
株 式会社国際技術開発センター
東京都千代田区内神田１－３－４藤村ビル

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）

ニュースガイﾄﾞＮｏ， １００６８ ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３

＜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！

マンション配管の洗浄方法と装置
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］平成１５年～平成１８年（４年間） ５７点

(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２１，０００－ ￥２０，０００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２１，０００－ ￥２０，０００－

（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥３１，５００－ ￥３０，０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)

No,9608 公開特許 マンション配管の洗浄方法と装置 平.5-14 100点 ￥23,000

No,9104 〃 冷却水のオゾン殺菌方法と装置 平.5-12 70点 ￥30,000

No,9089 〃 水処理薬品の濃度管理方法 平.5-12 75点 ￥29,400

No,9021 〃 循環冷却水の殺菌方法と装置 平.5-11 69点 ￥24,700

No,9345 〃 浴水の活水化方法と装置 平.5-13 94点 ￥21,600

No,9532 〃 水質管理方法と装置 平.5-14 99点 ￥29,700

No,9194(B) 〃 溶在酸素の除去方法と組成 平.9-12 64点 ￥20,300

No, 〃 (A) 〃 〃 平.5-8 62点 ￥19,700

No,9531 〃 ボイラー給水処理装置の構造 平.5-14 100点 ￥29,700

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,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,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,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

No,9586 〃 家庭用浄活水器の構造 平.5-14 99点 ￥23,000

No,9228 〃 レジオネラ菌の殺菌・防除剤 平.5-12 78点 ￥27,800

No,8887 〃 風呂水殺菌剤の組成 平.5-11 59点 ￥23,700

*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
四方切換え弁及び四方切換え弁を備
えた給水管洗浄システム

株式会社金門製作所 42 排水管のクリーニング工法
有限会社つまりぬきにじゅう
よん

2 配管清掃装置および配管清掃方法 テクサス株式会社 43 排水管のクリーニング装置
有限会社つまりぬきにじゅう
よん

3 清掃・研磨・下地処理装置及び方法
ライニングサービス株式会
社

44 枝管用管内面研磨装置 荏原テクノサーブ株式会社

4
排水管閉塞検知システム及び排水管
閉塞自動回避システム

須賀工業株式会社 45
排水管洗浄システムおよび排水管洗
浄方法

森田　実

5 管内面処理噴射素材用ノズル
有限会社　アトムスーパー
ブラスト

46 穿孔装置 荏原テクノサーブ株式会社

6 管内洗浄用ノズル装置 株式会社キョーワ 47 管内導入装置 株式会社プラスミック

7 マンション等の管路更生工法。
株式会社ライフ・テック・サ
プライ

48 給水管の更正方法及び装置 株式会社　ケーシーテック

8
給水配管の洗浄方法及び給水配管の
洗浄装置及びオゾン水供給装置

株式会社チームジェイ 49 排水管掃除装置 小島　徳厚

9 給水配管の殺菌洗浄方法 株式会社ロキテクノ 50 高層建築物の高圧洗浄設備 管清工業株式会社

10
清掃・洗浄・塗装剥離・下地処理装置
び方法

有限会社新技術マネイジメ
ント

51
排水管継手及びその排水管継手を使
用した配管接続構造

小島　徳厚

11
排水管のクリーニング工法、該クリーニ
ング工法に使用する研磨材投入機及
びクリーニング補助具

有限会社つまりぬきにじゅう
よん

52 排水管洗浄ノズル 株式会社シンショー

12 給水配管の殺菌洗浄方法 株式会社ロキテクノ 53 排水設備 小島　徳厚

13 トラップの封水補給装置 小島　徳厚 54 配管洗浄装置 浦　城勝

14 給水管洗浄装置および洗浄方法 株式会社西日本美環 55 高層住宅の排水管の洗浄方法 株式会社小島製作所

15 配管洗浄装置 株式会社エムティージー 56 配管洗浄用ノズル
株式会社リフォーム技術研
究所

16
高層集合住宅等の建物における排水
管のクリーニング方法

日本設備工業株式会社 57 穿孔装置
株式会社リフォーム技術研
究所

17
加圧ポンプを用いた温水の製造方法
及び冷温水切換噴射型高圧洗浄機

株式会社キョーワ

18 排水管の洗浄方法とその装置 合資会社ベルテックス

19 排水管の洗浄装置 小島　徳厚

20 給水管洗浄装置
北研エンジニアリング株式
会社

21 流路管内視鏡 株式会社シンショー

22 管内壁清掃方法およびその装置 ＴＥＸＡＳ株式会社

23 給水配管の殺菌洗浄方法 株式会社ロキテクノ

24
排水管の洗浄設備および該設備に用
いる洗浄機

小島　徳厚

25 管内洗浄装置 有限会社壬生自動車

26 排水管の洗浄装置 小島　徳厚

27
排水設備の音波洗浄方法及びその装
置

小島　徳厚

28 排水管洗浄装置 マックス株式会社

29 配管の洗浄方法および装置 浦　城勝

30 配管の洗浄方法および装置 浦　城勝

31 配管洗浄装置および配管洗浄方法
三菱電機ビルテクノサービ
ス株式会社

32 強制排水装置 和田　猛

33 配管研磨方法とそのための物体 有信株式会社

34 給水管洗浄装置および洗浄方法 株式会社西日本美環

35 配管洗浄装置 株式会社東横システム電建

36 排水管洗浄ノズル装置 株式会社シンショー

37 排水管洗浄装置のカバー プロテック有限会社

38 排水管洗浄装置 マックス株式会社

39 高圧洗浄用ノズル部材 吉田　信夫

40 管内洗浄装置 株式会社カンツール

41 管洗浄装置 有限会社ショーリ 以上５７点収録
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