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浄水機能付シャワー装置の構造
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［公開編］平成１２年～平成１６年（５年間） １００点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥３０，１３５－ ￥２８，７００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥３０，１３５－ ￥２８，７００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥４５，１５０－ ￥４３，０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9616 公開特許 浴槽残湯再利用システム 平.5-14 100点 ￥23,000
No,9620 〃 ジェットバス装置の構造 平.12-14 116点 ￥27,000
No,9619(B) 〃 簡易型サウナの構造と装置 平.13-14 79点 ￥18,400
No, 〃 (A) 〃 〃 平.10-12 106点 ￥24,600
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,8785 〃 簡易浴槽の構造と装置 平.5-10 73点 ￥24,600
No,9170 〃 浴室のリフォーム方法と部材 平.5-12 67点 ￥23,400
No,9171 〃 バリアフリー型浴室の構造 平.5-12 110点 ￥20,700
No,9345 〃 浴水の活性化方法と装置 平.5-13 94点 ￥21,000
No,7587 〃 〃 昭.61-平.4 72点 ￥21,300
No,9617(E) 〃 浴室乾燥装置の構造 平.13-14 110点 ￥25,300
No, 〃 (D) 〃 〃 平.11-12 107点 ￥24,600
No, 〃 (C) 〃 〃 平.9-10 82点 ￥18,800
No, 〃 (B) 〃 〃 平.7-8 65点 ￥15,100
No, 〃 (A) 〃 〃 平.5-6 44点 ￥10,100
No,8532 〃 サウナ・ユニットの構造と装置 平.5-9 74点 ￥26,400
No,9615 〃 洗濯機用防水パンの構造 平.10-14 72点 ￥18,000
No,8433 〃 〃 平.5-9 61点 ￥19,800
No,9095 〃 シャワー・ルーム・ユニットの構造 平.5-12 95点 ￥27,800

