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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１７年～平成１９年（３年間） ９２点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥３１，１８５－ ￥２９，７００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥３１，１８５－ ￥２９，７００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥４６，２００－ ￥４４，０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9850 公開特許 循環風呂のレジオネラ菌殺菌装置 平.14-16 88点 ￥26,700
No,9346 〃 〃 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,8785 〃 簡易浴槽の構造と装置 平.5-10 73点 ￥24,600
No,9345 〃 浴水の活性化方法と装置 平.5-13 94点 ￥21,600
No,7587 〃 〃 昭.61-平.4 72点 ￥21,300
No,7550 〃 浴槽自動洗浄装置の構造 平.3-4 88点 ￥26,400
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.5-12 119点 ￥29,700
No,8532 〃 サウナ・ユニットの構造と装置 平.5-9 74点 ￥26,400
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,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,9616 〃 浴槽残湯再利用システム 平.5-14 100点 ￥23,000
No,9618(B) 〃 鋳防水床バンの構造と製造方法 平.14 135点 ￥27,000
No, 〃 (A) 〃 〃 平.13 134点 ￥26,800

*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。］
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1 水の防殺菌処理方法
株式会社　東邦アーステッ
ク

38 水質の管理方法
エイチ・エス・ピ－販売株式
会社

2 浴槽、水槽等に配する循環装置 株式会社八汐 39
浴湯の殺菌浄化方法および殺菌浄化
装置

サイエンス株式会社

3 炭酸泉生成方法及び装置 岡崎　龍夫 40 高温加熱洗滌法 吉村　修

4 酸素富化給湯装置 松下電器産業株式会社 41
貝殻粉末焼成物を含有する原生生物
抑制剤の貯湯槽またはろ過機中への
使用

阿曽　和幸

5
超音波を利用した循環式浴槽の殺菌
システム

アドバンスフードテック株式
会社

42 磁気イオン入浴器 生田　稔郎

6 浴槽水の殺菌方法 株式会社リアライズ 43 浴槽水ｐＨ維持システム 飛島建設株式会社

7 浴槽装置および浴槽運用方法 有限会社スプリング 44 小型の炭酸泉生成方法及び生成装置 岡崎　龍夫

8 循環浄化装置 株式会社西原 45
濾過装置の洗浄方法及び洗浄システ
ム

株式会社ヤマト

9 水除菌装置 パナホーム株式会社 46 浄水装置 株式会社信州セラミックス

10
浴槽サウナ用蒸気発生装置及びその
蒸気発生装置の運転方法

東陶機器株式会社 47
連通管なしの水位制御と対流濾過シス
テム

ファーストウォーター株式会
社

11
循環式風呂および循環式風呂に用い
るヘアーキャッチャー

株式会社シンドー 48 濾過装置の高温殺菌システム 株式会社ユーアイ技研

12 バイオフィルムの除去方法 政井　高司 49 殺菌方法及び装置
ＪＦＥエンジニアリング株式
会社

13 風呂水滅菌装置 日本光機工業株式会社 50 循環式配管洗浄装置 辻　秀泰

14 スチーム発生装置 東陶機器株式会社 51 水槽の電解殺菌装置 若宮工業株式会社

15 気泡発生浴槽 松下電工株式会社 52 風呂殺菌装置
合資会社ラルフコーポレー
ション

16
ろ過装置内の逆洗時の殺菌浄化方法
とその装置

シナノカメラ工業株式会社 53 殺菌併用熱交換器 株式会社カントー

17 水流マッサージ装置
株式会社水巧エンジニアリ
ング

54
ヌメリの発生を防止する温水循環シス
テム。

有限会社キュウケン

18 循環式浴槽の洗浄方法 菱江化学株式会社 55 浴槽循環濾過システム 株式会社カケン

19 浴用温水浄化装置 高木　雅史 56 水循環路の浄化殺菌方法 株式会社サイプラス・ワン

20 発泡圧送装置 サンカイ化成株式会社 57 浴槽湯の濾過装置及びその制御装置 大学産業株式会社

21
レジオネラ属菌あるいは病原性アメー
バの消毒・洗浄機構を有する浴槽ろ過
循環給湯装置および浴槽ろ過…

株式会社熱技研通商 58 循環水殺菌浄化装置 松下　進

22 浴室サウナ装置 松下電器産業株式会社 59 炭酸含有加熱水生成方法及び装置 岡崎　龍夫

23 流体の浄化装置 阿部　一朗 60 殺菌処理装置 株式会社細田電機

24 濾過循環式浴槽の殺菌方法 面来　重治 61
濾過器及び熱交換器、これらを備える
循環式浴用ユニット並びに浴湯の循環
方法

株式会社ヘルストンＥＭ＆
Ｃ事業部

25 炭酸ガス併用シャワー入浴装置 ミナト医科学株式会社 62 循環濾過装置 株式会社イズミ

26
生物膜・アメーバ除去装置付の濾過装
置

株式会社ヤマト 63 温泉湯温度調整装置 田中　博之

27
浴槽水汚染度検知システム及び浴槽
水汚染度検知方法

株式会社フォーティーファ
イブ

64 水殺菌装置および水殺菌方法 江口　日出雄

28
浴水循環ろ過システムに用いる薬剤注
入装置並びに浴水循環消毒システム

株式会社　ユザワエンター
プライズ

65 水浄化方法 新酒　祐輔

29 循環経路における湯水の除菌システム 信川　雅洋 66
殺菌機能を有する炭酸泉生成方法お
よび装置

岡崎　龍夫

30 循環式浴槽の殺菌システム 株式会社テーオーシー 67 浴槽の拡張機能付加装置 サンルート株式会社

31
風呂湯処理装置及び該装置を使用し
た風呂湯循環システム。

早川　英雄 68
蒸気とオゾンを用いた循環風呂の殺菌
方法並びに装置

静岡県

32
水除菌用容器およびそれを収容する
収容容器およびそれを使用した循環
濾過装置

株式会社イズミ 69 浴槽水濾過装置 株式会社ガスター

33 レジオネラ属菌の殺菌装置 加藤　輝義

34
薬品・化学製品などを一切使用しない
浄水及び水質改善装置

成瀬　広晃

35 気泡発生浴槽の気液溶解タンク 松下電工株式会社

36 循環濾過装置 株式会社イズミ

37 浄化殺菌装置 袖山　英明 以下２３点収録

循環風呂のレジオネラ菌殺菌装置　　　No.10187

[公開編]　　平成17年～平成19年（3年間）　　　　92点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥31,185    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥31,185　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥46,200　）
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