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既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9657 公開特許 人工ゼオライトの製造加工方法 平.13-15 99点 ￥21,000
No,9598 〃 ダイオキシンの吸着処理剤の組成 平.10-14 100点 ￥25,000
No,8465 〃 ダイオキシンの発生防止方法と装置 平.7-9 53点 ￥23,300
No,9327 〃 油分解菌と微生物処理方法 平.5-13 82点 ￥20,500
No,9149 〃 微生物による汚染土壌の浄化法 平.10-12 102点 ￥45,900
No,8488 〃 〃 平.7-9 88点 ￥39,600
No,9229 〃 汚染地下水の生物化学的浄化方法 平.5-12 71点 ￥25,300
No,9068 〃 セレンの除去・回収処理方法 平.10-12 67点 ￥26,500
No,9194 〃 溶存酸素の除去方法と装置 平.5-12 126点 ￥40,000
No,9195 〃 スライム防除剤の組成と防除方法 平.5-12 125点 ￥40,000
No,9228 〃 レジオネラ菌の殺菌・防除剤 平.5-12 78点 ￥27,800
No,9151 〃 汚染土壌の水洗・浄化方法 平.8-12 72点 ￥31,800
No,8704 〃 廃潤滑油の再生方法と装置 平.5-10 54点 ￥24,300
No,8614 〃 油ゲル化剤の組成とゲル化方法 平.7-10 59点 ￥23,700
No,8293 〃 汚濁拡散防止膜の構造 平.5-8 67点 ￥24,800
No,8528 〃 重金属処理剤の組成 平.7-9 66点 ￥27,400
No,8806 〃 石灰系排ガス処理剤と処理方法 平.5-11 98点 ￥40,000
No,9311 〃 工業用冷却水系処理剤の組成 平.11-13 65点 ￥16,800
No,8660(B) 〃 〃 平.8-10 63点 ￥27,200
No, 〃 (A) 〃 〃 平.5-7 53点 ￥22,800
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1 抗菌性リン酸カルシウム系セラミックス 株式会社サンギ 35 抗菌剤 品川燃料株式会社

