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1 水処理方法
株式会社片山化学工業研
究所

33
亜鉛水酸化物スケール防止剤及び亜
鉛水酸化物のスケール防止方法

株式会社日本触媒

2 循環冷却水の処理方法及び処理装置 栗田工業株式会社 34 ハイブリッド共重合体
ナショナル　スターチ　アン
ド　ケミカル　インベストメント
ホールディング　コーポ…

3 スライム防除方法及びスライム防除剤 栗田工業株式会社 35 改質多糖類
ナショナル　スターチ　アン
ド　ケミカル　インベストメント
ホールディング　コーポ…

4 排水の処理方法
月島環境エンジニアリング
株式会社

36
スケール付着防止効果評価用試験装
置及びスケール付着防止効果を評価
する方法

東西化学産業株式会社

5
スライムコントロール剤および水処理用
薬剤組成物

栗田工業株式会社 37
燃焼残渣付着物の水系洗浄剤組成
物、およびその製造方法

株式会社　カム　バイオテク
ノロジー　アジア

6 スケール防止組成物 堺化学工業株式会社 38
（メタ）アクリル酸系共重合体、その製
造方法及びその用途

株式会社日本触媒

7
苛酷な系におけるスケールの抑制方
法及びこれのための新規スケール防
止剤

ナルコ　ケミカル　カンパ
ニー

39
スケール付着防止剤及び冷却水系の
処理方法

栗田工業株式会社

8 磁薬処理によるスケール化防止方法 平成理研株式会社 40
水系のスケール抑制剤およびスケール
抑制方法

栗田工業株式会社

9 スケール付着防止剤の製造方法 株式会社トクヤマ 41 工業用殺菌組成物 ケイ・アイ化成株式会社

10
有機物及び酸化剤含有排水の処理方
法及び処理装置

栗田工業株式会社 42
水又は水系からの重金属除去並びに
水又は水系中のカルシウムスケール及
び／又はマグネシウム…

トン　ハイ　バイオテクノロ
ジー　コーポレイション

11 温泉水用スケール防止剤 東西化学産業株式会社 43 ボイラプラント用液体清缶剤 栗田工業株式会社

12
開放循環冷却水系の防食・防スケール
方法

栗田工業株式会社 44 水性液体洗浄剤組成物 花王株式会社

13 洗浄用組成物及びその使用法 スリーエム　カンパニー 45 地下水の浄化方法 栗田工業株式会社

14 スケール防止方法 栗田工業株式会社 46
循環式浴槽、風呂釜及び冷却水系設
備用洗浄剤組成物

日産化学工業株式会社

15
カルシウム系スケールの防止剤組成
物、及び水系でのカルシウム系スケー
ルの防止方法

栗田工業株式会社 47 スケール防止方法 日本製紙株式会社

16
スケール防止剤およびスケール防止
方法

株式会社日本触媒 48
有機物含有排水の処理方法及び処理
装置

栗田工業株式会社

17 ボイラー水系のシリカスケール処理法 平成理研株式会社 49
水溶性重合体、その製造方法及びそ
の用途

株式会社日本触媒

18 水処理剤 平成理研株式会社 50
親水性グラフト重合体、その製造方法
および用途

株式会社日本触媒

19
ボイラ装置およびボイラ装置における
スケール抑制方法

三浦工業株式会社 51 緑青除去剤、及び、緑青除去方法 アクアス株式会社

20 重合体スケール付着防止剤 信越化学工業株式会社 52 水処理装置及び水処理方法 栗田工業株式会社

21
スケール防止剤およびそれを用いたス
ケール防止方法

株式会社日本触媒 53
有機物含有排水の処理方法及び処理
装置

栗田工業株式会社

22 水処理剤 株式会社日本触媒 54
スケール付着防止剤及び冷却水系の
処理方法

栗田工業株式会社

23
ポリアスパラギン酸系重合体、その製
造方法およびその用途

株式会社日本触媒 55 スケールの除去方法およびその装置 中外テクノス株式会社

24 抗菌剤組成物及び成形体 日本曹達株式会社 56 水処理剤供給量の管理方法 三浦工業株式会社

25
スケール防止剤、スケール付着防止方
法およびスケール付着の防止された脱
臭装置

株式会社荏原製作所 57
スケール洗浄剤及びスケール除去方
法

栗田工業株式会社

26
スライム付着防止方法及びスライム付
着防止剤

栗田工業株式会社 58
紙・パルプ製造工程用洗浄剤及び紙・
パルプ製造工程系の洗浄方法

伯東株式会社

27 重合体スケール付着防止剤 信越化学工業株式会社 59
タービン部品のスケール除去方法およ
び検査方法

株式会社東芝

28 水処理方法 東西化学産業株式会社 60 工程水系の洗浄方法 伯東株式会社

29
ボイラ装置およびボイラ装置における
スケール抑制方法

三浦工業株式会社 61
工業用殺菌剤およびそれを用いた工
業的殺菌方法

株式会社片山化学工業研
究所

30 水処理剤 ＪＳＲ株式会社 62
グラフト重合体及びその製造方法並び
に用途

株式会社日本触媒

31 清浄組成物
ローム　アンド　ハース　カ
ンパニー

63 排水処理方法 出光興産株式会社

32 風呂釜洗浄剤及び風呂釜洗浄方法 日本曹達株式会社 以下１０点省略
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