耕

防振吊り木 特願2014-205701 旭中部資材株式会社 小栗 健、今岡 耕

外構用支柱 特開2015-68148 旭中部資材株式会社 小栗 健 斉藤 和則

基礎ユニット及びこれを備えた仮設建築物 特開2014-91951 旭中部資材株式会社 小栗 健 前田 久夫

パネルユニット接合構造及びパネルユニット 特開2014-70344 旭化成ホームズ株式会社 旭中部資材株式会社 蒲田 哲郎 前田 久夫

外構用支柱 特開2014-70327 旭中部資材株式会社 小栗 健 斉藤 和則

外構用支柱 特開2013-227807 旭中部資材株式会社 小栗 健 斉藤 和則

床用下地材 特願2015-068341 旭中部資材株式会社 小栗 健、今岡 耕

防振吊り木 特願2014-205701 旭中部資材株式会社 小栗 健、今岡 耕

透明気泡シート 特開2010-208083
東洋紡株式会社 株式会社 ヒサシ 旭中部資材株式会社 東
洋紡績株式会社

戸川 惠一朗 藤野 英俊 志賀 健治 今井 芳夫
藤原 浩二

クシ目調パネル、その製造方法、及びそれを用いた外壁 特開2008-285947 旭中部資材株式会社 小栗 健 笠井 滋夫

制振自立塀 特開2008-266950 旭中部資材株式会社 前田 久夫 小栗 健

ＡＬＣ自立塀 特開2007-327170 旭中部資材株式会社 前田 久夫 小栗 健

ＡＬＣ自立塀
特開2007-297878

特許4275681
旭中部資材株式会社 前田 久夫 小栗 健

コンクリート用補強材 特開2004-83374 旭中部資材株式会社 株式会社エービック 横井 務

形状保持性結束材およびシート 特開2004-35071 旭中部資材株式会社 株式会社エービック 横井 務

結束材 特開2004-35069 旭中部資材株式会社 株式会社エービック 横井 務

道路用防風柵 特開2000-160513 旭中部資材株式会社 株式会社セントラルコーポレーション 津野瀬 輝彦 伊藤 則昭 武部 義純

壁面改修仕上げ方法 特開平11-293886
株式会社三創 伊藤忠商事株式会社 株式会社キタコン 旭中
部資材株式会社 伊藤忠建材株式会社

高橋 清太郎 澤田 悦男

ドアの養生シート 特開平11-81688
旭化成ホームズ株式会社 旭中部資材株式会社 旭化成工業
株式会社

山田 隆司 長谷川 和幸 金子 直 清水 一利

建物躯体に対する壁パネルの取付工法及びこれに使用する取付治具
特開平10-25849

特許2847239
旭中部資材株式会社 株式会社ノザワ

柳 高雄 加藤 宣利 斉藤 和則 成田 芳三 鵜
飼 誠治 鈴木 清晴 竹澤 政志

建築資材のための荷取機
特開平8-2868

特許2616891
旭中部資材株式会社

松岡 豊 尾崎 満 柴山 聖司 斉藤 和則 中村
寿男 東田 博文 東 秀一

門袖ユニット 登実3144778 旭中部資材株式会社 小栗 健

板材切断切削装置 登実3117528 旭中部資材株式会社 平林 幸和

外構用杭及びそれを用いた外構構造物の基礎構造
特開2010-1599

特許5124356
旭中部資材株式会社 前田 久夫

外構構造物の杭基礎構造、及び外構構造物の杭基礎構造の施工方法 特開2012-251292 旭化成ホームズ株式会社 旭中部資材株式会社 蒲田 哲郎 前田 久夫

拡底鋼管杭 特開2009-127267 旭中部資材株式会社 小栗 健 前田 久夫

回転埋設杭 特開2009-114764 旭中部資材株式会社 小栗 健 前田 久夫

鋼管杭用天幕 特開2003-328350
旭化成建材株式会社 大商新基株式会社 旭中部資材株式会
社 オノデンリース株式会社 旭化成株式会社

佐々木 良吉 鶴田 利広 岩本 浩 小野田 勝利

杭芯セット治具 特開2003-147772 旭化成建材株式会社 旭中部資材株式会社 旭化成株式会社 佐々木 良吉 岩本 浩

杭打機
特開2008-240392

特許4931665
旭中部資材株式会社 日立建機株式会社 濱本 聡 表寺 和正 境 和樹

低空頭杭打機
特開2007-321480

特許4931478
日立建機株式会社 旭化成建材株式会社 旭中部資材株式会
社

小原 敦 吉岡 保弘 境 和樹 國松 諭 古市 学
岩本 浩 浜本 聡

揚水井戸の設置方法及び鋼管ケーシング 特開2013-241790
旭化成建材株式会社 東急建設株式会社 旭中部資材株式会
社

梅田 雅芳 後藤 正司 椿 雅俊 西川 太志

Ｈ型鋼回転貫入工法及びこれに用いるＨ型鋼 特開平6-26042 旭中部資材株式会社 浜本 聡

杭頭処理方法及び杭頭キャップ 特開平5-339938 旭中部資材株式会社 ダイヤケミカル株式会社 浜本 聡 関山 博伸

鋼杭基礎 特開平5-65716 旭化成株式会社 旭中部資材株式会社 旭化成工業株式会社 桐山 伸一 高木 希昭

鋼管杭 特開平5-65714 旭化成株式会社 旭中部資材株式会社 旭化成工業株式会社 桐山 伸一 高木 希昭
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