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［公開編］平成５年～平成１４年（１０年間） ９９点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２３，０００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２３，０００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥３４，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内
No,9112 公開特許 携帯用浄水器の構造と装置 平.5-12 61点 ￥21,700
No,7593(B) 公告特許 家庭用浄水器の構造と装置 平.1-4 99点 ￥33,000
No, 〃 (A) 〃 〃 昭.60-63 62点 ￥19,700
No,7585(B) 〃 アルカリ・イオン水の製造装置 昭.63-平.4 65点 ￥22,300
No, 〃 (A) 〃 〃 昭.58-62 71点 ￥24,600
No,9345 公開特許 浴水の活水化方法と装置 平.5-13 94点 ￥21,600
No,7587 〃 〃 昭.61-平.4 72点 ￥21,300
No,9228 〃 レジオネラ菌の殺菌・防除剤 平.5-12 78点 ￥27,800
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,8887 〃 風呂水用殺菌剤の組成 平.5-11 59点 ￥23,700
No,9221 〃 風呂釜洗浄剤の組成 平.5-12 58点 ￥19,800
No,9195(B) 〃 スライム防除剤の組成と防除方法 平.9-12 64点 ￥20,300
No, 〃 (A) 〃 〃 平.5-8 62点 ￥19,700
No,9067 〃 ボイラー用水処理剤の組成 平.10-12 55点 ￥21,800
No,8474 〃 〃 平.6-9 58点 ￥24,700
No,7751 〃 〃 昭.62-平.5 56点 ￥23,300
No,9311 〃 工業用冷却水系処理剤の組成 平.11-13 65点 ￥16,800
No,8660(B) 〃 〃 平.8-10 63点 ￥27,200
No, 〃 (A) 〃 〃 平.5-7 53点 ￥22,800

*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
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1 ２層式活水化装置 浮田　民夫 44 浄水フィルタ 株式会社リフレッ社

2 浄水器 平成サンライズ株式会社 45 浄水装置 株式会社リフレッ社

3 浄水装置 三浦工業株式会社 46 ミネラル水生成装置 株式会社ヘルス

4 浄水器 チュラルテック株式会社 47 浄水器
有限会社　エム．ティー．ア
イ

5 浄化・活水装置の構造 株式会社ブリヂストン 48 水処理装置 エムピ－ジ－株式会社

6 浄水製造装置 岩村　淳一 49 水質改良器 西日本産業株式会社

7 浄水器 日東精工株式会社 50 浄水器 株式会社オージック

8 浄化・活水器 株式会社ブリヂストン 51 組合せ式鉱石浄水機 王　偉任

9 浄水・活性水生成器 鈴木　高志 52 活水装置 テクノス株式会社

10 水改質装置 有限会社アイ・ビー・イー 53 水処理装置 株式会社レニアステクノ

11 浄水器
株式会社ダイワ・エンタープ
ライズ

54 浄水器
株式会社喜多村合金製作
所

12 浄水装置 株式会社ティアィエィ 55
磁気活性浄化水の製法及びその処理
装置

株式会社ロキテクノ

13 水道水改質装置 株式会社ソピックス湘南 56 家庭用浄水器 株式会社アルソア央粧

14 活水装置 株式会社ソピックス湘南 57 浄活水器 株式会社アルソア央粧

15 水処理装置 株式会社ワコム 58 家庭用浄活水器 株式会社アルソア央粧

16 浄水化用カートリッジ ジャロックス販売株式会社 59 浄水フィルター 二村化学工業株式会社

17 飲料水用浄水器 東陶機器株式会社 60 浄活水器 株式会社アルソア央粧

18
浄水機能を有するミネラルウォータ製
造装置

株式会社東宏アバンス 61 浄水器 青木電器工業株式会社

19 水道水の浄活水器 高　博 62 家庭用浄活水器 株式会社アルソア央粧

20 浄水器 日本ビッグトイズ株式会社 63 水浄化還元装置
鎌田バイオ・エンジニアリン
グ株式会社

21 水質活水器 株式会社ファインセラ 64 浄水装置 ツインバード工業株式会社

22 浄水用活水器 日本ビッグトイズ株式会社 65 滞留型浄活水器 株式会社アルソア本社

23 ミネラル水生成器 井室　正男 66 浄活水器 宮　　下　　周　　平

24 浄水装置 株式会社リーダー 67 浄水器 株式会社アクアークリエート

25 活水装置 株式会社ワコム 68 浄活水化方法 株式会社アルソア本社

26 浄水装置 安川コントロール株式会社 69 浄活水器
株式会社早川バルブ製作
所

27 濾過装置 伸栄産業株式会社 70 浄水器 出戸水栓株式会社

28 浄水器用のろ過器 滝本技研工業株式会社 71 浄活水器用充填剤の延命方法 株式会社アルソア本社

29 浄水器 日本ヘルス工業株式会社 72 充填材の延命方法 株式会社アルソア本社

30 飲料用水の浄水器及び浄水方法 株式会社ダスキン 73 充填材の処理方法 株式会社アルソア本社

31 浄水器 伸栄産業株式会社 74 活水・浄水装置
アンセーヌアンドカンパ
ニー株式会社

32 生水器 タイセイ株式会社 75 水質改善装置 株式会社啓プロジェクト

33 水の浄化装置
株式会社日本技術開発セ
ンター

76 滞留型カートリッジ 株式会社アルソア本社

34 水の浄化装置
株式会社日本技術開発セ
ンター

77 活水装置 有限会社東光ステンレス

35 水処理装置 エムピ－ジ－株式会社 78 液滞留型カートリッジ 株式会社アルソア本社

36
浄水の合成樹脂器の浄水装置並びに
該装置に用いる混合の活性炭及びそ
の製造方法

吉田　俊美 79 浴用浄活水器 株式会社アルソア本社

37 水処理装置 鐘淵化学工業株式会社 80 浄水装置 株式会社アルソア本社

38 水処理装置 鐘淵化学工業株式会社 81 ミネラル溶出カプセル 株式会社アルソア本社

39 水処理装置 鐘淵化学工業株式会社 82 浄水器 株式会社三栄水栓製作所

40 水処理装置 鐘淵化学工業株式会社 83 浄活水器用カートリッジ 株式会社アルソア本社

41 浄水・活水装置 株式会社アクエルジャパン 84 水質改善装置 株式会社啓プロジェクト

42 水処理装置 瀬戸内機工株式会社 85 浄水器 株式会社アスト

43
磁化浄水器装置並びに該装置に用い
る紫外線発生装置及びその製造方法

吉田　俊美 86 浄活水器用カートリッジ 株式会社アルソア本社

以下１３点省略

家庭用浄活水器の構造　　　No.9586

[公開編]　　平成５年～平成１４年（１０年間）　　　９９点

CD-ROM版　　　￥23,000    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥23,000

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥34,000　）


