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1 ミストサウナ装置
ヤマハリビングテック株式会
社

1 釜風呂 松清金属株式会社

2 ミストサウナ装置
ヤマハリビングテック株式会
社

2 サウナ装置 東陶機器株式会社

3 サウナ用ドア構造 松下電工株式会社 3
ガス焚き湿式遠赤外線放射サウナヒー
タ

東邦瓦斯株式会社

4 蒸気浴方法および蒸気浴装置 久保　沙里 4 簡易蒸気風呂用の蒸気発生装置 東　謙治

5 サウナ装置 東　善彦 5 可搬式遠赤外線サウナ装置 井内　勝義

6 遠赤外線サウナ室の表面板構造体 栃木電子工業株式会社 6 温熱ベット 東日本暖房株式会社

7
遠赤外線サウナ室の表面板構造体と
感熱器を位置させた　遠赤外線サウナ
室の表面板構造体と．．．

栃木電子工業株式会社 7 ミストサウナ装置
ナショナル住宅産業株式会
社

8 簡易型サウナ装置 ヤーマン株式会社 8 ミスト発生装置 日立化成工業株式会社

9 サウナ暖房装置 船井電機株式会社 9 ミストサウナ装置
ナショナル住宅産業株式会
社

10
ミスト発生システム及び浴室ミスト暖房
システム

株式会社ハーマン 10 ミストサウナ装置
ナショナル住宅産業株式会
社

11
血流促進装置付サウナ室における室
内環境制御方法

廣瀬　栄 11 粒体噴流化式身体洗浄装置
兼松エンジニアリング株式
会社

12 遠赤外線放射体 松本　英美 12 サウナ用熱交換器及びサウナ装置 中村　昌子

13
ミスト発生装置及びミスト発生装置を備
えるミストサウナ装置

東陶機器株式会社 13 サウナ装置 東陶機器株式会社

14 ミストサウナ装置 積水化学工業株式会社 14 蒸気発生装置およびサウナ装置 東陶機器株式会社

15 サウナ用ヒータ 日精オーバル株式会社 15
蒸気発生装置とその洗浄方法、および
サウナ装置

東陶機器株式会社

16 サウナ用ヒータ 日精オーバル株式会社 16 蒸気発生装置およびサウナ装置 東陶機器株式会社

17 遠赤外線サウナ 大里　荘太郎 17 蒸気発生装置およびサウナ装置 東陶機器株式会社

18 健康装置
エヌシーエー料理の素株式
会社

18 サウナ装置 東陶機器株式会社

19 スチ－ムサウナ 松下電工株式会社 19 介護用サウナ装置 東陶機器株式会社

20
蒸気発生器、それを用いた蒸気風呂
および蒸気発生方法

株式会社ユックインターナ
ショナル

20
多湿雰囲気発生装置及びその装置を
用いたサウナ装置

東陶機器株式会社

21 加湿装置を具備したサウナ装置 井内　勝義 21 サウナ風呂 株式会社フジ医療器

22 サウナ装置 清川　晋 22
ヘルスフルルームに設置する為の低温
遠赤外線むろ

菊地　　眞悟

23 スチーム発生装置 松下電工株式会社 23 サウナ用椅子 松下電工株式会社

24
電気サウナバスの温度過昇防止制御
方法及び装置

東　善彦 24 多湿雰囲気発生装置 東陶機器株式会社

25 サウナ構造 松下電工株式会社 25
遠赤外線全身温熱治療器兼ドライサウ
ナ

筒井　昭輔

26 浴槽 積水化学工業株式会社 26 ミストサウナ装置 東京瓦斯株式会社

27
ミストサウナ装置を備えた循環温浴装
置

株式会社デンソー 27 浴室用の温風発生装置 東　謙治

28 間仕切り壁とサニタリユニット 積水化学工業株式会社 28 家庭用簡易サウナ
株式会社アネックス・エン
タープライズ

29 簡易スチームサウナ装置 株式会社カスタム 29 浴室用加湿装置 東　謙治

30 サウナ装置 東　善彦 30 ミストサウナ装置 株式会社ノーリツ

31 環境制御装置
ハムダニ，シエド　クルシド
アーメッド

31 ミストサウナ装置 株式会社ノーリツ

32 総合治療用サウナベッドシステム
シバリティック・インコーポ
レーテッド

32 ミストサウナ装置 株式会社ノーリツ

33 スチーム発生装置 ルク，ジーン－ポウル 33 多湿雰囲気発生装置 東陶機器株式会社

34 遠赤外線美容健康器 七星株式会社 34 ミストサウナ装置 株式会社ノーリツ

35 スチーム浴装置 株式会社アスプ 35 ミストサウナ付浴室乾燥装置 株式会社ノーリツ

36 サウナ装置 東　善彦 36 ミストサウナ装置 株式会社ノーリツ

37 超微細蒸気風呂 岩下　高也 37 ミストサウナ装置 株式会社イナックス

38 折り畳み式サウナ浴室 筒井　昭輔 38 ミストサウナ装置 株式会社イナックス

39 浴室用サウナ装置 東陶機器株式会社 39 サウナ設備及びその使用方法 大阪瓦斯株式会社

40 浴室用サウナ装置 東陶機器株式会社 40 サウナ装置 大阪瓦斯株式会社

以下６６点省略 以下３９点省略
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セットB[公開編]  平成13年～平成14年（2年間）   79点   CD-ROM版  ￥18,400  Ｂ５製本版  ￥18,400　一括購入  ￥27,000

(セットA) (セットB)




