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No,9862 公開特許 浴槽・浴室用手すりと取付構造 平.14-16 87点 ￥26,400
No,9616 〃 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
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1 浴槽用手摺 株式会社リッチェル 51 手摺 株式会社ＳＥＴＯ

2 屋内用のスポット照明手摺り 田中　伸生 52 ＵＢ専用手摺用ボーダー 若杉　敏之

3 呼び出し機能付き手摺り 松下電工株式会社 53 浴槽用手摺 富永　保治

4 曲げ加工性に優れた樹脂被覆部材 片山工業株式会社 54
呼出子機アタッチメント及び呼出システ
ム

アイホン株式会社

5 安全手摺 株式会社快建 55 浴室手摺りの構造 株式会社ＩＮＡＸ

6 手摺セット 株式会社　シコク 56 浴室手摺り構造 株式会社ＩＮＡＸ

7 介護用浴室構成システム 三菱樹脂株式会社 57 戸袋の構造 パナホーム株式会社

8
手摺り等の取付け装置および取付け
方法

大阪ポリマー株式会社 58
在宅介護ユニットおよび介護スペース
の構築方法

コマツハウス株式会社

9
リブ付型手すり、丸型手すり若しくは溝
付型手すりの手すり受け金具

細木　信重 59 浴槽手すり アロン化成株式会社

10 段差用補助手摺 ホクメイ株式会社 60 手摺り装置 株式会社日本ピット

11 手摺り 株式会社トヨックス 61 介護装置 昭和飛行機工業株式会社

12 浴槽用簡易型手摺り アロン化成株式会社 62 可動手摺 泉　周平

13 手摺部材 新家工業株式会社 63 浴槽手すり アロン化成株式会社

14 出入り口横断用の着脱自在手摺り 矢崎化工株式会社 64 手摺の取付構造 榎本金属株式会社

15 風呂蓋の支持方法とその支持装置 タカラスタンダード株式会社 65 浴槽用手摺り ＤＩＰＰＥＲホクメイ株式会社

16 手摺り 株式会社トヨックス 66 床上用手摺り構造 坂本　哲生

17 屋内用照明手摺り 田中　伸生 67 手摺り具 大和ハウス工業株式会社

18 手すり類の消臭空気清浄構造 根本企画工業株式会社 68 手摺構造 株式会社ＳＥＴＯ

19 浴槽用手すり アロン化成株式会社 69 浴槽用手摺り 平家　節也

20 手摺 積水樹脂株式会社 70 手摺 虎谷　敬一

21 手摺装置 株式会社ユニオン 71 手摺用水栓 株式会社喜多村合金製作所

22 手摺 株式会社カクダイ 72 手摺部材 積水樹脂株式会社

23 手すり装置 有限会社クリエイト 73 安全手摺 株式会社駒谷

24 入浴装置 テクノシステム株式会社 74 浴槽 松下電工株式会社

25 入浴装置 テクノシステム株式会社 75 手摺り 株式会社ＳＥＴＯ

26 着脱自在に取り付け可能なグリップ ブルース・エム・ラナ 76 手すり付き浴槽用踏み段 芳之内　晃匡

27 手摺付一体型浴槽 株式会社アビタ 77 手摺り部材 ワイエム工業株式会社

28 手摺取付構造 中島　シゲミ 78 浴室用手摺装置 積水ハウス株式会社

29 介護用浴槽 株式会社地域総合設計 79 入浴装置 積水ハウス株式会社

30 表面加工による滑り止め 國安　久範 80 伸縮手摺装置 積水ハウス株式会社

31 高齢者等移動補助装置 株式会社楽々サービス 81 手摺取付装置 丸岡　等

32 手摺 榎本金属株式会社 82 吸着盤による着脱可能な簡易手摺 祥隆株式会社

33 手摺り マツ六株式会社 83 介護用手摺 株式会社旭テント工業

34 浴槽用手すり 東陶機器株式会社 84 移動式立ち上がり補助具 新谷　信幸

35 シャワーハンガ付き手摺 ナカ工業株式会社

36 手すり型シャワ装置 株式会社三栄水栓製作所

37 握り具カバー 株式会社光

38
手摺用の樹脂被覆棒状部材およびそ
の製造方法

喜多　泰夫

39 入浴介助装置 東陶機器株式会社

40 手すり固定金具 東陶機器株式会社

41 管構造体及びそれを利用した手すり 株式会社シマブン

42 可動手摺 ナカ工業株式会社

43 介護用手摺 湯田　秋夫

44 足浴装置
河▲崎▼冷熱電機株式会
社

45 手摺部材 積水樹脂株式会社

46 吸着盤と、吸着盤付きグリップ体 ホクメイ株式会社

47 水栓 株式会社三栄水栓製作所

48 手摺の取付け金具 株式会社八幡ねじ

49 手摺り構成部材取付具 文化シヤッター株式会社

50 手摺 飯島　富蔵 以上８４点収録
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[公開編]　　平成17年～平成19年（3年間）　　　84点
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