
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)

￥２１，６００－ ￥２０，０００－

￥２１，６００－ ￥２０，０００－

￥３２，４００－ ￥３０，０００－

(本体価格)

No,11084 登録・公開 平.27 80点 ￥18,000

No,10525 公開特許 平.12 - 21 100点 ￥28,000

No,10075       〃 平.15-平.18 66点 ￥20,300

No,9586       〃 平.5-平.14 99点 ￥23,000

No,7593(B) 公告特許 平.1-4 99点  ￥33,000

No, 〃 (A)       〃 昭.60-63 62点  ￥19,700

No,9112       〃 平.5-平.12 61点 ￥21,700

No,9345 公開特許 平.5-平.13 94点 ￥21,600

No,9864       〃 平.12-平.16 100点 ￥28,700

No,10487       〃 平.21 80点 ￥24,000

No,10856 登録特許 平.24 70点 ￥18,000

No,10074 公開特許 アルカリ･イオン水の製造装置 平.16-平.18 102点 ￥30,700

No,9685       〃 平.11-平.15 120点 ￥30,000

No,7585(B) 公告特許 昭.63-平.4 65点  ￥22,300

No, 〃 (A)       〃 昭.58-62 71点  ￥24,600

No,9585 公開特許 平.5-平.14 93点 ￥21,400

No,10069       〃 平.15-平.18 70点 ￥20,000

No,9610       〃 平.5-平.14 100点 ￥23,000

No,10524       〃 平.20-平.21 70点 ￥26,000

No,10083       〃 平.15-平.18 71点 ￥21,300

*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：〒

浴水の活性化方法と装置

               〃

海水の淡水化方法と製造

家庭用浄活水器の構造

浄水機能付シャワー装置の構造

飲料水用水質改善剤の製造方法

マンション用水質改良装置

               〃

携帯用浄水器の構造と装置

家庭用浄水器の構造と装置

               〃

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

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

雨水利用システムと装置

住宅用雨水利用装置

緊急時用浄水装置の構造

水素含有水の製造加工方法

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

浄水器の構造と装置
[登録・公開編]平成28年（1年間）　　80点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１１１３７

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　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。］

お   申   込   書

既刊関連セットのご案内

海洋深層水の取水方法と装置

               〃

               〃

               〃



1
浄水カートリッジ及びそれを備えた浄
水器

大阪ガスケミカル株式会社 37 浄水器 東レ株式会社

2 浄水器 株式会社ダスキン 38
携帯用給水器およびこれに用いるカー
トリッジ

水青工業株式会社

3 浄水カートリッジ及び浄水器 三菱レイヨン株式会社 39
成形吸着体の製造方法および成形吸
着体ならびにこの成形吸着体を用いた
浄水器

株式会社タカギ

4 浄水器 東レ株式会社 40 浄水カートリッジ及び浄水器 三菱レイヨン株式会社

5 浄水器 大阪ガスケミカル株式会社 41 浄水用カラム 寺田　稔

6 浄水カートリッジ、及び、浄水器 トクラス株式会社 42
活性炭成型体およびそれを用いた浄
水器

クラレケミカル株式会社

7
浄水システム及び浄水システムで用い
られる切替バルブ

三菱レイヨン株式会社 43 浄水フィルター体 フタムラ化学株式会社

8
水質浄化カートリッジおよびこれを備え
る浄水器

株式会社タカギ 44 浄水器用カートリッジおよび浄水器 オルガノ株式会社

9 フィルタ成形体の製造方法 三ツ星ベルト株式会社 45 フィルタ成形体の製造方法 三ツ星ベルト株式会社

10 浄水器 藤田　吉美 46 活水生成装置 森川　佳英

11
携帯用簡易型浄水器とその浄水カート
リッジ

三菱レイヨン株式会社 47 浄水器 株式会社ダックス

12 浄水カートリッジの製造方法 東レ株式会社 48 浄水器 株式会社ダックス

13 携帯用簡易型浄水器 三菱レイヨン株式会社 49 流路切替器および浄水器 テクノエクセル株式会社

14
浄水カートリッジおよびピッチャー型浄
水器

三菱レイヨン株式会社 50
成形吸着体およびそれを用いた浄水
器

株式会社タカギ

15 自重濾過型浄水器 三菱レイヨン株式会社 51
逆浸透膜を初期化可能な逆浸透膜浄
水装置

アドヴァンス株式会社

16
浄水用活性炭シート及び浄水フィル
ター

ユニチカ株式会社 52
逆浸透膜を初期化可能な逆浸透膜浄
水装置

アドヴァンス株式会社

17
浄水器用活性炭及びこれを用いた活
性炭カートリッジ

フタムラ化学株式会社 53 濾過フィルタおよび浄水器 株式会社ＬＩＸＩＬ

18 分離膜モジュールの洗浄方法 東レ株式会社 54 成形吸着体の製造方法 株式会社タカギ

19 蛇口直結型浄水器 東レ株式会社 55 流路切替器および浄水器 テクノエクセル株式会社

20
アルミニウムケイ酸塩、金属イオン吸着
剤及びそれらの製造方法

日立化成株式会社 56
ビーコン装置、浄水装置及び機器情
報通知システム

アプリックスＩＰホールディン
グス株式会社

21
浄水カートリッジおよびピッチャー型浄
水器

三菱レイヨン株式会社 57 流し台 東レ株式会社

22 浄水システムおよびその運転方法 三菱レイヨン株式会社 58 活性炭フィルタ 有限会社ターナープロセス

23 浄水装置 オルガノ株式会社 59
浄水器用フィルタカートリッジ保持器具
および浄水器

東レ株式会社

24 浄水器 東レ株式会社 60
浄水器用カートリッジ、浄水器用フィル
タおよび浄水器

東レ株式会社

25 浄水カートリッジ 三菱レイヨン株式会社 61 ウォーターサーバー パーパス株式会社

26
浄水器用ポリエチレン多孔質中空糸
膜、浄水器用カートリッジ及び中空糸
膜モジュール

三菱レイヨン株式会社 62 浄水カートリッジ及び浄水器 株式会社ＬＩＸＩＬ

27 浄水器用原水供給装置 株式会社ジャスト 63 複合水栓 三菱レイヨン株式会社

28 長繊維ろ過装置の逆洗方法 オルガノ株式会社 64 浄水器用原水供給装置 株式会社ジャスト

29
浄水カートリッジおよびピッチャー型浄
水器

三菱レイヨン株式会社 65
浄水カートリッジの製造方法および粉
体ろ材充填装置

東レ株式会社

30
浄水カートリッジおよびピッチャー型浄
水器

三菱レイヨン株式会社 66 浄水カートリッジ 東レ株式会社

31 樹脂注入用治具 三菱レイヨン株式会社 67 浄水カートリッジ 東レ株式会社

32 浄水装置
株式会社トップウォーターシ
ステムズ

68 弁体、フィルタ及び給水器具 サンシャインワン株式会社

33 浄水器 東レ株式会社 69 浄水器 大阪ガスケミカル株式会社

34 浄水器 東レ株式会社 70 フィルター成形体の製造方法 三ツ星ベルト株式会社

35 浄軟水器 株式会社ＬＩＸＩＬ 71 流路切換装置及び浄水器 大阪ガスケミカル株式会社

36 浄水器 東レ株式会社 以下9点省略

浄水器の構造と装置　　　No.11137

[登録・公開編]　　平成28年（1年間）　　　　80点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥21,600    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥21,600　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥32,400　）


