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No,9346 公開特許 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,8433 〃 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 登録特許 〃 平.9-12 153点 ￥37,000
No,8213 公告特許 〃 平.6-8 84点 ￥29,600
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
No,7165 公告特許 〃 昭.60-平.2 65点 ￥20,000
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1 浴用気泡発生機 三菱電機株式会社 44
ジェットバス用のノズル装置及び該ノズ
ル装置を使用したジェットバス

ヤマハリビングテック株式会
社

2 ジェットバス用安全装置
ヤマハリビングテック株式会
社

45 浴湯吸込口カバー 東陶機器株式会社

3 ジェットバス用異常検出装置
ヤマハリビングテック株式会
社

46 浴槽装置及びその制御方法 松下電工株式会社

4 浴用気泡発生器 株式会社日立ホームテック 47 浴槽の気泡水流噴射装置 株式会社イナックス

5 入浴装置 日本協同企画株式会社 48 ジェットバス装置 松下電工株式会社

6 気泡発生装置 株式会社五月工業 49 ジェットバス用の安全装置
ヤマハリビングテック株式会
社

7 浄化装置を内蔵したジェットバス 株式会社ブリヂストン 50 浴槽式マッサージベッド ヤマハ発動機株式会社

8 殺菌手段を内蔵したジェットバス 株式会社ブリヂストン 51 浴槽装置 三浦工業株式会社

9 ヒ－タ－を内蔵したジェットバス 株式会社ブリヂストン 52 気泡発生装置 株式会社ユアテック

10 寝湯浴槽 中村　鉄男 53 気泡浴水発生装置 松下電工株式会社

11 ジェットバスのエアー吸込み装置 大成建設株式会社 54 気泡浴水発生装置 松下電工株式会社

12 浴槽の気泡発生装置
ヤマハリビングテック株式会
社

55 気泡浴水発生装置 松下電工株式会社

13 ジェットバスシステム 株式会社ブリヂストン 56 フローティングバス エヌテック株式会社

14 ジェットバス装置 株式会社ブリヂストン 57 気泡風呂の湯循環構造 株式会社ブリヂストン

15 打たせ湯機能付きバス 株式会社ブリヂストン 58 気泡風呂 株式会社ブリヂストン

16 浴用気泡発生機 三菱電機株式会社 59 トルネードバス エヌテック株式会社

17 気泡風呂 株式会社ブリヂストン 60 浴用気泡発生器 株式会社日立ホームテック

18 ジェットバスのノズル構造 株式会社ブリヂストン 61 気泡発生浴槽 朝日興業株式会社

19 浴槽用簡易バブルジェット発生装置 荏原　裕行 62 気泡発生浴槽 朝日興業株式会社

20 ジェットノズル 株式会社ダイレオ 63 気泡発生浴槽 朝日興業株式会社

21
微細気泡発生装置ならびに浴槽シス
テム

株式会社ノーリツ 64 泡風呂用ノズルパイプ 瀬戸　才一

22
微細気泡発生装置ならびに浴槽シス
テム

株式会社ノーリツ 65 演出照明装置 株式会社イナックス

23
微細気泡発生装置ならびに浴槽シス
テム

株式会社ノーリツ 66 浴槽用気泡発生装置 東陶機器株式会社

24 浴用気泡発生器 株式会社日立ホームテック 67 気泡浴槽 東陶機器株式会社

25 浴用気泡発生器 株式会社日立ホームテック 68 微細気泡発生用ノズル 三浦工業株式会社

26 浴用気泡発生器 株式会社日立ホームテック 69 浄水装置 東陶機器株式会社

27 浴用気泡発生装置 株式会社日立ホームテック 70 気泡発生浴槽 東陶機器株式会社

28 浴槽用気泡発生装置 積水化学工業株式会社 71 気泡発生装置 東陶機器株式会社

29 微細気泡発生ノズル 株式会社スリーヒル 72 気泡洗髪槽付き浴槽 日立化成工業株式会社

30 浴槽用気泡発生装置 株式会社シントー 73 気泡風呂の湯濾過構造 株式会社ブリヂストン

31 気泡発生装置 松下電器産業株式会社 74 気泡生成装置 遠藤　勲

32 気泡発生装置 松下電器産業株式会社 75 入浴装置 株式会社鈴機商事

33 気泡発生装置 松下電器産業株式会社 76 浴槽用気泡発生装置 東陶機器株式会社

34 ジェットバス用電源回路 株式会社ブリヂストン 77 浴用気泡発生装置
三菱電機ホーム機器株式
会社

35 ジェットバス用電源回路 株式会社ブリヂストン 78 微細気泡発生装置 松下電器産業株式会社

36 ジェットバスの吸水部構造 株式会社ブリヂストン 79 浴槽用気泡式マッサージマット 呉　淑姿

37 ジェットバス用のノズル装置
ヤマハリビングテック株式会
社

80 ジェットバスシステム 松下電工株式会社

38 気泡浴槽用ポンプの設置構造 株式会社イナックス 81 風呂用気泡発生器 株式会社マツバラ

39 気泡噴流装置 有限会社バイブテック 82 利便性入浴装置 オージー技研株式会社

40 気泡浴槽の配管清掃装置 松下電工株式会社 83
気泡噴出浴槽用ホース及びその吊り
金具

株式会社ノーリツ

41
マッサージ用吸引器および浴槽用マッ
サージ装置ならびにこれを用いた浴槽
装置

株式会社ノーリツ 84 浴用気泡発生器 株式会社日立ホームテック

42 噴流発生装置 松下電工株式会社 85 気泡発生装置 松下電器産業株式会社

43
ジェットバスにサウナ用スチーム噴出口
を備えたバスタブ及びウォータージェッ
ト噴出装置

新田　洋保 以下３１点省略

ジェットバス装置の構造 　　　No.9620
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（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥40,000　）




