
株式会社国際技術開発センター
東京都千代田区内神田１－１５－６藤井第二ビル

 ＜日本特許･実用新案明細書収録セット＞                                    ホームページ公開中！ http://www.itdc-patent.com

＊最新の特許情報が満載！

(税込価格) (本体価格)

￥２９，４００－ ￥２８，０００－

￥２９，４００－ ￥２８，０００－

￥４４，１００－ ￥４２，０００－

(本体価格)

No,10075 公開特許 平.15-平.18 66点 ￥20,300

No,9586 　　〃 平.5-平.14 99点 ￥23,000

No,10487 　　〃 平.21 80点 ￥24,000

No,9616 　　〃 平.5-平.14 100点 ￥23,000

No,10187 　　〃 平.17-平.19 92点 ￥29,700

No,9850 　　〃 平.14-平.16 88点 ￥26,700

No,10227 　　〃 平.17-平.19 75点 ￥27,700

No,9740 　　〃 平.6-平.15 100点 ￥25,000

No,10069 　　〃 平.15-平.18 70点 ￥20,000

No,9610 　　〃 平.5-平.14 100点 ￥23,000

No,10068 　　〃 平.15-平.18 57点 ￥20,000

No,9608 　　〃 平.5-平.14 100点 ￥23,000

No,10228 　　〃 平.15-平.19 92点 ￥29,700

No,10226 　　〃 平.16-平.19 80点 ￥28,300

No,10186 　　〃 平.17-平.19 79点 ￥27,700

No,10083 　　〃 平.15-平.18 71点 ￥21,300

No,9485 　　〃 平.7-平.14 75点 ￥17,300

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、ＥメールまたはＦＡＸ・郵便にてお送りください。
（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。

 ニュースガイドNo,

 題名

合計 ￥

 E-mail:

 TEL: FAX:

住所：〒

海洋深層水の取水方法と装置

　　　　　　　〃

　　　　　　　〃

クーリングタワーの殺菌方法

ボイラー用水処理剤の組成

レジオネラ菌の殺菌・防除剤

プール水の浄化処理装置

マンション用水質改良装置

　　　　　　　〃

マンション配管の洗浄方法と装置

浴槽残湯再利用システム

循環風呂のレジオネラ菌殺菌装置

　　　　　　　〃

水循環路の洗浄方法と装置

家庭用浄活水器の構造

　　　　　　　〃

住宅用雨水利用装置

担当者名

所属部署名

会社名 ご注文内容

CD-ROM版 or Ｂ５製本版 or 一括購入

※料金には別途送料がかかります。

２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）
ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３      

緊急時用浄水装置の構造
[公開編]平成12年～平成21年（10年間）　　100点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０５２５

