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1 冷却水系の処理方法 栗田工業株式会社 37
開放型循環式冷却水系の冷却水の処
理方法及びその装置

株式会社荏原製作所

2 水処理方法 栗田工業株式会社 38 冷却水系の水処理方法 栗田工業株式会社

3 工業用殺菌剤 武田薬品工業株式会社 39
防藻剤、防藻剤組成物および防藻方
法

栗田工業株式会社

4 冷却水系の水処理方法 栗田工業株式会社 40 水系の処理方法 アクアス株式会社

5
アメーバ殺滅剤及び水系中のアメーバ
の抑制方法

アクアス株式会社 41 海生生物の付着防止方法 三菱瓦斯化学株式会社

6 殺藻剤
株式会社パーマケム・アジ
ア

42 循環冷却水系の処理方法 栗田工業株式会社

7 循環式冷却水系の水処理方法
株式会社片山化学工業研
究所

43
冷却水系のスライム剥離処理方法及
びスライム剥離処理薬剤

株式会社荏原製作所

8 多機能型水処理剤 三菱瓦斯化学株式会社 44 水系殺微生物方法 伯東株式会社

9 スライムコントロール剤 三菱瓦斯化学株式会社 45 抗菌方法及び抗菌剤組成物 栗田工業株式会社

10 冷却水系のスライム防止方法 栗田工業株式会社 46
開放式循環冷却水系における金属の
腐食抑制方法

伯東株式会社

11 冷却水系のスライム防止方法 栗田工業株式会社 47 水処理方法
株式会社片山化学工業研
究所

12 殺菌殺藻用組成物及び殺菌殺藻方法 ケイ・アイ化成株式会社 48 冷却水の処理方法 栗田工業株式会社

13
循環式冷却水系の水処理方法および
水処理システム

株式会社片山化学工業研
究所

49 殺微生物剤組成物 伯東株式会社

14
アメーバ殺滅剤、アメーバの抑制方法
及びレジオネラ属菌の除菌方法

アクアス株式会社 50 水処理剤及びその使用方法 日本農薬株式会社

15 工業用抗菌方法 栗田工業株式会社 51 レジオネラ属菌の除菌方法 ケイ・アイ化成株式会社

16 水の消毒のための方法及び組成物
ブロウミーン　コンパウンズ
リミティド

52 工業用殺菌剤
株式会社パーマケム・アジ
ア

17 冷却水の処理方法 栗田工業株式会社 53 用廃水系の汚染防除方法
株式会社片山化学工業研
究所

18 微生物コントロール剤 伯東株式会社 54
多機能性水処理剤組成物及びこれを
利用した水処理方法

エスケー　ケミカルズ　カン
パニー　リミテッド

19
循環式冷却水系の水処理方法および
水処理システム

株式会社片山化学工業研
究所

55 水処理方法 栗田工業株式会社

20 水処理用組成物
バイエル　アクチェンゲゼル
シャフト

56 エマルション型殺微生物剤組成物 伯東株式会社

21 循環冷却水の処理方法 栗田工業株式会社 57 工業用抗菌剤および工業的抗菌方法
株式会社片山化学工業研
究所

22 循環冷却水の処理方法 栗田工業株式会社 58 シリカスケール析出防止方法 伯東株式会社

23 工業用組成物 武田薬品工業株式会社 59 水の消毒のための方法及び組成物
ブロウミーン　コンパウンズ
リミティド

24 水処理薬剤及び方法 オルガノ株式会社 60
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

25 水処理剤 三菱瓦斯化学株式会社 61 微生物障害防止方法
株式会社片山化学工業研
究所

26 水系における鉄バクテリアの抑制方法 伯東株式会社 62 微生物防除剤及び微生物防除方法 ケイ・アイ化成株式会社

27
殺菌・静菌液剤、殺菌・静菌方法、消
臭液剤および消臭方法

ケイ・アイ化成株式会社 63 水系のスライム付着防止方法
株式会社片山化学工業研
究所

28
水系における微生物の生育抑制及び
殺微生物方法

伯東株式会社 64
循環式冷却水系の水処理剤及びその
使用方法

ケイ・アイ化成株式会社

29 水系の殺微生物方法 伯東株式会社 65 配合組成物 千代田ケミカル株式会社

30
液状のハロゲン化ヒダントイン系殺微
生物剤

伯東株式会社 66 添加剤 ショーワ株式会社

31
水系における微生物の生育抑制及び
殺微生物方法

伯東株式会社 67 開放循環冷却水系の処理方法 伯東株式会社

32 循環冷却水の処理方法 栗田工業株式会社 68 用廃水系の水処理方法
株式会社片山化学工業研
究所

33 循環冷却水の処理方法 栗田工業株式会社 69 糊状徐放性抗菌剤及びその使用法 東西化学産業株式会社

34 冷却水系の水処理方法 栗田工業株式会社 70
環境水中に生息する細菌の殺菌剤及
び殺菌法

学校法人北里学園

35 水処理方法
株式会社片山化学工業研
究所

71 殺菌剤組成物及び安定化方法
日本エンバイロケミカルズ
株式会社

36 工業用殺菌防腐剤及び殺菌防腐方法 ケイ・アイ化成株式会社 以上７１点収録
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