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＊最新の特許情報が満載！

(税込価格) (本体価格)

￥１９，４４０－ ￥１８，０００－

￥１９，４４０－ ￥１８，０００－

￥２９，１６０－ ￥２７，０００－

(本体価格)

No,10525 公開特許 平.12 - 21 100点 ￥28,000

No,10487       〃 平.21 80点 ￥24,000

No,10856 登録特許 平.24 70点 ￥18,000

No,10074 公開特許 アルカリ･イオン水の製造装置 平.16-平.18 102点 ￥30,700

No,9685       〃 平.11-平.15 120点 ￥30,000

No,7585(B) 公告特許 昭.63-平.4 65点  ￥22,300

No, 〃 (A)       〃 昭.58-62 71点  ￥24,600

No,9586 公開特許 平.5-平.14 99点 ￥23,000

No,9112       〃 平.5-平.12 61点 ￥21,700

No,7593(B) 公告特許 平.1-4 99点  ￥33,000

No, 〃 (A)       〃 昭.60-63 62点  ￥19,700

No,9345 公開特許 平.5-平.13 94点 ￥21,600

No,7587       〃 昭.61-平.4 72点  ￥21,300

No,9346       〃 平.11-平.13 93点 ￥23,300

No,8784       〃 平.10 79点 ￥26,700

No,8887       〃 平.5-平.11 59点 ￥23,700

No,10081       〃 平.15-平.18 74点 ￥23,500

No,9473       〃 平.5 85点 ￥19,600

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、ＥメールまたはＦＡＸ・郵便にてお送りください。
（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。

 ニュースガイドNo,

 題名

合計 ￥

 E-mail:

 TEL: FAX:

住所：〒

緊急時用浄水装置の構造

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

※料金には別途送料がかかります。

２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

お   申   込   書

既刊関連セットのご案内

　　　　　　　　〃

　　　　　　　　〃

　　　　　　　　〃

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）
ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３      

水素含有水の製造加工方法
[登録・公開編]平成27年（1年間）　　80点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１１０８４

