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1 水処理方法 栗田工業株式会社 35 シリカ系スケール抑制剤 株式会社日本触媒

2 スケール除去剤組成物 旭電化工業株式会社 36 スケール防止方法 栗田工業株式会社

3
水溶性重合体およびその製造方法と
用途

株式会社日本触媒 37
水溶性共重合体およびその製造方法
と用途

株式会社日本触媒

4
スマット除去処理用組成物、及び処理
済み液からセリウム化合物を回収する
方法

村松化学有限会社 38 石灰泥フィルター洗浄方法 伯東株式会社

5 ぬめり防止剤 栗田工業株式会社 39
開放型循環式冷却水の処理方法及び
その装置

荏原エンジニアリングサー
ビス株式会社

6 金属表面用酸洗浴組成物 旭電化工業株式会社 40 ステンレス鋼の洗浄剤 株式会社石飛製作所

7
熱交換器用洗浄剤及びそれを用いた
洗浄方法

ショーワ株式会社 41 アルカリ洗浄剤 三洋化成工業株式会社

8 スケール防止剤 栗田工業株式会社 42 スケール防止剤 東邦化学工業株式会社

9 スケール防止装置 栗田工業株式会社 43 新規グラフト重合体 東邦化学工業株式会社

10 スケール防止装置 栗田工業株式会社 44
アルミ製熱交換器及びそのスケール付
着防止方法

日軽熱交株式会社

11 スケール防止装置 栗田工業株式会社 45 冷却液処理処方物 グレイ，　バディ　ドン

12 重合反応器用スケール付着防止剤 第一工業製薬株式会社 46
固体水処理生成物の溶出速度の判定
方法

オンデオ　ナルコ　カンパ
ニー

13 重合体スケール付着防止剤 信越化学工業株式会社 47 防汚剤の施与方法
アクゾ　ノーベル　ナムロー
ゼ　フェンノートシャップ

14 シリカスケール除去剤 株式会社ネオス 48 微量天秤での堆積物形成容量の測定 ナルコ　カンパニー

15 シリカスケール析出防止方法 伯東株式会社 49 配管からの妨害物の除去
ブリテイツシユ・ニユーク
リ・・・

16 シリカスケール除去剤 株式会社ネオス 50 清浄液
伊默克化學科技股ふん有
限公司

17 重合体スケール付着防止剤 信越化学工業株式会社 51
ヒーターチューブの洗浄のための洗浄
剤および方法

エス　ケー　コーポレイショ
ン

18
徐放化藻類及びレジオネラ属菌防除
剤並びにその組成物

株式会社エーピーアイ
コーポレーション

52 金属製品用洗浄剤 櫻井　次郎

19 重合体スケール付着防止剤 信越化学工業株式会社 53 洗浄剤組成物
大塚化学ホールディングス
株式会社

20
ポリアルキレンイミン誘導体、その製造
方法およびその用途

株式会社日本触媒 54
逆浸透装置におけるスケールの生成
防止及び／又は鉄の分散方法

ナルコ　ケミカル　カンパ
ニー

21
防錆性油水分離型洗浄剤組成物及び
洗浄方法

日華化学株式会社 55 重合スケール防止法 株式会社カネカ

22
ステンレス鋼のデスケールの前処理用
の溶融ソルト剤及びその補充液。

株式会社パーカーコーポ
レーション

56 化学洗浄剤組成物 栗田エンジニアリング株式会社

23 硫酸カルシウムスケールの抑制方法 日本製紙株式会社 57 酸化スケールの除去方法 バブコック日立株式会社

24 スケール防止剤およびその製造方法 日本油脂株式会社 58 チタン材に付着したスケールの除去剤 株式会社セイワ・プロ

25 変性アルキレンイミン系重合体 株式会社日本触媒 59 スケール防止剤 栗田工業株式会社

26 配合組成物 千代田ケミカル株式会社 60 スチームアイロン 松下電器産業株式会社

27 添加剤 ショーワ株式会社 61
金属の酸洗浄用腐食抑制剤、それを
含んだ洗浄液組成物および・・・

朝日化学工業株式会社

28 開放循環冷却水系の処理方法 伯東株式会社 62 循環冷却水系の運転方法 栗田工業株式会社

29 洗浄剤
エスティ・エルシーディ株式
会社

63 水処理用組成物
バイエル　アクチェンゲゼル
シャフト

30
スケール付着防止剤、その製造方法
及びそれを用いたポリマーの製造方法

株式会社クラレ 64 生物脱窒処理方法 日新製鋼株式会社

31
シリカ系スケール防止剤及びシリカ系
スケール防止方法

栗田工業株式会社 65 水系スケール防止方法 株式会社テクノフロンティア

32 ステンレス鋼の溶接部処理剤 日本メカケミカル株式会社 66
流体流路の錆び、スケール、その他の
成分付着防止及び／又は除去方法と
装置

エスケーエイ株式会社

33
シュウ酸カルシウムスケール抑制剤お
よびその抑制方法

伯東株式会社 67
開放循環冷却水中のシリカを除去する
方法

栗田工業株式会社

34 スケール防止方法 栗田工業株式会社 以下２点省略
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