
株式会社国際技術開発センター
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 ＜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)

￥１９，４４０－ ￥１８，０００－

￥１９，４４０－ ￥１８，０００－

￥２９，１６０－ ￥２７，０００－

(本体価格)

No,11084 登録・公開 平.27 80点 ￥18,000

No,11137       〃 平.28 80点 ￥20,000

No,10525 公開特許 平.12 - 21 100点 ￥28,000

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,9586 公開特許 平.5-平.14 99点 ￥23,000

No,9112       〃 平.5-平.12 61点 ￥21,700

No,7593(B) 公告特許 平.1-4 99点  ￥33,000

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

No,9345 公開特許 平.5-平.13 94点 ￥21,600

No,7587       〃 昭.61-平.4 72点  ￥21,300

No,9346       〃 平.11-平.13 93点 ￥23,300

No,8784       〃 平.10 79点 ￥26,700

No,8887       〃 平.5-平.11 59点 ￥23,700

No,10081       〃 平.15-平.18 74点 ￥23,500

*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

海洋深層水を使用した飲食品

               〃

循環風呂のレジオネラ菌殺菌装置

               〃

風呂水用殺菌剤の組成

家庭用浄活水器の構造

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

浄水器の構造と装置

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

水素含有水の製造加工方法
[登録・公開編]平成28年（1年間）　　70点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１１１８１

◎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

               〃

               〃

               〃



1 水素液生成装置
Ｓ．Ｐ．エンジニアリング株式
会社

34 水素水製造器具 富士産業株式会社

2 気体溶解装置及び気体溶解方法 株式会社光未来 35 水素水生成器 株式会社八森電子デバイス

3 水素水冷温水機 キム　イルボン 36 活性水素水発生器 葛城　峯男

4 水素水供給装置 株式会社スイソサム 37
水素水製造装置の管理装置、及び水
素水製造装置

益星興業有限公司

5 水素水製造装置及び水素水製造方法 高藤　恭胤 38 水素水製造装置 広島化成株式会社

6 水素水生成装置 皆川　浩章 39 水素水、その製造方法及び製造装置 小林　光

7 水素含有水の製造方法 奥長良川名水株式会社 40 飲料用水素水生成用ポット 皆川　浩章

8
溶存水素濃度を高めた水素水の製造
装置

有限会社スプリング 41
水素発生体、水素水作製方法および
液体に水素を添加する方法

バイオコーク技研株式会社

9 携帯型水素水製造装置
ソルゴ　バイオメディカル
カンパニーリミテッド

42
飲料用水素含有水製品及び箱詰め
キット

株式会社シェフコ

10 携帯型水素水製造コップ 株式会社　オーゾラ 43 水素水生成剤及び水素水の製造方法 有限会社ニシノテクノス

11 水素水製造装置及び水素水製造方法 バイオコーク技研株式会社 44 水素水の製造装置及びその製造方法 高藤　恭胤

12 水素水製造装置及び水素水製造方法 皆川　浩章 45
ペットボトルの形成方法およびペットボ
トルヘッド型水素発生器

皆川　浩章

13 水素水生成器 株式会社八森電子デバイス 46
水素発生剤収納体及び水素水生成
セット

株式会社フクプランニング

14 水素液生成装置
Ｓ．Ｐ．エンジニアリング株式
会社

47 水素液生成装置
Ｓ．Ｐ．エンジニアリング株式
会社

15 生物育成用水素水生成装置
Ｓ．Ｐ．エンジニアリング株式
会社

48 水素水・水素ガス生成装置 門脇　俊行

16
飲料用水素含有水の製造方法、及び
その製造装置

株式会社シェフコ 49
ピロリ菌除菌又は除菌補助のための飲
食用物

斎藤　糧三

17
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 50 水素水製造装置 パイノ　インコーポレイテッド

18
酸性水電解槽及びその酸性水の利用
方法

マグ　テクノロジー　カンパ
ニー，リミテッド

51 水素水生成機電極改良構造
威臣科技股▲分▼有限公
司

19
酸化還元水製造方法、当該方法に使
用するノズル、及び、酸化還元水製造
装置

株式会社アシレ 52 マルチメディア機能付き水素水生成機
威臣科技股▲分▼有限公
司

20 水素水製造用の水素発生ユニット
ソルコ　バイオメディカル
シーオー．，エルティー
ディー．

53 電極板極性自動切替水素水生成機
威臣科技股▲分▼有限公
司

21
水素発生剤、水素発生剤の製造方
法、高濃度水素水の製造方法、およ
び、それらによる高濃度水素水

株式会社　キナン 54
多数の電極素子を有する水素水生成
機電解ユニット

威臣科技股▲分▼有限公
司

22
家庭用ナノバブル水素水製造供給装
置。

有限会社情報科学研究所 55 多機能水素水生成機
威臣科技股▲分▼有限公
司

23
水素含有液体充填容器および水素含
有液体の充填方法

株式会社光未来 56 落蓋式水素発生装置
威臣科技股▲分▼有限公
司

24
気液混合ノズル、及び、当該気液混合
ノズルを用いた酸化還元水製造装置

株式会社アシレ 57 水素水生成・収納容器 門脇　俊行

25 水素水生成装置 株式会社ドクターズ・マン 58 水素水パック 中村　順次

26 水素水供給装置 株式会社ドクターズ・マン 59 水素水生成機能一体型の浄水装置
ＷＡＴＥＲ　ＢＲＡＩＮ合同会
社

27
水素水溶液および水素水溶液製造用
キット、ならびに水素水溶液の製造方
法

有限会社プレジール 60
水素水生成器および水素水生成カー
トリッジ

株式会社ヤクシ

28
水素水の生成方法及び水素水の生成
装置

山本　輝行 61 水素水製造装置 大阪サニタリー株式会社

29
水素水の製造方法および水素水製造
装置

株式会社　アイロム 62 水素水生成機の定電流回路 葉　明祥

30 気体溶解装置及び気体溶解方法 株式会社光未来 63 液体受容空間を有する水素水生成機 葉　明祥

31
共鳴発泡と真空キャビテーションによる
ウルトラファインバブル製造方法及びウ
ルトラファインバブル水製・・・

有限会社情報科学研究所 64 多重モードを有する水素水装置 葉　明祥

32 ガス発生装置 リン，シン－ユン 65 濾過装置を有する水素水生成システム 葉　明祥

33 水素水製造器具 富士産業株式会社 以下5点省略

水素含有水の製造加工方法　　　No.11181

[登録・公開編]　　平成28年（1年間）　　　　70点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥19,440    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥19,440　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥29,160　）