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

担当者名

所属部署名

会社名 ご注文内容

CD-ROM版 or Ｂ５製本版 or 一括購入

雨水利用システムと装置

住宅用雨水利用装置

家庭用浄活水器の構造

携帯用浄水器の構造と装置

家庭用浄水器の構造と装置

　　　　　　　　〃

浴水の活性化方法と装置

海洋深層水を使用した飲食品

　　　　　　　　〃

　　　　　　　　〃

循環風呂のレジオネラ菌殺菌装置

　　　　　　　　〃

風呂水用殺菌剤の組成



1 還元水生成剤 株式会社長野セラミックス 33 水素分子溶存水の製造方法 有限会社スプリング

2
機能水の充填システム及び、機能水の
製造システム

日本ピュアウォーター株式
会社

34 機能水の供給制御装置及び同方法 株式会社中央技研

3
水素含有水生成用電極及び水素含有
水生成装置

中国電機製造株式会社 35 水素水生成用キャップ 株式会社光未来

4
水素含有水生成用電極及び水素含有
水生成装置

中国電機製造株式会社 36 機能性原料を含有する水素含有飲料 株式会社シェフコ

5
水素含有水生成用電極及び水素含有
水生成装置

中国電機製造株式会社 37 還元水素水供給装置
ナチュラン・インターナショ
ナル有限会社

6 水素含有水生成装置 中国電機製造株式会社 38 放射能除染装置 室田　渉

7 水素含有水生成装置 中国電機製造株式会社 39 水素を含む溶液製造設備
光騰光電股▲ふん▼有限
公司

8
水素含有水生成用電極の製造方法及
び水素含有水生成用電極

中国電機製造株式会社 40
還元水素水、及び酸化還元塩と風化
貝化石配合の健康補助食品

株式会社活亜興

9 水素含有水生成装置 中国電機製造株式会社 41 還元水素水生成装置 株式会社ドンクレーブ

10
機能性原料を含有する水素含有飲料
の製造方法

株式会社シェフコ 42
水素水製造装置及びそれに用いられ
る電極

株式会社インテクトプランニ
ング

11 水素水製造装置 株式会社勝電技研 43
電離水素水の製造方法、電離水素水
から水素を発生させる方法、電離水素
水の製造に用いられる微生物およ・・・

独立行政法人国立高等専
門学校機構

12
水素水の製造装置及びその製造方法
と保管方法

有限会社ジェニス・ホワイト 44
水素含有組成物および該水素含有組
成物を用いた水素の添加方法

株式会社光未来

13
水素吸蔵合金に保持された水素の液
体への添加

株式会社ドクターズ・マン 45 携帯型水素水製造装置
ソルゴ　バイオメディカル
カンパニーリミテッド

14
水素添加システム、および当該システ
ムに使用する液体容器

株式会社ドクターズ・マン 46
水素水の製造装置及びその製造方法
と保管方法

有限会社ジェニス・ホワイト

15 水素溶解水製造装置 株式会社環境技研 47 水素水製造装置 株式会社勝電技研

16
還元水素水、及び酸化還元塩と風化
貝化石配合の健康補助食品

株式会社活亜興 48
水素溶解水製造装置及び純水製造シ
ステム

オルガノ株式会社

17
水素水溶液および水素水溶液製造用
キット、ならびに水素水溶液の製造方
法

有限会社プレジール 49
水素吸蔵合金に保持された水素の液
体への添加

株式会社ドクターズ・マン

18
乳成分含有容器詰飲料及びその製造
方法、並びに乳成分含有容器詰飲料
の風味改善方法

株式会社　伊藤園 50 水素水生成器及び水素水生成方法
アンティバック　インターナ
ショナル　カンパニー　リミ
テッド

19
水素水製造装置及びそれに用いられ
る電極

株式会社インテクトプランニ
ング

51
水素含有水の製造方法、製造装置お
よび水素水

岩谷産業株式会社

20 水素水製造器具 富士産業株式会社 52
ナノバブル水素水・水素フォーム生成
システム

門脇　俊行

21
容器詰果汁含有飲料及びその製造方
法

株式会社　伊藤園 53 箱詰めキット 株式会社シェフコ

22 水素ガスの密閉容器 株式会社光未来 54
携帯用の水素水生成装置及び該装置
に使用される水素ガス発生部材

五十嵐　秀夫

23
水質活性化装置および該水質活性化
装置を用いた貯水タンク

佐藤　敬 55
水素生成剤、水素生成器、及び水素
含有液の製造方法

ニッコ－化成株式会社

24 水素発生剤及び水素発生方法 大田　皓士 56
飲料用水素含有水の製造方法、及び
その製造装置

株式会社シェフコ

25 溶存水素水生成装置 シャープ株式会社 57 溶存水素水生成装置 シャープ株式会社

26
家庭用ナノバブル水素水製造供給装
置。

有限会社情報科学研究所 58 水素発生ユニット
エコモ・インターナショナル
株式会社

27 水素発生ユニット
エコモ・インターナショナル
株式会社

59 水素発生ユニット
エコモ・インターナショナル
株式会社

28 水素水製造装置
アルイ　カンパニー，リミテッ
ド

60
水素分子を含有する電解還元水の製
造方法およびその製造装置

株式会社　クリア

29 飲料用水素水生成用ポット 皆川　浩章 61
水素添加システム、および当該システ
ムに使用する液体容器

株式会社ドクターズ・マン

30
活性水素溶存水の生成方法およびそ
の生成具

株式会社志賀機能水研究
所

62 水素ガスの密閉容器 株式会社光未来

31
液体包装袋及びウオーターサーバー
への水素ガス含有液体の供給方法

株式会社ナノジェットジャパ
ン

63 還元水素水と炭酸との供給装置 株式会社ワンエイト

32
水素含有飲料の製造方法および該水
素含有飲料

張　文士 以下17点省略

水素含有水の製造加工方法　　　No.11084

[登録・公開編]　　平成27年（1年間）　　　　80点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥19,440    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥19,440　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥29,160　）


