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1 自動給餌方法及び自動給餌装置 株式会社日本アルミ 34 動物投与剤および飼育方法 昭和電工株式会社

2 養魚飼料及び魚類の飼育方法 日本配合飼料株式会社 35 魚介類の感染症予防・治療剤 株式会社ヤクルト本社

3 魚餌用冷凍ブロツク メルシャン株式会社 36 魚類の異常の検出方法 エーザイ株式会社

4 魚餌用冷凍ブロツク メルシャン株式会社 37 動物用抗原虫剤 藤沢薬品工業株式会社

5
トラフグの表皮剥離病状予防・改善剤
およびその方法

株式会社興人 38 魚類への薬剤接種法
農林水産省水産庁養殖研
究所長

6 魚介類の養殖方法
東洋バイオリアクター株式
会社

39 生け簀 芦森工業株式会社

7
養殖魚用飼料添加剤及び養殖魚用飼
料

キッコーマン株式会社 40 生け簀 芦森工業株式会社

8 フグ類の飼育方法 日清製粉株式会社 41 養殖水浄化方法とその装置 株式会社ワイビーエム

9
甲殻類又は魚類の感染症予防治療剤
及びそれを含有する飼料

マルハ株式会社 42
魚類病原性微生物と寄生虫の感染予
防および治療のためのδ－アミノレブリ
ン酸の新規の用途．．．

金亨洛

10 甲殻類又は魚類の感染症予防治療剤 マルハ株式会社 43 魚介類の養殖方法
協和エンジニアリング株式
会社

11 養殖池の循環装置
東洋バイオリアクター株式
会社

44 魚介類養殖装置
株式会社電子物性総合研
究所

12 養殖魚の寄生虫駆除剤 第一製網株式会社 45
トラフグの下顎歯の切除口およびトラフ
グの下顎歯の切除方法

小山水産有限会社

13
動物用ストレス反応緩和剤及びストレス
反応の緩和方法

昭和電工株式会社 46
サウナ、蒸気サウナ、暖房構造、浴場
および淡水・鹹水魚介類同時生育水
槽

伊藤建材株式会社

14
菜種タンパク濃縮物及びそれを用いた
海洋性養殖魚用飼料

昭和産業株式会社 47 養殖筏の酸素吹込み方法とその装置 株式会社ワイビーエム

15 養殖用銅イオン発生装置 和光技研株式会社 48 トラフグえらむし駆除剤及び駆除方法 協和醗酵工業株式会社

16 フグの養殖方法 上原　鐵造 49 深層水を用いた活魚輸送方法 富山県

17 魚介類養殖網 株式会社クラレ 50 魚介類養殖装置
株式会社電子物性総合研
究所

18
魚類の外部寄生多後吸盤類感染症の
治療のための薬剤組成物および魚類
飼料

日本水産株式会社 51 砂地生息水中生物の養殖装置
三井農林海洋産業株式会
社

19
養殖魚筋肉中のメラニン沈着抑制用
飼料およびその方法

株式会社興人 52 フグの養殖方法 長崎大学長

20
天然生理活性物質を含有する魚類飼
料

日本水産株式会社 53
魚介類へ連続または断続的な電気刺
激を与える飼育方法

日本水産株式会社

21 養殖魚の寄生虫駆除剤 第一製網株式会社 54
オゾンガスによる養殖場用水の殺菌方
法

三菱重工業株式会社

22 水槽装置
東洋バイオリアクター株式
会社

55
魚介類の養殖方法および閉鎖循環式
養殖システム

エルソン株式会社

23 水産生物感染症の予防治療方法 森永乳業株式会社 56
養殖水の加熱殺菌方法及び養殖水の
加熱殺菌装置

株式会社関門海

24 水生動物感染症の予防又は治療方法 森永乳業株式会社 57
マイナスイオン・ジェネレータ、並びに、
これを使用した健康治療具、植物成長
促進装置、魚介類又は．．．

株式会社シー・エス・エス

25 魚介類の養殖方法
株式会社エスビーシーテク
ノ九州

58
珪藻付着防止効果を有する魚介類養
殖網

株式会社クラレ

26 活魚の薬浴方法とその装置 上野　佳祐 59
副濾過槽を有する閉鎖循環方式陸上
養殖システム

きんぱね株式会社

27 養殖魚天然色化 菱洋産業株式会社 60
養魚用抗寄生虫病性組成物及びその
使用方法

株式会社クラレ

28
ストレス反応抑止剤、それを用いた活
魚の輸送方法及びその活魚

株式会社グリーンカルチャ
ア

61
養殖水槽の水温調整方法およびこれ
に用いられる養殖水槽システム

社団法人マリノフォーラム二
十一

29 養殖魚の寄生虫駆除剤 第一製網株式会社 62 フグ類寄生虫の駆除剤及び駆除方法 明治製菓株式会社

30 金網を用いた生け簀の構造 株式会社鷹取製作所 63 陸上養殖システム
株式会社アクティブ・トゥエ
ンティーワン

31 寄生虫症予防治療剤 日和産業株式会社 64
フグの養殖方法、及びそれを用いたフ
グの無毒化方法

野口　玉雄

32 養魚用飼料 全国農業協同組合連合会 65
フグの養殖方法、及びそれを用いたフ
グの無毒化方法

野口　玉雄

33 トラフグの寄生虫の防疫法 日本水産株式会社 66 魚介類用飼料 日本水産株式会社

以下２８点省略
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