2 愛がん動物用排泄物処理砂 アイリスオーヤマ株式会社 36 無機多孔結晶－親水性高分子複合体 レンゴー株式会社

3 抗菌化成型活性炭の製造方法 株式会社タクマ 37
抗菌性微粉末剤、抗菌性塗布剤、抗
菌性散布剤、抗菌性コンクリート、抗菌
性セメントの製造方法及び．．．

山本　善彦

4 抗菌性セラミックス 株式会社サンギ 38
遠赤外線放射特性を有すると共に、抗
菌性、脱臭性、防カビ性および防虫性
を有する複合セラミックスと．．．

株式会社ジェガラニン

5
ゼオライト系抗菌剤とその製造法およ
び抗菌性ポリマー組成物

日本化学工業株式会社 39
抗菌性繊維状活性炭及びその製造方
法

中村物産株式会社

6 砂場用砂の浄化方法 石塚硝子株式会社 40
吸着性濾過材から接触性抗菌濾過材
に再加工処理方法濾過機・熱交換器・
配管・ボイラー・クーリングタワーに．．．

山本　善彦

7 抗菌性ゼオライト及びその製造法 鐘紡株式会社 41 浴槽水循環装置及び抗菌剤 江川　芳信

8
変色作用の少ない抗菌性ゼオライトの
製造法

鐘紡株式会社 42 千枚岩を含有する成形体 水澤化学工業株式会社

9 切り花鮮度保持剤 太平化学産業株式会社 43
吸着性多孔質焼結体及びその製造方
法

オオタケセラム株式会社

10
金属イオンとゼオライト化合物による殺
菌資材

山陰建設工業株式会社 44
抗菌、除菌、殺菌用のゼオライトセラミ
ツクスの製造法

東北鈑金塗装工業株式会
社

11
銀系無機抗菌性薄膜の作製方法及び
銀系無機抗菌材

徳島県 45 抗菌消臭用多孔質セラミック成水剤 中村　憲司

12
超微粒子アルミノ硅酸塩が担持された
繊維素材および担持方法

特殊機化工業株式会社 46 消臭、抗菌性粒状基材 株式会社日本水処理技研

13 防臭用成形組成物及びその製造方法 奥多摩工業株式会社 47
速効性に優れた抗菌フィルタ材及びそ
の製造方法

日新製鋼株式会社

14 残留塩素除去剤 イヂチ化成株式会社 48
銀イオン交換ゼオライトを利用した抗
菌性壁材

篠崎　義男

15
変色の防止された抗菌性ゼオライト含
有組成物

中野田　紳一 49 無機系抗菌性組成物 神東塗料株式会社

16
浄水材及びそれの製法並びに浄水設
備

クラレケミカル株式会社 50
抗菌濾過材を含むカ－トリッジ型フィル
タ－

三水プラント株式会社

17
変色作用の少ない抗菌性ゼオライトの
製造法

鐘紡株式会社 51
抗菌濾過材とその製造方法並びにそ
の抗菌濾過材積層濾過装置

三水プラント株式会社

18
軽量抗菌性セラミックス及び抗菌性セ
ラミックスフィルター

日本碍子株式会社 52
抗菌濾過材を含むカ－トリッジ型フィル
タ－

三水プラント株式会社

19 抗菌砂 株式会社サンギ 53
抗菌性液剤及びその製造方法と使用
方法

株式会社東京アオキ

20
セピオライト質多孔質焼結体及びその
製造法

株式会社大林組 54
耐変色性に優れた無機抗菌剤及びそ
の製造方法

水澤化学工業株式会社

21 抗菌性給水給湯管の製造方法 東洋ポリマー株式会社 55 抗菌性ゼオライト 鐘紡株式会社

22 抗菌性材料 小澤　太郎 56 抗菌性組成物 鐘紡株式会社

23
電気泳動を利用した抗菌性及び防カ
ビ性のあるゼオライトのコーティング方
法

日新製鋼株式会社 57 抗菌性ゼオライト組成物 鐘紡株式会社

24
変色作用の少ない抗菌性ゼオライト及
びその製造法

鐘紡株式会社 58 抗菌性樹脂組成物 鐘紡株式会社

25 抗菌剤及びその製造方法 凸版印刷株式会社 59 ゼオライト系抗菌剤及び樹脂組成物 日本化学工業株式会社

26 多孔質焼結体及びその製造法 株式会社大林組 60 抗菌性材料 小澤　太郎

27 水処理剤及びその製造方法 サンエネルギー株式会社 61 抗菌性粉粒体及びその製造方法
ダイセル化学工業株式会
社

28 養魚用水処理剤及びその製造方法 サンエネルギー株式会社 62 ゼオライト造粒体 太平洋炭砿株式会社

29
抗菌・防カビ性を有するゼオライトコー
ティング方法

日新製鋼株式会社 63 消臭抗菌フィルター材 太平洋炭砿株式会社

30 抗菌性セラミックスの製造方法 ハリマセラミック株式会社 64
還元水を作るゼオライトと珊瑚からなる
機能性セラミックス

佐々木　學

31
床材用防塵塗装剤およびそれを用い
た床材

株式会社ゼップコーポレー
ション

65
還元水を作るゼオライトと活性炭からな
る機能性活性炭セラミックス

佐々木　學

32 抗菌性セラミックスの製造方法 ハリマセラミック株式会社 66 消臭抗菌塗材及び消臭抗菌板材 太平洋炭砿株式会社

33
抗菌性銀ゼオライトとその製造方法お
よびそれを混入した抗菌性樹脂組成
物

ハリマセラミック株式会社 67 多機能性素材及びその製造方法 太平洋炭砿株式会社

34 浄水用フィルター構造物 鐘紡株式会社 以下３１点省略

抗菌性ゼオライトの製造加工方法 　　No.9689
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