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1 循環温浴器の浄化装置及びその浄化
方法

ジャニックス株式会社 33 浴用湯水の浄化循環装置 寺坂　哲夫

2 循環清浄化装置付き風呂装置 蛇の目ミシン工業株式会社 34 浴槽湯の清浄殺菌循環装置 桑原　克己

3 浴水の浄化、加温装置 株式会社インターメック 35 投げ込み型風呂水浄化装置 元永　美亜子

4 浴水の浄化、加温装置 株式会社インターメック

5 湯の浄化循環構造 東陶機器株式会社 36 循環浄化浴槽装置 株式会社ヤジマ

6 浴槽装置 積水化学工業株式会社

37 浄化装置 谷口　勝

7 循環式温浴器 三吉工業株式会社 38 浴槽用ノズルブロック サイエンス株式会社

8 浴湯濾過装置における浴湯吸込部 昭和鉄工株式会社 39 浴湯の調整装置 サイエンス株式会社

40 微細気泡発生回路を備えた加熱循環
風呂装置

クリナップ株式会社

9 浴槽湯の清浄化装置 蛇の目ミシン工業株式会社 41 循環温浴器及び多段接点型リードス
イッチ

松下電器産業株式会社

10 水の循環浄化装置及び循環浄化方法 東陶機器株式会社 42 浴槽浄化装置 株式会社イナックス

11 浄化エレメント組立体及び浴槽湯の浄
化装置

株式会社水研 43 浴槽水の浄化・活性化フィルタ－ 金子　博

12 触媒法の瀘材を使用した循環式温浴
器

杉　一良 44 水の循環濾過方法及び装置 西村　勤

13
セラミックボールによる遠赤外線と、永
久磁石による磁気　での浴槽内の水の
活性装置

株式会社フェニックス・エ
ス・ティー・エム 45 浴槽湯の浄化装置 株式会社水研

14 浴水槽水の浄化装置 東陶機器株式会社

15 風呂水の浄化活性装置及び保温装置 スチール工業有限会社 46 浄化システム 松波　実

16 浴槽湯の循環供給装置 桑原　克己 47 浄化エレメント組立体及び浴槽湯の浄
化装置

株式会社水研

48 循環温浴機 ブラザー工業株式会社

17 人工浴湯装置の口過浄化装置 株式会社ヤジマ 49 風呂水活性化装置付浴槽 高橋　謙三

18 浴槽湯の清浄殺菌循環装置 桑原　克己 50 水浄化装置 松下電器産業株式会社

19 循環浄化浴槽装置 株式会社ヤジマ 51 浴槽用温水循環浄化装置及びこの温
水循環浄化装置を使用した浴槽

株式会社荏原シンワ

20 循環浄化浴槽装置
ヤジマ温泉お風呂販売株
式会社 52 湯循環浄化方法及びこれに用いる

カートリッジフィルター
株式会社荏原シンワ

21 浴槽循環濾過装置 廣川　忠夫

53 浄水器のケース 株式会社フテロシステム

22 磁気と遠赤外線による浴槽内水分子
活性化装置

岩崎　智一

23 浴湯の保温清浄化装置 蛇の目ミシン工業株式会社 54 浄水器のケース 株式会社フテロシステム

24 循環装置付風呂装置 株式会社トヨトミ 55 濾過装置 ローレル株式会社

25 浴槽等給湯装置の自動逆流洗浄方法
及び装置

株式会社テラルキヨクトウ 56 浴槽用小型浄化装置 サイエンス株式会社

26 浴水の濾過・活性化装置 株式会社イズミ 57 浴槽温水循環装置用濾過槽及びこの
濾過槽を有する浴槽温水循環装置

株式会社荏原シンワ

27 循環装置付風呂装置 株式会社トヨトミ 58 循環温浴システム 東洋濾水工業株式会社

28 濾過循環器によるバス温水の自動洗
浄方法及びその装置

塚田　寿治 59 ミネラル水生成装置およびミネラル水
の生成方法

株式会社エスエヌディ

29 浴湯の循環調整装置 サイエンス株式会社 60 風呂湯浄化滅菌システム 株式会社ハーマン

30 風呂用濾過装置 中央電機産業株式会社 61 浴槽水循環加熱浄化装置 有限会社パートナーシップ

31 風呂水活性化装置を備えた浴槽 高橋　謙三 62 浴槽湯水の除菌ろ過装置及び除菌ろ
過方法

株式会社リョウショウ

32 水殺菌装置及び浴槽 株式会社イナックス 63 浴槽温水循環装置 エナジーサポート株式会社
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登　録　実　用　新　案　　　平成９年

日　本　特　許　公　開　　　平成１０年

日　本　特　許　公　開　　　平成７年

登　録　実　用　新　案　　　平成７年

日　本　特　許　公　開　　　平成８年

日　本　特　許　公　開　　　平成９年
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実　用　新　案　公　開　　　平成７年

実　用　新　案　公　開　　　平成６年




