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(本体価格)

No,7386 公開特許 アワビの養殖方法と装置 昭.55-平.3 90点 ￥30,000

No,9569       〃 浅蜊・蜆・蛤の処理加工方法 昭.63-平.14 85点 ￥19,700

No,10319       〃 貝殻の資源化方法と装置 平.16-平.20 94点 ￥28,200

No,9696       〃                 〃 平.6-平.15 100点 ￥23,000

No,10322       〃 水産物加工残滓のリサイクル方法 平.17-平.20 83点 ￥28,200

No,9881       〃                 〃 平.7-平.16 100点 ￥27,700

No,10321       〃 海生物の付着防止装置 平.17-平.20 89点 ￥28,600

No,9814       〃                 〃 平.7-平.16 99点 ￥26,700

No,10320       〃 侵入クラゲの処理方法と装置 平.17-平.20 84点 ￥27,600

No,9813       〃                 〃 平.7-平.16 100点 ￥26,700

No,10408       〃 陸上養殖方法と装置 平.15-平.20 99点 ￥28,500

No,10196       〃 養殖生簀の構造と装置 平.17-平.19 84点 ￥25,200

No,9873       〃                 〃 平.14-平.16 82点 ￥22,300

No,9419       〃                 〃 平.4-平.13 106点 ￥23,700

No,9951       〃 フグの養殖方法と装置 平.8-平.17 94点 ￥26,500

No,9952       〃 ウナギの養殖方法と装置 平.11-平.17 75点 ￥22,500

No,8720A       〃                 〃 平.5-平.10 57点 ￥21,500

No,9746       〃 真珠貝の養殖方法と装置 平.11-平.15 100点 ￥23,700

No,8713       〃                 〃 平.7-平.10 77点 ￥27,400

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、ＥメールまたはＦＡＸ・郵便にてお送りください。
（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。
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◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入
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アワビの養殖方法と装置
[公開編]平成12年～平成21年（10年間）　　81点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０４６８

お   申   込   書

※料金には別途送料がかかります。

２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）
ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３      

担当者名

所属部署名

会社名 ご注文内容

CD-ROM版 or Ｂ５製本版 or 一括購入



1 海底を匍匐行動する生物の増殖礁 神鋼建材工業株式会社 38 アワビ等の育成施設 東亜建設工業株式会社

2
海底を匍匐行動する生物の増殖礁用
基礎構造物及びその増殖礁

神鋼建材工業株式会社 39 アワビの棲み家 東亜建設工業株式会社

3 アワビ養殖ユニット 村上建設工業株式会社 40 アワビ育成ブロック 有限会社アイアン

4 資源海藻の生産方法 岡部株式会社 41 開口部を備えた増殖養殖ブロック 有限会社アイアン

5 アワビ海面採苗育成イケス 吉見  勝海 42 水産生物増殖装置 株式会社中山製鋼所

6 海藻群落形成体および海藻礁 株式会社ホクエツ 43 えんかま型ウニ・アワビ礁 庄司  生幸

7 アワビ海面採苗養殖カゴ 吉見  勝海 44 養殖装置 東洋瓦斯機工株式会社

8 海中アワビ幼生育成器 吉見  勝海 45 稚貝の放流方法および放流装置 千葉県

9 魚類、貝類、養殖イケス、カゴ 吉見  勝海 46 人工漁礁 株式会社中谷工業

10 藻場造成型魚礁 東亜建設工業株式会社 47 多目的漁礁ブロック 早川建設有限会社

11 藻場型魚礁及びその設置方法 東亜建設工業株式会社 48 アワビの保育用ブロック 浜田  征雄

12 藻場型魚礁 東亜建設工業株式会社 49 漁礁およびアワビの養殖方法
株式会社サン－ジェイ・イン
ダストリー

13 藻場造成型魚礁 東亜建設工業株式会社 50
タイヤで製作したアワビ類蓄養殖施設
とその蓄養殖方法

浜口  浩一郎

14 人工魚礁 岡部株式会社 51 海藻育成体 有限会社ノースグリーン

15 水産生物養殖方法 株式会社日健総本社 52
海中設置用構造体及び水産資源の賦
活方法

有限会社ノースグリーン

16
アワビ生息用ブロックとこれを使用した
アワビ増殖場

財団法人電力中央研究所 53
殻色がオレンジ色であることを特徴に
するエゾアワビの作出方法

中国科学院海洋研究所

17 人工藻礁 太平洋セメント株式会社 54 環境保全型複合増殖林礁 エヌティ日東産業株式会社

18 魚  礁 吉見  勝海 55
磯根資源成育礁及び磯根資源の成育
方法

住友大阪セメント株式会社

19 魚介類の養殖方法
協和エンジニアリング株式
会社

56 増殖礁 住友大阪セメント株式会社

20
アワビかご養殖エアパイプネットによる
セキュリティシステム

内澤  良一 57
アワビ類浮遊幼生及び微小稚貝の検
出方法

神奈川県

21 アワビの養殖装置 臼杵  將吉 58
ＩＣタグ付き貝類、貝類管理システムお
よびＩＣタグ取付け方法

凸版印刷株式会社

22 魚介類の養殖システム及び養殖方法 バイタル・ジャパン株式会社 59 栽培養殖漁業用魚礁 海洋建設株式会社

23 アワビ養殖プラスチック容器、 吉見  勝海 60
ＲＦＩＤタグ取付方法及びＲＦＩＤタグ取
付具

株式会社デンソーウェーブ

24 貝の人工養殖方法 諸石  博 61 人工礁 丸一建設株式会社

25 藻場造成方法及び海藻種苗担持具 岡部株式会社 62 貝類の円柱型養殖篭の枠体 金八神漁網株式会社

26 海洋構造物 岡部株式会社 63
匍匐性動物の移動制御施設用部材及
びこれを用いた移動制御施設

株式会社西村組

27 昆布養殖魚礁 山口  武雄 64 漁礁及び漁礁の使用方法 有限会社ノースグリーン

28 貝類の陸上養殖装置 中塚建設株式会社 65
海中設置用構造体及び水産資源の賦
活方法

有限会社ノースグリーン

29 アワビ漁礁 日本興業株式会社 66 防護ネット装置 住友大阪セメント株式会社

30 海藻着生部材
サカイオーベックス株式会
社

67 藻場造成方法及び藻場造成用構造物 岡部株式会社

31 アワビの育成方法及び育成装置 小倉貿易株式会社 68
貝類の移動制限方法、及びこれを利
用した貝類の囲い込み方法と排除方
法

青木  優和

32 昆布養殖漁礁 山口　武雄 69
水産物水上養殖設備および水産物水
上養殖方法

いであ株式会社

33
コンブ目の大型海藻の培養方法とその
培養装置及びアワビ、ウニ又はサザエ
の養殖方法とその養殖装置

富山県 70 養殖容器盤 吉見  勝海

34 採捕育成養殖容器、 吉見  勝海 71 養殖容器盤 吉見  勝海

35 アワビの立体型高密度飼育装置 福岡県 72 貝類用標識の装着具
国立大学法人東京海洋大
学

36 円型水槽によるアワビ養殖の装置
財団法人京都府水産振興
事業団

73
アワビの陸上養殖方法及び陸上養殖
装置

中谷  泰明

37 アワビ等の育成施設 東亜建設工業株式会社 以下8点省略

アワビの養殖方法と装置　　　No.10468

[公開編]　　平成12年～平成21年（10年間）　　　　81点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥21,000    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥21,000　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥31,500　）


