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1 貯留水の残留塩素濃度維持装置 株式会社ハーマン 36 濃度測定装置
東京都下水道サービス株
式会社

2
残留塩素計およびこれを利用する浄
水装置

科学技術振興事業団 37
循環冷却水系の処理方法及び循環冷
却水系

栗田工業株式会社

3 食塩添加式水電解消毒装置 テクノエクセル株式会社 38 成分濃度の測定方法および測定装置 三浦工業株式会社

4 残留分散剤の濃度測定方法 三浦工業株式会社 39 成分濃度の測定方法および測定装置 三浦工業株式会社

5
開放循環式冷却水系のスライムポテン
シャル測定方法及び微生物障害の防
止方法

栗田工業株式会社 40 水質計測器 横河電機株式会社

6
プール水の残留塩素濃度の自動制御
方法

日産化学工業株式会社 41 連続濾過システム 東洋濾水機株式会社

7 貯留槽の水質維持装置
日立テクノエンジニアリング
株式会社

42
冷却水の循環冷却装置及びその水質
管理方法

株式会社荏原製作所

8 液体殺菌装置 株式会社ショウエイ 43 水処理薬剤溶解装置 オルガノ株式会社

9
貯水施設の浄化装置及び貯水施設の
貯水の浄化方法

ノーリツ鋼機株式会社 44 固型薬剤の溶解方法及び装置 栗田工業株式会社

10
蛍光標識化ポリカルボン酸及びその製
造方法

オルガノ株式会社 45
水系処理剤濃度の自動測定装置と自
動測定方法並びに制御方法

栗田工業株式会社

11
ポリカルボン酸類の濃度測定方法およ
び装置

オルガノ株式会社 46 循環水系のスケール防止方法 栗田工業株式会社

12
リン化合物類の濃度測定方法および
装置

オルガノ株式会社 47 液体成分の濃度測定方法 三浦工業株式会社

13 濃度計 オルガノ株式会社 48
自律分散型残留塩素濃度監視制御シ
ステム

富士電機株式会社

14 濃度計 オルガノ株式会社 49
液体ＤＰＤ試薬および残留塩素濃度測
定方法

水道機工株式会社

15 濃度計 オルガノ株式会社 50 スケール付着装置
株式会社片山化学工業研
究所

16 水処理用薬品の濃度管理方法 オルガノ株式会社 51 処理水の残留塩素制御装置 三菱電機株式会社

17 水処理用薬品の濃度管理方法 オルガノ株式会社 52 イオン濃度測定装置 オルガノ株式会社

18
開放循環冷却水系の水処理方法及び
その装置

株式会社荏原製作所 53
液体ＤＰＤ試薬、残留塩素濃度測定方
法およびリン酸緩衝液

水道機工株式会社

19
安定フリーラジカル化合物の濃度測定
方法

伯東株式会社 54
水処理用薬品の濃度管理方法及び濃
度管理装置

オルガノ株式会社

20 種晶の活性測定方法 栗田工業株式会社 55 ボイラ装置の腐食抑制方法 三浦工業株式会社

21 冷却水系の水処理方法 栗田工業株式会社 56
水処理薬剤の濃度管理システムおよ
び濃度管理方法

株式会社片山化学工業研
究所

22 濃度測定装置
東京都下水道サービス株
式会社

57 ボイラ装置の腐食抑制方法 三浦工業株式会社

23 冷却水の残留塩素濃度測定システム 住友化学工業株式会社 58 ボイラ装置の腐食抑制方法 三浦工業株式会社

24
濃度測定装置付き高分子凝集剤溶解
装置

オルガノ株式会社 59 ボイラ装置の腐食抑制方法 三浦工業株式会社

25
濃度測定装置付き高分子凝集剤溶
解・注入装置

オルガノ株式会社 60 ボイラ装置の腐食抑制方法 三浦工業株式会社

26 亜塩素酸イオン濃度の測定方法 水道機工株式会社 61 ボイラ装置のスケール生成抑制方法 三浦工業株式会社

27 水質維持装置 富士電機株式会社 62 ボイラ装置のスケール生成抑制方法 三浦工業株式会社

28
ボイラ水処理方法およびボイラ水処理
システム

株式会社片山化学工業研
究所

63
水処理装置、水処理方法及び水処理
プログラム

栗田工業株式会社

29
冷却水系における水処理用薬品の濃
度管理方法及び装置

オルガノ株式会社 64
海生生物付着制御方法とシステムおよ
び記録媒体

株式会社片山化学工業研
究所

30
水処理用薬品の濃度測定および管理
方法と装置

オルガノ株式会社 65 残留塩素濃度維持装置
富士電機リテイルシステム
ズ株式会社

31 濃度測定装置
東京都下水道サービス株
式会社

66 残留塩素濃度維持装置
富士電機リテイルシステム
ズ株式会社

32 水系処理法 伯東株式会社 67
水処理用薬品の濃度管理方法及び装
置

オルガノ株式会社

33
汚泥濃縮装置および凝集剤量調整方
法

水道機工株式会社 68 水質監視制御システム 株式会社東芝

34 残留塩素制御装置 田村　善胤 69
残留塩素濃度計測方法と残留塩素濃
度計測設備

東西化学産業株式会社

35 残留塩素管理システム
株式会社エヌ・ティ・ティ
ファシリティーズ 以下１７点省略
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