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No,10229(C) 公開特許 岩盤浴装置の構造 平.19 75点 ￥22,500
No, 〃 (B) 〃 〃 平.18 61点 ￥18,900
No, 〃 (A) 〃 〃 平.17 55点 ￥16,500
No,9620 〃 ジェットバス装置の構造 平.12-14 116点 ￥27,000
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,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,8784 〃 循環風呂のレジオネラ菌殺菌装置 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.5-12 119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,9031(B) 〃 防水床パンの構造と製造方法 平.12 117点 ￥30,000
No, 〃 (A) 〃 〃 平.11 118点 ￥30,000
No,8640 〃 〃 平.10 90点 ￥28,700
No,8372 〃 〃 平.9 113点 ￥30,000
No,8231(B) 〃 〃 平.8 118点 ￥31,400
No, 〃 (A) 〃 〃 平.7 104点 ￥28,600
No,6983 公開特許 浴槽水の浄化方法と装置 昭.63-平.1 156点 ￥36,600
No,7085 〃 〃 平.2 106点 ￥26,400
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1 入浴装置 オージー技研株式会社 49 浴槽装置 ＴＯＴＯ株式会社

2 気泡盤付浴槽 オージー技研株式会社 50 浴槽装置 ＴＯＴＯ株式会社

3
ベッド上で排水できる寝たきり患者の
入浴用エアマット

梶山　淑 51
簡易浴槽用シート及びそのシートを用
いた簡易浴槽

株式会社　ナンワ

4
介護に適したエプロンの一部を取り外
し可能にし底部を腰の高さにした浴槽

高橋　輝行 52 入浴用車椅子 社会福祉法人クピド・フエア

5 微細気泡発生ノズル 株式会社ノーリツ 53 簡易風呂及びその組み立て方法
有限会社ハッピーライフク
ローバー

6 開閉扉付きの浴槽 鈴木　順子 54 入浴補助装置 学校法人金沢工業大学

7 高さ可変式浴槽台 有限会社アイサポート 55 入浴用ストレッチャー 株式会社いうら

8 入浴装置 昭和飛行機工業株式会社 56 入浴者用昇降装置 中国電力株式会社

9 介護装置 昭和飛行機工業株式会社 57
浴用カバーおよびこれを用いた介護用
入浴装置

チェスト株式会社

10 可動浴槽による入浴空間の構築方法 中村　伊久男 58 個人用介護浴槽 オージー技研株式会社

11 入浴装置 オージー技研株式会社 59 回動足乗台付入浴用車椅子 オージー技研株式会社

12 移動入浴車 新明工業株式会社 60 手動型入浴補助装置 本間　政志

13 入浴装置 佐藤　正人 61 身体洗浄装置
国立大学法人奈良女子大
学

14 介助台付入浴装置 オージー技研株式会社 62 介護ベッドの簡易沐浴装置 周　淑貞

15 シャワー入浴装置 東陶機器株式会社 63 要介護者用入浴、排泄装置 水島土木株式会社

16 入浴リフト装置 精工技研株式会社 64 シャワー装置 桑原　泰男

17 介護用リフト 辻本　末則 65 移動式立ち上がり補助具 新谷　信幸

18 簡易入浴装置のシール構造 株式会社山田製作所 66 介護用浮輪風呂 小川　清吉

19 簡易入浴装置 株式会社山田製作所 67 介護用浮輪風呂 小川　清吉

20 簡易入浴装置のバブル通路 株式会社山田製作所

21 シャワー入浴装置 東陶機器株式会社

22 簡易浴槽装置 湖北電子株式会社

23 簡易入浴装置のリクライニング機構 株式会社山田製作所

24 介護用簡易浴槽 竹下　正俊

25 ストッパー機構 酒井医療株式会社

26
洗浄液の供給及び回収用ホース付き
カップ式洗浄器

上原　竹男

27 移動式浴槽システム オージー技研株式会社

28 介護用入浴装置 三洋電機株式会社

29 介護用入浴装置 三洋電機株式会社

30 介護用椅子 武田　ふさ江

31 介護用浴槽 高橋　俊博

32 入浴用ストレッチャ 小国　元春

33 入浴装置 株式会社稲栄研究所

34 エア式浴槽 アキレス株式会社

35 シャワー入浴装置 ＴＯＴＯ株式会社

36 シャワー入浴装置 ＴＯＴＯ株式会社

37 入浴用リフト装置 株式会社アマノ

38 入浴用リフト装置 株式会社アマノ

39 シャワー入浴装置 ＴＯＴＯ株式会社

40
足、手、顔等の身体の一部分のマッ
サージ・温熱・洗浄器

学校法人高知工科大学

41 介護用入浴装置 三洋電機株式会社

42 介護用入浴装置 株式会社日神合研

43 介護浴槽 オージー技研株式会社

44 入浴介護用昇降装置 アキレス株式会社

45 車椅子用浴槽 富永　一

46 シャワー装置
松下電工バス＆ライフ株式
会社

47 介護浴槽 オージー技研株式会社

48 浴槽装置 ＴＯＴＯ株式会社 以上６７点収録

介護用入浴装置の構造　　　No.10262
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