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浴槽・浴室用椅子の構造
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［公開編］平成１５年～平成１９年（５年間） ８０点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２５，５１５－ ￥２４，３００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２５，５１５－ ￥２４，３００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥３７，８００－ ￥３６，０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9862 公開特許 浴槽・浴室用手すりと取付構造 平.14-16 87点 ￥26,400
No,9616 〃 浴槽残湯再利用システム 平.5-14 100点 ￥23,000
No,9620 〃 ジェットバス装置の構造 平.12-14 116点 ￥27,000
No,9619(B) 〃 簡易型サウナの構造と装置 平.13-14 79点 ￥18,400
No, 〃 (A) 〃 〃 平.10-12 106点 ￥24,600
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,8785 〃 簡易浴槽の構造と装置 平.5-10 73点 ￥24,600
No,9170 〃 浴室のリフォーム方法と部材 平.5-12 67点 ￥23,400
No,9171 〃 バリアフリー型浴室の構造 平.5-12 110点 ￥20,700
No,9345 〃 浴水の活性化方法と装置 平.5-13 94点 ￥21,000
No,7587 〃 〃 昭.61-平.4 72点 ￥21,300
No,9617(E) 〃 浴室乾燥装置の構造 平.13-14 110点 ￥25,300
No, 〃 (D) 〃 〃 平.11-12 107点 ￥24,600
No, 〃 (C) 〃 〃 平.9-10 82点 ￥18,800
No, 〃 (B) 〃 〃 平.7-8 65点 ￥15,100
No, 〃 (A) 〃 〃 平.5-6 44点 ￥10,100
No,8532 〃 サウナ・ユニットの構造と装置 平.5-9 74点 ￥26,400
No,9615 〃 洗濯機用防水パンの構造 平.10-14 72点 ￥18,000
No,8433 〃 〃 平.5-9 61点 ￥19,800
No,9095 〃 シャワー・ルーム・ユニットの構造 平.5-12 95点 ￥27,800
*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。］
お 申 込 書

会 社 名 ご 注 文 内 容
ﾆｭｰｽｶﾞｲﾄﾞNo，

CD-ROM版・Ｂ５製本版・一括購入
題 名

所 属 部 署

合計 ￥

担 当 者 名 E-mail

℡ （ ） FAx （ ）

住所 〒

※料金には別途送料がかかります。

http://www.itdc-patent.com/


1 椅子の背もたれ アロン化成株式会社 42 浴室用椅子 積水ライフテック株式会社

2
乳幼児管理用浴槽取り付け型補助い
す

武市　愼二 43 シャワーユニット付き椅子 アロン化成株式会社

3 温水シャワー内蔵の浴用いす 藤浪　恵子 44 浴槽内用の腰掛け 田島産業株式会社

4 入浴用椅子
有限会社シンバインターナ
ショナル

45
浴槽で使う深さを変える湯治用補助回
転椅子

中川　洋一

5
水圧式風呂椅子装置並びに該装置に
用いるロータリーバルブ

伊東　満 46
引っ掛けを付けて半固定できる幼児
（３ヶ月～２歳頃）用浴室イス

入江　勝樹

6
家庭用浴槽等で使用する水中固定椅
子

中村　勝洋 47 介護用シャワー椅子 アロン化成株式会社

7 入浴用椅子 株式会社田窪工業所 48 浴槽用腰掛け装置 松下電工株式会社

8 前脚をもつ浴用椅子 アロン化成株式会社 49 自由な高さに調節可能な浴槽内椅子 杉山　慶太

9 浴槽用腰掛けボード 松下電工株式会社 50 入浴用折り畳み椅子 石井　数男

10 浴室用椅子 積水化学工業株式会社 51 風呂用腰掛け 岡田　昌純

11 入浴用椅子 室井　昭宏 52 浴用リクライニングシート 伊藤　伸太郎

12 シャワー付き椅子 東陶機器株式会社 53 半身浴用座椅子 美濃顔料化学株式会社

13 伸縮脚 アロン化成株式会社 54 足洗い機能付き風呂椅子 荻原　治良

14 風呂用安楽椅子 柴田　正四郎 55 浴槽及び浴槽用座椅子等 椋本　定雄

15 浴槽用座椅子 松下電工株式会社 56 浴室用椅子 有限会社中島鉄工所

16 補助バスチェアー 佐伯　幸男 57 入浴イス 永野　智己

17
セラミック部材と非セラミック部材との接
合構造、及び、浴室用腰掛け

株式会社ライフプロポーショ
ンセンター

58 浴槽 積水ホームテクノ株式会社

18 半身浴用チェア
フアミリー・サービス・エイ
コー株式会社

59 半身浴用椅子 山本　美樹

19 半身浴用木製椅子 星野工業株式会社 60 福祉用具用椅子 アロン化成株式会社

20 収納腰掛兼踏台付浴室 柳舘　重一 61 椅子付きテレスコープ型伸縮装置 川堀　忠昭

21 浴室用椅子 株式会社明治ゴム化成 62 浴槽設置体 有限会社ノースグリーン

22 入浴用椅子 フジホーム株式会社 63 入浴イス 米商株式会社

23 半身浴用腰掛け 庄司　忠 64
風呂の洗い場またはバスタブ内で使用
できる風呂用椅子

富田　耕平

24 浴槽 松下電工株式会社 65 足湯用椅子 ▲高▼木　征一

25 浴槽用椅子 木村　喜代司 66 浴室用折り畳み椅子
松下電工エイジフリー・ライ
フテック株式会社

26 幼児用入浴用椅子 前田　真孝 67 介護用シャワー椅子 アロン化成株式会社

27 椅子
ヤマハライフサービス株式
会社

68 入浴具 佐藤　實

28 浴槽用椅子 蒲澤　ツネ子 69 風呂椅子
ヤマハリビングテック株式会
社

29 シャワーユニット付き椅子 アロン化成株式会社 70 介護用椅子 武田　ふさ江

30 浴室用折り畳み椅子 積水ライフテック株式会社 71 シャワー装置
松下電工バス＆ライフ株式
会社

31 浴室用椅子 積水ライフテック株式会社 72 浴室用椅子 渡邉　富美

32 シャワーチェア コンビ株式会社 73 椅子 藤田　達也

33 風呂いすマット 鈴木　奈美 74 浴室用椅子 清瀧　和敏

34 浴室用椅子 矢崎化工株式会社 75 収納式浴用椅子 永久　光

35 浴槽椅子 積水ホームテクノ株式会社 76 温浴器付半身浴用腰掛け 株式会社サンメディカル

36 入浴用補助椅子 積水ホームテクノ株式会社 77 浴槽内用腰掛け 金成　邦幸

37 シャワー用折畳み椅子 アロン化成株式会社 78 入浴姿勢保持具 米商株式会社

38 シャワー用折畳み椅子 アロン化成株式会社 79 半身浴用木製椅子及び足台 星野工業株式会社

39 浴用椅子 株式会社ユビックス 80 風呂用保温椅子 有限会社東京建基工業

40 シャワー用折畳み椅子 アロン化成株式会社

41 浴室用椅子 積水ライフテック株式会社 以上８０点収録

浴槽・浴室用椅子の構造　　　No.10264

[公開編]　　平成15年～平成19年（5年間）　　　80点
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（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥37,800　）
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