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1 海生物の処理システム 富士電機株式会社 33
帆立貝のウロの処理方法および帆立
貝のウロの利用方法

ノーステクノリサーチ株式会
社

2
火力発電所取水路付着貝を用いるア
スファルト舗装施工方法

東京電力株式会社 34
オガクズ及び貝殻粒の混合固化建築
材の製造方法

グリーングローブ株式会社

3
貝殻からの種々の吸湿特性を有する
乾燥剤の製造法

株式会社サン海苔 35 養魚用配合飼料 財団法人電力中央研究所

4 海生物の処理システム 富士電機株式会社 36 流動床炉の燃焼方法 株式会社荏原製作所

5 汚水の浄化処理方法 日本ソリッド株式会社 37 貝殻の資源化方法 株式会社東芝

6
環境調和型水硬性組成物及びその製
造方法

秩父小野田株式会社 38
汚水中の燐除去方法及び同法により
回収されるリン酸カルシウムの再利用
法

永和調査設計株式会社

7
ムラサキイガイ等付着生物の利用と処
理法

井上　正昭 39 肥料類の製造方法 株式会社神野

8
帆立貝殻レジン及びその成形品の製
造方法

有限会社東實業 40 発酵処理装置 株式会社神野

9
貝殻を用いたリン除去方法および同法
において生成されるリン酸カルシウム
塩の有効再利用

株式会社西原環境衛生研
究所

41 発酵槽 株式会社神野

10
貝殻レジン及びその成形品の製造方
法

有限会社東實業 42 有孔性塊状体及びその製造方法 北海道三祐株式会社

11 セメント原料用貝ガラの洗浄方法 丸誠重工業株式会社 43
貝殻の処理設備および貝殻の処理方
法

有限会社山本バイオクリー
ン・システム

12 積層生地
株式会社グローバルプロセ
ス

44 貝のメタン発酵処理装置 鹿島建設株式会社

13
貝類等の有機固形物の貝肉と貝殻と
を分離、処理する方法、ならびにその
装置

環境プロジェクト株式会社 45
復水器冷却水路等の付着貝類の有機
肥料製造方法

東北電力株式会社

14 廃貝処理設備 久野　忠彦 46 貯留槽及び貯留槽の形成方法
株式会社環境アセスメント
センター

15
天然貝殻から健康飲用カルシウム粉末
を製造する方法

遠藤　美夫 47 貝がらボード 堀　省三

16 貝殻の粉砕方法および粉砕装置 醒井工業株式会社 48 魚貝類を含む廃棄物の処理方法 東京電力株式会社

17 貝殻の連続焼成方法 株式会社鐵原 49 魚貝類を含む廃棄物の処理装置 東京電力株式会社

18 魚貝類廃棄物の処理方法 秩父小野田株式会社 50 活性カルシウム多孔体の製造方法 有限会社猪子産業

19 貝類の処理方法とその製品 昭和電工株式会社 51
貝殻からなる抗菌剤、抗菌剤を用いた
水の浄化方法及び抗菌剤を用いた農
作物の洗浄方法。

イオンコーポレーション株式
会社

20 微生物付着担体
小野木フロック工業有限会
社

52 改良土及びその製造方法 中部電力株式会社

21 ムラサキイガイの貝殻を用いた成型品 株式会社東京電気工務所 53 吸着抗菌性粉体とその製造方法
株式会社チャフローズコー
ポレーション

22 貝類加工廃棄物の一貫処理方法 植村　道夫 54
貝殻の農業用土壌カルシウム補給資
材への資源化処理方法

株式会社ばんけいリサイク
ルセンタ－

23 清掃貝の処理方法 日本碍子株式会社 55
クロスからのダイオキシン発生低減化
方法

株式会社チャフローズコー
ポレーション

24 廃棄物の焼却方法 大成建設株式会社 56 ポリウレタンフォーム用溶解剤
株式会社チャフローズコー
ポレーション

25 廃棄貝の処理方法 株式会社東芝 57 洗浄剤
株式会社チャフローズコー
ポレーション

26
貝殻入りセメントモルタル及びその製
品

株式会社カルイ 58 防腐剤
株式会社チャフローズコー
ポレーション

27 貝殻溶解液及びその製造方法 寺島　日出男 59 貝処理方法および貝処理装置
石川島播磨重工業株式会
社

28
活性化焼成貝パウダーと生石灰化焼
成貝パウダー及びその貝殻焼成装置

東京製綱株式会社 60 防虫剤 堀　雅宏

29
養液栽培用貝殻培地と貝殻培地によ
る養液栽培装置

日本フイルター株式会社 61 防虫剤
株式会社チャフローズコー
ポレーション

30 貝殻を脱硫剤として用いる脱硫方法 三菱重工業株式会社 62
ホタテ貝の貝殻を用いた抗菌剤および
抗菌砂

株式会社クリーントン

31
有機性不要物の有資源化処理方法及
び装置

北陸電力株式会社 63
シジミ貝殻粉末体、およびその製造方
法

青森県

32 水産廃棄物の処理方法 三菱化工機株式会社 64 有害ガス吸着性塗膜材の製造方法 堀　雅宏
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