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

No,9112 〃 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
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1 浄水器
ピュアウォーター販売株式
会社

38 飲料水用フィルター 表　俊明

2 浄水器 水青工業株式会社 39 マグネシウム浄水器 株式会社アクアメディカル

3 浄水カートリッジ及び浄水器 株式会社ＩＮＡＸ 40
セラミック球体と活水器を用いた水処
理装置

加藤　達夫

4 浄水器
株式会社インフィニティ・
ジャパン

41 活水器 株式会社クロスポイント

5
活性炭フィルタ、浄水カートリッジ及び
浄水器

株式会社ＩＮＡＸ 42 浄水器 有限会社ロックワン

6 カートリッジを使用する簡易浄水器
株式会社早川バルブ製作
所

43 磁気マイナスイオン還元機能浄水器
鎌田バイオ・エンジニアリン
グ株式会社

7 還元水生成装置 早川　英雄 44
浄水カートリッジ及びこれを用いた水処
理装置

日本健販製造株式会社

8
水処理装置および水処理装置取り付
け方法

東陶機器株式会社 45 連続式家庭用浄水器及び浄水方法 株式会社　純

9 浄水器 七星株式会社 46
機能性セラミックスの製造方法、機能
性セラミックス樹脂の製造方法、機能
性セラミックス、…

藤田　不二雄

10 水処理装置、及び水処理ユニット 株式会社イーグルジャパン 47
浄水器用カートリッジ及びこれを用いた
浄水器

東レ株式会社

11 原水・処理水切替吐出装置 株式会社カクダイ 48 浄水器 株式会社アサヒ

12
浄水器用切換コック及び家庭用浄水
器システム

株式会社アルソア本社 49 浄水装置
株式会社シーアイシーテク
ノコーポ

13 衝立状浄水ないし整水器 株式会社ビクトリア 50 機能性イオン活水器 高橋　立志

14 飲料水の浄化装置 松村　茂 51 滞留水の滞留検知システム マックス株式会社

15 浄水ポット 岩崎工業株式会社 52 箱型浄水活水装置 笹原　健裕

16 浄水フィルタ 有限会社ジオ 53
浄水システム用フィルターカートリッジ
及びそれを取り付けたフィルターハウジ
ング組立体

ピコグラム　コ　リミテッド

17 元止め式浄水器用水栓 株式会社カクダイ 54 スケルトン型浄活水器 笹原　健裕

18 浄水器 宰成光株式会社 55 浄水器
株式会社キッツマイクロフィ
ルター

19
流量計付吐水装置、流量計付切替
コック、流量計付フレキ吐水管、浄活
水器用流量計、アンダーシンク型…

株式会社早川バルブ製作
所

56 滞留水の滞留検知システム マックス株式会社

20 浄水器
株式会社生命分子活性化
研究所

57 滞留検知装置および水栓 マックス株式会社

21 活性浄水器 宰成光株式会社 58
浄水シリンダー及び浄水シリンダーの
製造方法

吉田　浩之

22 ポット型浄水器 有限会社三恵 59 アンダーシンク型浄水装置 木島　慶昌

23 縦型浄活水器 笹原　勢一郎 60 活水器 宰成光株式会社

24 強制循環水流による活水器
有限会社ウォーターフォー
ラム

61 浄活水システム ヘルシーバンク株式会社

25 水素水発生装置 岡田　憲巳 62 浄水装置 マックス株式会社

26 浄水器 メッドグループ株式会社 63 警告弁装置
株式会社早川バルブ製作
所

27 貴陽石を使用したイオン水生成装置 株式会社サイテックス 64
浄水器用カートリッジ、およびこれを備
えた浄水器

有限会社ティーエム・イー

28
貴陽石カートリッジ及び貴陽石を用い
たイオン水生成装置

株式会社サイテックス 65
切換コック用の弁装置、及びこれを使
用した切換コック

株式会社早川バルブ製作
所

29 還元水生成具 浦工株式会社 66 簡易活水器 株式会社コンプラウト

30 水浄化還元ろ過器
鎌田バイオ・エンジニアリン
グ株式会社

31 水改質器 奥村　則弘

32 活水器
株式会社日本技術開発セ
ンター

33 浄水器 サンエス工業株式会社

34 浄活水システム
株式会社日本技術開発セ
ンター

35 活水装置及び活水の製造方法 テクノス株式会社

36 活水器 惣川　修

37 水改質器用カートリッジ及び水改質器 奥村　則弘 以上６６点収録

家庭用浄活水器の構造　　　No.10075

[公開編]　　平成15年～平成18年（4年間）　　66点
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