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1 好熱性油分分解菌 大阪瓦斯株式会社 31
高機能油脂分解菌およびそれを用い
たバイオレメディエーション方法

科学技術振興事業団

2 好熱性油分分解菌 大阪瓦斯株式会社 32 有機物の生物処理方法 東レ株式会社

3 有機性廃棄物の処理方法 エンザイム株式会社 33 漏洩油の処理方法 株式会社ゲイト

4
複合微生物群並びに該複合微生物群
を利用した有機性廃棄物の分解手段

株式会社デンソー 34 含油対象物処理方法及び装置 大藤　雅久

5
油を分解する能力を有する新規微生
物及びそれを用いた油の分解方法

環微研有限会社 35
油分解性能を有するバイオ製剤及び
それを用いた厨房廃水処理方法

日立化成メンテナンス株式
会社

6 油脂分解組成物及び油脂分解方法 株式会社日立製作所 36 油脂含有汚濁物質の嫌気性処理方法
食品産業環境保全技術研
究組合

7 新規微生物及び排水の処理方法
独立行政法人産業技術総
合研究所

37
バイオサーファクタント産生の助成方
法及び汚染土壌の浄化方法。

田代　榮一

8 油分分解性微生物
株式会社関西新技術研究
所

38 油分解性微生物及びその利用 株式会社オールマイティー

9 微生物（好気性中温菌） 原口　義信 39
サイクロクラスティカス属細菌の検出・
定量化方法

株式会社海洋バイオテクノ
ロジー研究所

10
微生物を固定するための固定体及び
その製造方法、並びに、水処理装置

マックテクニカルシステムズ
株式会社

40 下水、排水からの油分除去方法 三山工業株式会社

11 グリストラップ補助装置 有限会社　エイ・エム・シー 41
水素生産菌・アルコール生産菌・エタ
ノール消費菌

原口　義信

12 中空式多孔質セラミックボール 原口　義信 42 オイル吸着体
株式会社バイオ・ジェネシ
ス・テクノロジー・ジャパン

13 生ゴミ処理剤及び高温生ゴミ処理方法 大阪瓦斯株式会社 43
新規塩基配列、及び当該塩基配列を
含むブルクホルデリア（Ｂｕｒｋｈｏｒｄｅｒｉ
ａ）属細菌又はブルクホルデリア…

新日本製鐵株式会社

14
排水中の油分除去方法及び油分除去
用処理袋体並びに油分除去ストレイ
ナー

トーテックス株式会社 44
ノボスフィンゴビウム（Ｎｏｖｏｓｐｈｉｎｇｏｂｉ
ｕｍ）属細菌を利用した油分汚染土壌
の浄化方法

新日本製鐵株式会社

15
鉱物油、油脂類及び難分解有機化合
物の分解菌及び分解方法

服部　進 45
新規微生物、それを含有する環状炭
化水素分解剤および該分解剤を用い
た廃油処理方法

株式会社ゲイト

16 廃油処理剤及び廃油の処理方法 田中　米實 46
新規微生物、それを含有する環状炭
化水素分解剤および該分解剤を用い
た廃油処理方法

株式会社ゲイト

17
排水中の油脂の除去具及び除去装置
並びに除去方法

大協企業株式会社 47
油分解剤、その製造方法および使用
方法

エンザイム株式会社

18 汚水処理法 株式会社プリオ 48 新規微生物
独立行政法人産業技術総
合研究所

19
新規微生物、およびこれを用いた有機
性廃水処理装置

株式会社西原環境衛生研
究所

49
新規微生物、それを含有する油脂分
解剤、および該分解剤を用いた油脂
含有物質の処理方法

株式会社ゲイト

20
新規微生物、およびこれを用いた油脂
含有廃水処理装置

株式会社西原環境衛生研
究所

50 含油排水の処理方法
独立行政法人産業技術総
合研究所

21 油脂の嫌気性処理方法 アタカ工業株式会社 51
油処理剤及びそれを用いた油処理方
法

住友大阪セメント株式会社

22
新規微生物、それを含有する油脂分
解剤、および該分解剤を用いた油脂
含有物質の処理方法

株式会社ゲイト 52 新規微生物及び排水処理方法
筒中プラスチック工業株式
会社

23 グラム陽性脂肪酸分解微生物
ジェシー　リンド　ティシン
ガー

53 ロドコッカス属細菌用培地 チッソ株式会社

24
汚染環境および環境試料の分子遺伝
学的解析・評価法

独立行政法人産業技術総
合研究所

54
電解還元水を用いた有用物質の微生
物生産方法

株式会社光明社

25
微生物含有油処理材とそれを用いた
油の処理方法

有限会社　エー・イー・エル 55 水分制御による汚染土壌の浄化方法 株式会社ＫＲＩ

26
微生物による多環芳香族化合物分解
方法および多環芳香族化合物処理剤

独立行政法人産業技術総
合研究所

56
鉱物油分解菌、それを用いた土壌浄
化方法及び土壌浄化装置

株式会社ロム

27
新規多環式芳香族炭化水素分解菌、
それを含有する新規多環式芳香族炭
化水素分解剤

民谷　栄一 57
汚染物質浄化方法及び汚染物質浄化
用製剤

株式会社ＫＲＩ

28
水酸化された三環式芳香族化合物の
製造方法

株式会社海洋バイオテクノ
ロジー研究所

58
有用微生物製剤を活用するグリースト
ラップ装置

鈴木　壽

29
油分分解菌およびその菌株を用いた
油分分解方法

株式会社関西新技術研究
所

59 有機ポリマーを分解する菌株 國立中央大學

30 光合成油分解微生物の培養方法 鈴木　弘 以下２２点省略
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