お   申   込   書

既刊関連セットのご案内

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入



1 浄水システム アラコ株式会社 38 浄水装置 株式会社東洋高圧

2 手動型浄水器
有限会社モールドダイナミ
クス

39
淨化水供給施設の監視及び制御ネッ
トワークシステム

株式会社ウェルシィ

3 携帯式浄水器
有限会社モールドダイナミ
クス

40 携帯型浄水装置 株式会社西原衛生工業所

4 携帯用浄水装置 稲田  俊孝 41
自然エネルギーを利用した浄水製造
システム及び浄水の製造方法

株式会社タクマ

5 浄水機 ダイナフロー株式会社 42 浄水装置及びその制御方法 株式会社環境向学

6 携帯用浄水器 三菱レイヨン株式会社 43 淡水化装置 政  淳一

7 簡易浄水器 三菱レイヨン株式会社 44
災害時対策を設けたダイレクト式逆浸
透膜浄水器

アドヴァンス株式会社

8 浄水器及びその製造方法 有限会社アント 45 携帯式浄水装置
東洋紡エンジニアリング株
式会社

9 濾過形浄水器とその運転方法 大学産業株式会社 46 携行用浄水器 株式会社トヨダプロダクツ

10 浄水装置 川元  一浩 47 浄水器
有限会社クラスターワンコー
ポレーション

11 浄水器 有限会社アント 48 緊急時用浄水装置
有限会社クラスターワンコー
ポレーション

12 携帯型非常用造水機 東芝プラント建設株式会社 49
屋内設置と屋外利用を兼用でき、セラ
ミック活水システムを備えた逆浸透膜
活性浄水器

白太  新治

13 緊急用膜ろ過装置 オルガノ株式会社 50 緊急用浄化装置 株式会社川本製作所

14 造水用車両 林  幸子 51
非常時用浄水器と浄水キット及び浄水
方法

株式会社荏原製作所

15 災害用設備及び造水装置 栗田工業株式会社 52 膜洗浄システム及び膜洗浄方法 有限会社エム・ティー・シー

16 携帯用簡易浄水器
株式会社セラ・コーポレー
ション

53 造水装置及び造水方法 栗田工業株式会社

17 浄水器 株式会社アスト 54
緊急用浄水装置の操作方法、及びそ
れに用いる緊急用浄水装置

東洋紡エンジニアリング株
式会社

18 浄水装置 川元  一浩 55 清澄水の膜ろ過運転方法 日本碍子株式会社

19 給水車 有限会社エムテック 56
消火機能及び貯水機能を備えた浄水
供給装置

有限会社新陽エンジニアリ
ング

20
汚水を清水に変え飲むことの出来る
チューブ式簡易浄水器は透明チュー
ブに篏合するプラスチックネットを・・・

有限会社相互無線 57 浄水システム 株式会社荏原製作所

21 浄水器 株式会社啓和 58 災害用緊急移動式逆浸透膜浄水装置 古賀  久美子

22 蛇口直結型使い捨て浄水器 東レ株式会社 59 携帯浄水器 伸栄工業株式会社

23
旅行、アウトドアー、災害等に欠かせな
い安全で便利な携帯用浄水器は水差
取手付、下が平、上が開放され・・・

有限会社相互無線 60 モリンガ仕様の可搬式浄水装置 有限会社アクス京都

24 浄水器 新日本ソルト株式会社 61 逆浸透膜浄水装置 日本プリコム有限会社

25 水処理装置 東レ株式会社 62 災害用緊急移動式浄水装置 古賀  久美子

26 携帯用浄水器への加圧装置 湯田  秋夫 63 カートリッジ型浄水器 岩谷マテリアル株式会社

27
造水装置用中継装置および造水シス
テム

東レ株式会社 64 高汚濁水用の浄水処理方法及び装置 株式会社研電社

28
浄水方法及び固形凝集濾過剤並びに
浄水装置

有限会社板倉工業 65 パッケージ型浄化装置 株式会社川本製作所

29 浄水方法および浄水装置 大江  通博 66 浄水装置 坂本精器株式会社

30 携帯用簡易浄水器 モルケミカル株式会社 67 非常用浄水装置 株式会社荏原製作所

31 災害支援システム ソーラーシステム株式会社 68 緊急用浄水化装置 川上  覚

32 浄水器
有限会社クラスターワンコー
ポレーション

69 浄水装置とその濾過材の製造方法。 神野  千年

33
減圧手段を備えた紫外線殺菌浄化装
置

林  宏 70
非常時対応水処理方法及び該システ
ム、並びに車載型電解装置

三菱重工業株式会社

34 大気中の水分を用いた浄水装置 間島  厚雄 71 緊急浄化装置 株式会社川本製作所

35 波動浄水器及びそのカートリッジ 日本樹林株式会社 72 無電力逆浸透膜稼働装置 松田  尚

36 非常時水供給システム 株式会社エポック 73 水処理装置 ヒキタ工業株式会社

37 高波動浄水器及びそのカートリッジ 日本樹林株式会社 以下27点省略

緊急時用浄水装置の構造　　　No.10525

[公開編]　　平成12年～平成21年（10年間）　　　　100点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥29,400    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥29,400　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥44,100　）