*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

℡ （ ） FAx （ ）

住所 〒

※料金には別途送料・消費税がかかります。

http://www.itdc-patent.com


1 薬剤徐放カ―トリッジ 東陶機器株式会社 45 塩素除去機能付き給水器 大久保　貴泰

2 薬剤供給カートリッジ 株式会社テネックス 46 浄水機能付きシャワーヘッド 有限会社寿通商

3 薬剤徐放装置 東陶機器株式会社 47 浄水機能付きシャワーヘッド 有限会社寿通商

4 脱塩素体および脱塩素装置 中匠株式会社 48 薬剤混入吐出装置 東陶機器株式会社

5 吐水装置 東陶機器株式会社 49 シャワー装置 東陶機器株式会社

6
浄水機能付きシャワーヘッド及びその
シャワーノズル

三菱レイヨン株式会社 50 浄水機能付きシャワーヘッド 有限会社寿通商

7 薬剤供給カートリッジ 東陶機器株式会社 51 薬剤混入吐出装置 東陶機器株式会社

8
浴室のシャワー装置における活性炭
フィルタより成るカートリッジの着脱装置

中匠株式会社 52 多機能水供給装置 東陶機器株式会社

9 シャワー装置 松下精工株式会社 53 流路切換器およびシャワーヘッド 東レ株式会社

10 浄水機能付きシャワーヘッド 三菱レイヨン株式会社 54 シャワー装置 東陶機器株式会社

11
浄水機能付きシャワーヘッド及びその
シャワーノズル

三菱レイヨン株式会社 55 浄水シャワーシステム 三菱レイヨン株式会社

12 シャワ―装置 松下精工株式会社 56 塩素除去機能付きシャワーヘッド 大久保　貴泰

13 浄水シャワ―システム 三菱レイヨン株式会社 57 塩素除去機能付きシャワーヘッド 大久保　貴泰

14 浄水シャワ―システム 三菱レイヨン株式会社 58 浄水機能付きシャワーヘッド 有限会社寿通商

15
浄水シャワ―システム及び浄水機能を
有した収納用支柱

三菱レイヨン株式会社 59 浄水シャワー 東レ株式会社

16 薬剤混入シャワーヘッド 東陶機器株式会社 60 吐出装置 東陶機器株式会社

17 浄水シャワーシステム 三菱レイヨン株式会社 61 薬剤吐出装置 東陶機器株式会社

18
薬剤徐放カートリッジおよび薬剤徐放
装置

東陶機器株式会社 62
薬剤除放機能付シャワーヘッド及び薬
剤除放カートリッジ

東陶機器株式会社

19
浄水シャワーシステム、浄水シャワーシ
ステム用の棚、洗面カウンタおよびキッ
チンカウンタ

三菱レイヨン株式会社 63 浄水機能付きシャワーヘッド 有限会社寿通商

20 薬剤供給カートリッジ 株式会社テネックス 64 浄水機能付きシャワーヘッド 有限会社寿通商

21 カートリッジ 東陶機器株式会社 65 シャワーヘッド 東陶機器株式会社

22 シャワーヘッド 株式会社ケーブイケー 66 液体吐出装置 東西化学産業株式会社

23 浄水機能付きシャワーヘッド 三菱レイヨン株式会社 67 シャワー付給水栓 東陶機器株式会社

24 吐水装置 東陶機器株式会社 68 浄水器 三菱レイヨン株式会社

25 薬剤吐出装置 東陶機器株式会社 69 浄水機能付きシャワーヘッド 有限会社寿通商

26 浄水シャワーシステム 三菱レイヨン株式会社 70 シャワーヘッド装置 東京ピジョン株式会社

27 混入溶液除放機能付き給水器 大久保　貴泰 71
流体検出器及びこれを用いた浄水器
並びに浄水シャワー

三菱レイヨン株式会社

28 混入溶液除放機能付き給水器 大久保　貴泰 72 脱塩素装置 日本ヘルス工業株式会社

29 散水機能付き浄水フィルタ マリーンバイオ株式会社 73 浄水機能付きシャワーヘッド 有限会社寿通商

30 吐水器具 株式会社イナックス 74 浄水シャワー 東レ株式会社

31 浄水吐水器具 株式会社イナックス 75 シャワー装置 東陶機器株式会社

32 浄水吐水器具 株式会社イナックス 76 浄水器 富田製薬株式会社

33 浄水吐水器具 株式会社イナックス 77 シャワーヘッド 東レ株式会社

34 浄水機能付きシャワーヘッド 有限会社寿通商 78 混合浄水供給装置 株式会社タイキジャパン

35 シャワーヘッド
株式会社オーエスジー・
コーポレーション

79 シャワーシステム 三菱レイヨン株式会社

36 吐水装置 東陶機器株式会社 80 シャワーヘッド及び化粧料組成物
有限会社コム・インスティ
チュート

37 浴室用浄水器付混合水栓
株式会社喜多村合金製作
所

81
浄水カートリッジおよび浄水カートリッ
ジ用水流規制板

三菱レイヨン株式会社

38 薬剤供給カートリッジ 東陶機器株式会社 82
円柱状濾材、それを用いた浄水カート
リッジ、浄水器および浄水シャワー

三菱レイヨン株式会社

39 薬剤吐出シャワー装置 東陶機器株式会社 83 浄水シャワー装置 三菱レイヨン株式会社

40 浄水シャワーシステム 三菱レイヨン株式会社 84 シャワ装置 三菱レイヨン株式会社

41 浄水器 中匠株式会社 85 混入溶液除放機能付き給水器 大久保　貴泰

42 吐水装置 株式会社イナックス 86 水栓 東陶機器株式会社

43
液体注出容器及びこれを用いた水道
水の塩素除去器

大久保　貴泰 87 浄水シャワー用給湯水装置 三菱レイヨン株式会社

44 シャワー 三菱レイヨン株式会社 以下１３点収録

浄水機能付シャワー装置の構造 　　　No.9864

[公開編]　　平成1２年～平成１6年（5年間）　　　１００点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥30,135    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥30,135　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥45,150　）




