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水上における長尺管の形成方法およ
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寄神建設株式会社 37 水力発電装置
駿河湾海洋深層水株式会
社
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9 ミネラル水の製造方法 有限会社弁天 42
海洋深層水由来の苦汁を配合した肥
料および苦汁を有効成分とする肥料
用添加剤

米久株式会社

10
海洋水からの細胞活性化物質の分離
方法
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グローバル
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深層水汲み上げ設備
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化装置

社団法人マリノフォーラム二
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海洋深層水の淡水化方法、濃縮方法
及び装置並びに淡水化深層水及び濃
縮深層水
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高濃度ミネラル液の製造方法およびそ
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懸垂式カーテンウォール遮水膜組立
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上部固定式カーテンウォール遮水膜
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株式会社大内海洋コンサル
タント

32
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ム
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33
タラノメの促成栽培方法とその培地溶
液
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