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既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内
No,8433 公開特許 洗濯機用防水パンの構造 平.5-9 61点 ￥19,800
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,9032 公告特許 〃 平.9-12 153点 ￥37,000
No,8213 〃 〃 平.6-8 84点 ￥29,600
No,9171 公開特許 バリアフリー型浴室の構造 平.5-12 119点 ￥29,700
No,9170 〃 浴室のリフォーム方法と部材 平.5-12 67点 ￥23,400
No,9445 〃 人造大理石の製造加工方法 平.14 74点 ￥17,000
No,9257 〃 〃 平.13 69点 ￥17,200
No,9050 〃 〃 平.12 69点 ￥25,600
No,8972 〃 〃 平.11 64点 ￥24,200
No,8788 〃 〃 平.10 70点 ￥26,400
No,9095 〃 シャワー・ルーム・ユニットの構造 平.5-12 95点 ￥27,800
No,8532 〃 サウナ・ユニットの構造と装置 平.5-9 74点 ￥26,400
No,9345 〃 浴水の活性化方法と装置 平.5-13 94点 ￥21,600
No,9346 〃 循環風呂のレジオネラ菌殺菌装置 平.11-13 93点 ￥23,300
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1 防水パン 前澤化成工業株式会社 48 排水管のスラブ上配管システム 日本総合住生活株式会社

2 防水パンの補強構造 積水化学工業株式会社 49 洗濯機用防水パン 株式会社テクノテック

3 排水設備及び排水器具 鹿島建設株式会社 50 排水管 日立化成工業株式会社

4 防水パン 日立化成工業株式会社 51 浴槽水取込みユニット 東陶機器株式会社

5 防水パン 日立化成工業株式会社 52 洗面手洗いユニット 東陶機器株式会社

6 水栓装置付洗面台 株式会社イナックス 53 強制排水装置 東陶機器株式会社

7 洗濯機収納洗面台 積水化学工業株式会社 54 洗濯機受皿漏水警報器 中川　誠一

8 洗濯機用排水ホ－ス固定装置 株式会社　セイワメタル 55 洗濯機パン用継手 三菱樹脂株式会社

9 防水パン等の排水装置 丸一株式会社 56 洗濯機用防水パン 積水ハウス株式会社

10 コンクリート床直付洗濯機パン 右山　まさ東 57 洗濯機用給水ユニット
株式会社喜多村合金製作
所

11
洗濯機用排水ホ－ス固定装置及び洗
濯機用排水ホ－ス固定装置付きドア

株式会社　セイワメタル 58
水道用コンセントの流量調整遠隔操作
機構

株式会社三栄水栓製作所

12 洗濯機用パン 株式会社三栄水栓製作所 59 排水栓コンセント 株式会社三栄水栓製作所

13 洗濯機用防水パン 株式会社イナックス 60 洗濯機用防水パン 松下電工株式会社

14 水使用機器用防水装置 松下電器産業株式会社 61 水廻り設備室 積水化学工業株式会社

15 壁または床取出し用給排水機構 株式会社三栄水栓製作所 62 壁または床取出し用給排水機構 株式会社三栄水栓製作所

16 排水トラップ ミヤコ株式会社 63 防水パン 株式会社タブチ

17 洗濯機の排水ホース引出構造 日本建鐵株式会社 64 システムランドリー 株式会社イナックス

18
洗濯機用パンに設けられる排水トラッ
プ

大成建設株式会社 65 洗面室構造 積水ハウス株式会社

19
高吸水性複合材料及び高吸水性コー
ティング組成物

東陶機器株式会社 66 洗濯機載置用防水パン 株式会社テクノテック

20 防水パン付きキャビネット 東陶機器株式会社 67 排水トラップ 株式会社テクノテック

21 建物の水回り装置 株式会社ルネス研究所 68 給排水ユニット及び給水栓設備 株式会社タブチ

22 排水トラップ 三菱樹脂株式会社 69 防水パン周囲の防火構造 ミサワホーム株式会社

23 洗濯機用床パン 株式会社タブチ 70 防水パン付洗濯機 松下電器産業株式会社

24 浴室構造及び浴室用防水パン 大和ハウス工業株式会社 71 洗濯機用防水パンユニット 株式会社テクノテック

25 洗濯機用水栓 株式会社ケーブイケー 72 水道用コンセント 株式会社三栄水栓製作所

26
給排水一体型ユニット器具および給水
ユニット器具

株式会社三栄水栓製作所

27 洗面室ユニットの床面構造
ヤマハリビングテック株式会
社

28 洗濯機用排水装置 日本総合住生活株式会社

29 排水装置 東陶機器株式会社

30 防水パン 大成建設株式会社

31 洗濯機用排水設備 株式会社イナックス

32 洗濯機用排水設備 株式会社イナックス

33 建物ユニット ミサワホーム株式会社

34 洗面所ユニット 松下電工株式会社

35 洗濯機用排水設備 株式会社イナックス

36 皿状器具 シナネン株式会社

37 洗濯排水用トラップ
株式会社佐野精密金型製
作所

38 排水装置 丸一株式会社

39 浄化装置 丸一株式会社

40 洗濯室及び住宅 株式会社アーキテクノス

41
排水浄化装置およびこれを用いた洗
濯機

株式会社日立製作所

42 排水配管構造 東陶機器株式会社

43 洗濯機用パン 株式会社三栄水栓製作所

44
洗濯排水分別装置及び洗濯排水分別
方法

株式会社竹中工務店

45 住宅の排水配管 積水ハウス株式会社

46 排水構造 三井ホーム株式会社

47 洗濯乾燥機の設置構造 積水ハウス株式会社 以上７２点収録

洗濯機用防水パンの構造　　　No.9615
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