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既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
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,8784 〃 〃 平.10 79点 ￥26,700
No,8887 〃 風呂水用殺菌剤の組成 平.5-11 59点 ￥23,700
No,8785 〃 簡易浴槽の構造と装置 平.5-10 73点 ￥24,600
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,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,9619(B) 〃 簡易型サウナの構造と装置 平.13-14 79点 ￥18,400
No, 〃 (A) 〃 〃 平.10-12 106点 ￥24,600
No,9617(E) 〃 浴室乾燥装置の構造 平.13-14 110点 ￥25,300
No, 〃 (D) 〃 〃 平.11-12 107点 ￥24,600
No, 〃 (C) 〃 〃 平.9-10 82点 ￥18,800
No, 〃 (B) 〃 〃 平.7-8 65点 ￥15,100
No, 〃 (A) 〃 〃 平.5-6 44点 ￥10,100
No,9616 〃 浴槽残湯再利用システム 平.5-14 100点 ￥23,000
No,9618(B) 〃 鋳防水床バンの構造と製造方法 平.14 135点 ￥27,000
No, 〃 (A) 〃 〃 平.13 134点 ￥26,800
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1 浴槽水浄化殺菌装置 東陶機器株式会社 40 浴槽水循環濾過装置 株式会社アスプ

2 浴槽水浄化殺菌装置 東陶機器株式会社 41 風呂水の殺菌方法及び殺菌装置 株式会社松本製作所

3 浄水装置 エムズジャパン株式会社 42 殺菌装置
株式会社エコマスコーポ
レーション

4 水の濾過装置 株式会社スズキポンプ 43 水の複合的浄化装置 田沼　和重

5 浄水装置 エムズジャパン株式会社 44 水処理装置 三洋電機株式会社

6 浴水浄化システム 松下電工株式会社 45 用水等の浄化殺菌方法と其の装置 株式会社オメガ

7 浄水装置 エムズジャパン株式会社 46 電解装置 株式会社オメガ

8 風呂水の保温殺菌装置 有限会社マルイ設備 47 電解水生成装置 三洋電機株式会社

9 紫外線酸化殺菌浄化装置 高山　武彦 48 連通管を用いない循環制御システム チクマ電機株式会社

10 浴槽用の熱交換器 株式会社カントー 49 浴槽水の循環浄化装置 株式会社タクテック

11 循環式保温殺菌衛生風呂 佐野　義美 50 大型浴槽の循環濾過システム 株式会社トリコ

12 浴槽水殺菌装置 株式会社アスプ 51 ミスト発生装置
株式会社セラ・コーポレー
ション

13 電撃電解殺菌装置 有田　法夫 52 水処理装置 三洋電機株式会社

14 水処理装置 株式会社大茂 53
微生物フィルターおよび水からの微生
物の除去方法

ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

15 温浴システム 株式会社アスカ 54
電気パルス発振によりコロニー化され
た水流束からレジオネラ菌を除去する
方法、電気パルス発振による・・・

サントル・ナショナル・ドゥ・
ラ・ルシェルシュ・シャンティ
フィク

16 風呂システム 田沼　和重 55 水循環処理システム
ユナイテッドケミカルプロダ
クツ株式会社

17 浴槽用保温装置 高松建設株式会社 56 循環型浄化温水器 垂水　保徳

18 温水循環装置 エナジーサポート株式会社 57 水素イオン水の製造方法及び製造器 株式会社冨成

19 機能性殺菌入浴装置 オージー技研株式会社 58
回転型で噴射された噴射水を用いた
滅菌乃至殺菌装置

宇津木　尚

20 風呂用浄化装置 日機装株式会社 59
循環浴水の殺菌装置及び人工温泉装
置

株式会社カントー

21 浴槽水の浄化装置 株式会社ムロヅミ 60 コージェネレーションシステム リンナイ株式会社

22 金属イオンによる液体の殺菌殺藻装置 日本イオン株式会社 61 水の浄化方法および浄化装置 福岡　憲治

23
殺菌機能を有する濾過器と其の水処
理方法

凱記科技股ふん有限公司 62 浴水循環濾過装置 株式会社サンワ福岡

24 水処理装置 三洋電機株式会社 63
隔膜式電解水を用いたプール・浴槽衛
生管理システム

株式会社ヤマト

25 水処理装置及び水処理方法 三洋電機株式会社 64
循環水利用設備の殺菌脱臭方法及び
殺菌脱臭装置

株式会社サンシ－ル

26
循環式浴槽水のレジオネラ属菌防除
方法

アクアス株式会社 65
浴水循環ろ過システムの浴水還管の
温水加熱殺菌方法

花村　正明

27
浴湯の殺菌浄化方法および殺菌浄化
装置

サイエンス株式会社 66
殺菌材及びその製造方法並びにこれ
を用いた殺菌システム

大阪瓦斯株式会社

28
貯水槽の水の循環式消毒方法および
装置

井　上　　直　史 67 水除菌装置および水除菌方法 遊坐　裕男

29 水処理装置 三洋電機株式会社 68 電気化学的水処理方法 ペルメレック電極株式会社

30
建造物内の使用済み水を甦生する循
環水処理システム

宍戸　賢士 69 銀イオン自然発生方法及び発生装置 渡辺　洋美

31 殺菌方法及び電解水生成装置 三洋電機株式会社 70 浴槽及び水槽の電解殺菌装置 若宮工業株式会社

32 大衆浴場の浴湯水滅菌装置 大学産業株式会社 71 紫外線による水の殺菌浄化システム シナノカメラ工業株式会社

33 貯留水の除菌装置 三洋電機株式会社 72
浴槽水の処理方法、及び浴槽水
処理装置

昭和鉄工株式会社

34 連続濾過システム 東洋濾水機株式会社 73 大型浴槽
クラレエンジニアリング株式
会社

35
各種浴槽、プール等用の超音波流水
機

ステンレスプラント株式会社 74
二酸化塩素水の製造方法および
殺菌装置

株式会社タクミナ

36 レジオネラ菌抑制浄化装置
ワールドニューセラミー株式
会社

75
浴槽におけるレジオネラ菌の感染
防止装置

有限会社カワショー

37 濾過装置 山根　正夫 76
浴槽湯の殺菌浄化方法および殺
菌浄化装置

サイエンス株式会社

38
濾過装置の消毒洗浄方法とそのシステ
ム

株式会社トリリオン 77 循環式浴槽の配管洗浄方法 竹内　彌吉

39
循環水および貯水の殺菌および抗菌
方法。

井　上　　直　史 以下１１点収録

循環風呂のレジオネラ菌殺菌装置 　　　No.9850
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（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥42,000　）


