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循環風呂のレジオネラ菌殺菌装置
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［公開編］ 平成１１年～平成１３年（３年間） ９３点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２３，３００－
◎全文紙収録 全文公報版 ￥２３，３００－
（ CD-ROM版・全文公報版 一括購入 ￥３４，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内
No,8784 公開特許 循環風呂のレジオネラ菌殺菌装置 平.10 79点 ￥26,700
No,8887 〃 風呂水用殺菌剤の組成 平.5-11 59点 ￥23,700
No,8785 〃 簡易浴槽の構造と装置 平.5-10 73点 ￥24,600
No,8146 〃 浴槽の構造と製造方法 平.8 92点 ￥31,600
No,7966 〃 〃 平.7 127点 ￥33,700
No,7879 〃 〃 平.6 103点 ￥30,000
No,7741 〃 〃 平.5 105点 ￥26,200
No,7553(B) 〃 〃 平.4 99点 ￥20,100
No,〃 (A) 〃 〃 平.3 108点 ￥24,600
No,7033 〃 〃 平.2 107点 ￥23,700
No,6999 〃 〃 平.1 150点 ￥32,000
No,6552 〃 〃 昭.63 123点 ￥27,400
No,6317 〃 〃 昭.62 133点 ￥29,600
No,8920 〃 湯沸器用熱交換器の構造 平.8-11 73点 ￥26,700
No,8032 〃 〃 平.5-7 59点 ￥21,800
No,8050 〃 自動水栓の構造と装置 平.5-7 110点 ￥39,600
No,8055(A) 〃 湯水混合水栓の構造 平.5-7 110点 ￥40,000
No,〃 (B) 〃 湯水混合水栓装置 平.5-7 231点 ￥80,000

*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、全文公報版は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。］
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CD-ROM版・全文公報版・一括購入
題 名
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合計 ￥
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℡ （ ） FAx （ ）

住所 〒



1 浴槽水の循環浄化システム 東陶機器株式会社 40 レジオネラ菌の増殖抑制方法 エスシー商事株式会社

2 温浴器 株式会社ブリヂストン 41 殺菌機能付き給湯システム 東陶機器株式会社

3
殺菌装置及び温水循環式風呂システ
ム

東芝ライテック株式会社 42 浴湯の噴射ノズル サイエンス株式会社

4
浴室排水のオゾン水による浄化再利
用装置

株式会社イナックス 43 浴槽水浄化装置 松下電工株式会社

5 空気圧送による風呂用濾過器 有限会社ライセン 44 浴湯の重畳型抗菌装置 サイエンス株式会社

6 浴槽湯水の循環恒温浄化装置 大同ほくさん株式会社 45 浴湯の三重型抗菌浄化装置 サイエンス株式会社

7 温水循環装置 エナジーサポート株式会社 46 浴湯の殺菌浄化装置 サイエンス株式会社

8 風呂水の殺菌剤の希釈装置 株式会社ブリヂストン 47 浴槽水循環装置 松下電工株式会社

9 風呂循環浄化装置とその制御方法 三菱電機株式会社 48 浴槽水循環浄化装置 松下電工株式会社

10 浴槽水濾過装置 株式会社ガスター 49 浴槽水浄化装置 松下電工株式会社

11 風呂水殺菌装置 松下電器産業株式会社 50 浴槽水循環装置 松下電工株式会社

12
浴水循環装置における管路殺菌浄化
装置

蛇の目ミシン工業株式会社 51 浴槽水浄化装置 松下電工株式会社

13 浴水循環装置における管路浄化装置 蛇の目ミシン工業株式会社 52 浴槽水浄化装置 松下電工株式会社

14 浴槽水濾過装置 株式会社ガスター 53 浴槽水浄化装置 松下電工株式会社

15 浴槽水濾過装置 株式会社ガスター 54 風呂装置 シャープ株式会社

16 浴槽水循環浄化装置 松下電工株式会社 55
殺菌装置及び殺菌装置を備えた浴槽
水循環浄化装置

松下電工株式会社

17 浴槽水浄化装置 積水化学工業株式会社 56 ２４時間循環浴槽システム 日立機材株式会社

18 浴槽水の循環式濾過装置 三菱マテリアル株式会社 57 浴湯浄化装置 仲宗根　寛幸

19 浴水浄化装置 松下電器産業株式会社 58
既存の浴槽及び２４時間風呂に防汚、
殺菌効果を持たせる方法

川重テクノサービス株式会
社

20 浴槽水循環浄化装置 松下電工株式会社 59 循環水浄化滅菌装置 日立金属株式会社

21 浴水浄化装置 松下電器産業株式会社 60 流体殺菌浄化装置 岩崎　邦康

22 循環温浴器及び電極洗浄方法 松下電器産業株式会社 61 電解濾過装置 松下電器産業株式会社

23 浴槽水濾過装置 株式会社ガスター 62 循環温浴器 松下電器産業株式会社

24
浴水循環装置における管路殺菌浄化
装置

蛇の目ミシン工業株式会社 63 浄化機能付給湯機 東陶機器株式会社

25 風呂水の洗浄装置 株式会社山武

26 温浴器 株式会社ブリヂストン 64 風呂浄化装置 松下電器産業株式会社

27 浴用水の循環浄化装置 松下電工株式会社 65 紫外線殺菌浄化装置 オズワン株式会社

28 浴水循環浄化装置 三菱電機株式会社 66 浴槽湯水用殺菌・浄化器 有限会社星野器物

29
浴槽水の浄化装置及び浴槽水の循環
システム

東陶機器株式会社 67 浴湯循環濾過装置 昭和鉄工株式会社

30 水の殺菌処理装置及びその方法 株式会社オーケーエム 68 浴槽水の全量入替えシステム 吉田　透

31 浴水浄化装置 松下電工株式会社 69 浴水浄化システム 松下電工株式会社

32
浴水循環装置における管路殺菌浄化
装置

蛇の目ミシン工業株式会社 70 浴水浄化装置 蛇の目ミシン工業株式会社

33
浴槽水浄化装置及びこの装置の運転
方法

東陶機器株式会社 71 浴槽の温水循環・浄化システム 大京建設株式会社

34 浴槽水浄化装置 東陶機器株式会社 72 ヘアキャッチャ 昭和鉄工株式会社

35 浴槽水浄化循環装置 松下電工株式会社 73 水浄化装置 松下電器産業株式会社

36 浴槽水のろ過装置 株式会社ガスター 74 浴湯循環濾過装置 昭和鉄工株式会社

37 浴槽水浄化装置 東陶機器株式会社 75 水の殺菌装置
株式会社セラ・コーポレー
ション

38 浴水循環浄化装置 三菱電機株式会社 76 浴槽水浄化殺菌装置 東陶機器株式会社

39
２４時間連続運転される温水循環式浴
槽装置

コロナ工業株式会社 77 浴槽水浄化装置 松下電工株式会社

以下１６点省略

日　本　特　許　公　開　　　平成１２年

日　本　特　許　公　開　　　平成１３年

循環風呂のレジオネラ菌殺菌装置 　　　No.9346

[公開編]　　平成１１年～平成１３年（３年間）　　　９３点

CD-ROM版　　　￥23,300    　　  　　　  　　　　全文公報版　　　￥23,300

日　本　特　許　公　開　　　平成１１年

（　CD-ROM版・全文公報版　一括購入　　　￥34,000　）


