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浴槽・浴室用手すりと取付構造
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［公開編］平成１４年～平成１６年（３年間） ８７点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２７，７２０－ ￥２６，４００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２７，７２０－ ￥２６，４００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥４０，９５０－ ￥３９，０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9616 公開特許 浴槽残湯再利用システム 平.5-14 100点 ￥23,000
No,9620 〃 ジェットバス装置の構造 平.12-14 116点 ￥27,000
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,9346 〃 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,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.5-12 110点 ￥20,700
No,9345 〃 浴水の活性化方法と装置 平.5-13 94点 ￥21,000
No,7587 〃 〃 昭.61-平.4 72点 ￥21,300
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,8532 〃 サウナ・ユニットの構造と装置 平.5-9 74点 ￥26,400
No,9615 〃 洗濯機用防水パンの構造 平.10-14 72点 ￥18,000
No,8433 〃 〃 平.5-9 61点 ￥19,800
No,9095 〃 シャワー・ルーム・ユニットの構造 平.5-12 95点 ￥27,800

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、Ｅメールまたは 郵便にてお送りください。ＦＡＸ・
（メール宛先：kokusai@itdc-patent.com お電話でも承ります）

［CD-ROM版はＰＤＦファイルにしおりリンク機能、Ｂ５製本版はＢ５サイズ･目次製本済みです。
２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

お 申 込 書

会 社 名 ご 注 文 内 容
ﾆｭｰｽｶﾞｲﾄﾞNo，

CD-ROM版・Ｂ５製本版・一括購入
題 名

所 属 部 署

合計 ￥

担 当 者 名 E-mail

℡ （ ） FAx （ ）

住所 〒

※料金には別途送料・消費税がかかります。

http://www.itdc-patent.com


1 浴室用カバー付水栓 株式会社イナックス 45 腰掛け付きバス サンウエーブ工業株式会社

2 浄水器 三菱レイヨン株式会社 46 ２室間にまたがるバス用連続ベンチ サンウエーブ工業株式会社

3
浴室、トイレ等に使用されるブラケット
及びその取付工法

株式会社イナックス 47 浴槽用手摺りの取付構造 株式会社リッチェル

4 浴室内洗浄機 株式会社イナックス 48 浴槽壁懸垂型ふみ板 西塚　亨

5 浴槽保護手摺 吹田　伊佐雄 49 吸盤式の手すり
株式会社テラバイト技術研
究所

6 浴室内設備 株式会社イナックス 50
器具取付部材およびこの器具取付部
材を用いた器具取付構造

東陶機器株式会社

7 浴室 株式会社イナックス 51 浴槽手すり アロン化成株式会社

8 手すり 東陶機器株式会社 52 浴槽手すり アロン化成株式会社

9 浴槽、及び入浴装置 成輝工業株式会社 53 浴室カウンター クリナップ株式会社

10 手すり 東陶機器株式会社 54 入浴用の手摺装置 石垣　馨

11 可動式手すり 東陶機器株式会社 55 手摺り装置 寺戸　重雄

12 手すり 東陶機器株式会社 56 ハンドバーの取付構造 タカラスタンダード株式会社

13 手すり 東陶機器株式会社 57 手すり 東陶機器株式会社

14 手摺りの取付構造 株式会社イナックス 58 ブラケット 株式会社ＩＮＡＸ

15 浴槽用手すり 酒井医療株式会社 59 熱可塑性樹脂製手摺り部品 旭化成株式会社

16 壁面構造 サンウエーブ工業株式会社 60 手摺り付き浴室構造 積水化学工業株式会社

17 浴槽用手摺り アロン化成株式会社 61 浴室構造 積水化学工業株式会社

18 手すり及び手すりの取付構造 有限会社創人工房 62 水栓兼用手すりの構造 東陶機器株式会社

19 浴槽用手すり コンビ株式会社 63 岩風呂入浴補助装置 成輝工業株式会社

20 浴槽用手すり コンビ株式会社 64 浴室ユニット
ヤマハリビングテック株式会
社

21
浴室のバリアフリー構造を説明するた
めの表示物

積水ハウス株式会社 65 手摺り付き浴室構造 積水化学工業株式会社

22 ユニットルーム 株式会社イナックス 66 壁パネル及びそれを用いた浴室 積水化学工業株式会社

23 シャワーシステム 三菱レイヨン株式会社 67 手摺付浴槽 積水化学工業株式会社

24 可動式手すり 東陶機器株式会社 68
浴室用パネルへの受座の固定構造及
びこの受座への手摺、タオル掛け、
シャワーフックの固定構造

クリナップ株式会社

25 浴室内可動手すり 木戸岡　邦夫 69 手摺 アイシン精機株式会社

26 手すりおよび浴室 アロン化成株式会社 70 手摺装置 ナカ工業株式会社

27 入浴用補助座具 古賀　清 71 樹脂成形品 積水樹脂株式会社
28 棒状・パイプ状装備品の固定装置 エヌ・ビー・シー　株式会社 72 出入り口横断用の着脱自在手摺り 矢崎化工株式会社

29 木質コーテイング握り部材 有限会社シグナス工業 73
バスコア浴槽簡易パイプ式回転移乗
台

積水ハウス株式会社

30 手摺取付け方法 東陶機器株式会社 74 浴槽入浴補助具 佐藤　賢吉

31 ユニットバス用手摺の取付構造 品田　富夫 75 手すり型水栓装置 株式会社三栄水栓製作所

32 手すり及び手すり受具の取付構造 株式会社エルギナ 76 ユニットバスの補強構造 株式会社ＩＮＡＸ

33
浴室、シャワルームにおける手すりを
備えた水栓装置

株式会社三栄水栓製作所 77 浴槽の手摺取付構造とその取付方法 株式会社奥村組

34 洗場用物置台 東陶機器株式会社 78 浴室シャワー用スライドバー
ヤマハリビングテック株式会
社

35 浴槽用簡易型手摺り アロン化成株式会社 79 湾曲手すり 松下電工株式会社

36 壁面用手摺 有限会社扇光 80 浴槽装置 東陶機器株式会社

37 手摺および浴室 積水化学工業株式会社 81 ユニットバスの補強構造 株式会社ＩＮＡＸ

38 握りバー取り付け方法 山本　光良 82 浴槽用安全手摺り 積水ライフテック株式会社

39 手すり型水栓 株式会社三栄水栓製作所 83 ユニットバス 株式会社ヤマヒサ

40 浴槽 積水化学工業株式会社 84 防汚性に優れた樹脂被覆部材 片山工業株式会社

41 浴室用手摺 東陶機器株式会社 85 手摺 株式会社内外

42 転倒防止用手摺り部材 山田　美奈子 86 表面装飾を施した各種装備品 有限会社石川研磨センター

43 浴室ユニット 積水ホームテクノ株式会社 87 浴槽手すり 株式会社ホープウェイ

44 浴室 株式会社ＩＮＡＸ 以上８７点収録

浴槽・浴室用手すりと取付構造 　　　No.9862

[公開編]　　平成14年～平成１６年（3年間）　　　87点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥27,720    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥27,720　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥40,950　）




