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No,9610 公開特許 マンション用水質改良装置 平.5-14 100点 ￥23,000

No,9104 〃 冷却水のオゾン殺菌方法と装置 平.5-12 70点 ￥30,000

No,9089 〃 水処理薬品の濃度管理方法 平.5-12 75点 ￥29,400

No,9021 〃 循環冷却水の殺菌方法と装置 平.5-11 69点 ￥24,700

No,9345 〃 浴水の活水化方法と装置 平.5-13 94点 ￥21,600

No,9532 〃 水質管理方法と装置 平.5-14 99点 ￥29,700

No,9194(B) 〃 溶在酸素の除去方法と組成 平.9-12 64点 ￥20,300

No, 〃 (A) 〃 〃 平.5-8 62点 ￥19,700

No,9531 〃 ボイラー給水処理装置の構造 平.5-14 100点 ￥29,700

No,9067 〃 ボイラー用水処理剤の組成 平.10-12 55点 ￥21,800

No,8474 〃 〃 平.6-9 58点 ￥24,700

No,9346 〃 循環風呂のレジオネラ菌殺菌装置 平.11-13 93点 ￥23,300

No,8784 〃 〃 平.10 79点 ￥26,700

No,9195(B) 〃 スライム防除剤の組成と防除方法 平.9-12 64点 ￥20,300

No, 〃 (A) 〃 〃 平.5-8 62点 ￥19,700

No,9311 〃 工業用冷却水系処理剤の組成 平.11-13 65点 ￥16,800

No,8660(B) 〃 〃 平.8-10 63点 ￥27,200

No, 〃 (A) 〃 〃 平.5-7 53点 ￥22,800

No,9586 〃 家庭用浄活水器の構造 平.5-14 99点 ￥23,000

No,9228 〃 レジオネラ菌の殺菌・防除剤 平.5-12 78点 ￥27,800

No,8887 〃 風呂水殺菌剤の組成 平.5-11 59点 ￥23,700
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1 磁気活水用磁石取付具 難波　荘三 36 受水槽 渡辺　清忠

2 磁力応用活水器 大沢　守 37 残留塩素濃度維持装置
富士電機リテイルシステム
ズ株式会社

3
トルマリン鉱石を触媒とした高速循環
式活性水製造装置

古賀　利明 38 残留塩素濃度維持装置
富士電機リテイルシステム
ズ株式会社

4 磁気式水処理装置 トーヨー技建株式会社 39 残留塩素濃度維持装置
富士電機リテイルシステム
ズ株式会社

5 給水システムおよび給水方法 三菱レイヨン株式会社 40 殺菌処理方法および殺菌処理装置 株式会社日立製作所

6 水処理方法および水処理ユニット 株式会社サニーダ 41 水道水の改質装置 株式会社細田電機

7
高架水槽、給水塔の自動維持装置の
製造方法

松尾　美智代 42 磁気活水器 岩城　康人

8 水質改良装置 株式会社カレージハブ 43 簡易滅菌液供給装置 高坂　敏行

9
水質改良剤、水質改良装置及び同装
置の利用方法

青木　耕吉 44
水道水の再浄水処理方法及び再浄水
処理設備

村上　光正

10
光触媒酸化チタン粒による液体改質
装置

有限会社千年塾 45 給水システム
東京パークエンジニアリン
グ株式会社

11 磁気活水装置 株式会社オージック 46
小クラスター水の製造方法及び製造装
置

株式会社日本衛生センター

12 マンション等の管路更生工法。
株式会社ライフ・テック・サ
プライ

47 水の除菌殺菌装置 加藤　敬博

13 水の浄化方法、及び水浄化システム 株式会社信州セラミックス 48
水浄化用光触媒ロッド及びそれを用い
る水の浄化方法

独立行政法人産業技術総
合研究所

14
水処理装置および飲料水用の給水装
置

三洋電機株式会社 49 液体の磁気処理装置 曽我　孝司

15
浄化水の配水及び水質管理方法並び
にその装置

株式会社ウェルシィ 50 給水装置
株式会社　エフエムバルブ
製作所

16
供給浄化水の水質管理方法並びにそ
の装置

株式会社ウェルシィ 51 給水設備
株式会社　エフエムバルブ
製作所

17 磁気ユニット装置 株式会社マイケル 52 浄水器 株式会社安川電機

18 浄水装置 株式会社安川電機 53
次亜塩素酸発生装置及びその制御方
法

サンデン株式会社

19
酸化チタン光触媒による水質浄化装
置

大同工機株式会社 54 電解水生成装置 三洋電機株式会社

20 浄水システム 株式会社安川電機 55 貯水槽装置
株式会社　エフエムバルブ
製作所

21
水道水等の磁化活水具およびその施
工方法

株式会社メノガイア 56 電解水生成装置 三洋電機株式会社

22
配水管システムの電流殺菌方法およ
び装置

城南株式会社 57
水浄化装置及び水浄化装置を用いる
水槽

山田電機製造株式会社

23 磁気活性化装置 株式会社ネットワーク 58
塩ビ管の外周肉厚部に永久磁石を組
込み内蔵した流体磁気活性化塩ビ
管。

株式会社アルフアリッチ

24 水処理装置 ライフテック株式会社 59 箱型浄水活水装置 笹原　健裕

25 水処理装置 三洋電機株式会社 60
流体流路一部分長方形の流体磁気活
性化流体移送管。

株式会社アルフアリッチ

26
浄水システム及びこれに用いる浄水専
用水栓

太洋工業株式会社 61 流体処理装置
サンクスウォーター．株式会
社

27 磁化活性水発生器 大成産業株式会社 62 塩素発生装置
富士電機リテイルシステム
ズ株式会社

28
浄化装置を備えた貯水槽及びその運
転方法

三洋電機株式会社 63 滞留検知装置および水栓 マックス株式会社

29 水処理装置 三洋電機株式会社 64
水配管外部取り付け形の「磁化水カ
セット」

昭和製作所有限会社

30
貯水槽の配管施工方法及びそれに用
いる工具

ライフテック株式会社 65 磁気活水器 環境技研工業株式会社

31 水除菌装置および水除菌方法 遊坐　裕男 66 給配水システムとその装置 株式会社ウェルシィ

32 磁気活水化装置 稲田　庄三 67
水浄化装置及び水浄化装置を用いる
水槽

山田電機製造株式会社

33 水質改良装置
株式会社所沢水質管理セ
ンター

68
水殺菌濾過処理装置及びその処理方
法

傳法　文夫

34 水質改良装置およびその取付方法 小林　剛 69
制菌或は浄化用抗菌性樹脂組成物及
び制菌或は浄化方法

富士ケミカル株式会社

35 浄水装置 株式会社安川電機 以下１点省略
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