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［公開編］平成７年～平成１６年（１０年間） １００点
(税込価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２８，０３５－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２８，０３５－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥４２，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9696 公開特許 貝殻の資源化方法と装置 平.6-15 100点 ￥23,000
No,9789 〃 石炭灰の再利用方法 平.16 84点 ￥23,500
No,9656 〃 〃 平.15 76点 ￥17,800
No,9452 〃 〃 平.10-14 99点 ￥20,000
No,9554 〃 石炭の液化方法と装置 平.7-14 89点 ￥18,500
No,9504 〃 重油灰の再利用方法 平.5-14 89点 ￥19,400
No,9230 〃 ゴミ焼却灰処理剤の組成 平.8-12 72点 ￥25,400
No,9149 〃 微生物による汚染土壌の浄化法 平.10-12 102点 ￥45,900
No,8488 〃 〃 平.7-9 88点 ￥39,600
No,8528 〃 重金属処理剤の組成 平.7-9 66点 ￥27,400
No,8664 〃 ゴミ焼却灰より有価金属の回収方法 平.5-10 57点 ￥24,800
No,8684 〃 ゴミ燃料化方法と装置 平.8-10 64点 ￥25,000
No,9078 〃 石灰系ヘドロ処理剤と処理方法 平.9-12 64点 ￥25,300
No,8806 〃 石灰系排ガス処理剤と処理方法 平.5-11 98点 ￥40,000
No,9229 〃 汚染地下水の生物化学的浄化方法 平.5-12 71点 ￥25,300
No,9151 〃 汚染土壌の水洗・浄化方法と装置 平.8-12 72点 ￥31,800
No,8782 〃 人工培土の製造加工方法 平.6-10 68点 ￥24,500
No,8571 〃 スクラップ原料の脱油方法 平.5-9 64点 ￥23,300
No,8521 〃 廃棄ガラスのリサイクル方法と製品 平.5-9 61点 ￥23,500
No,8235 〃 廃発泡スチロールの処理・再生方法 平.7-8 69点 ￥27,700
No,8233 〃 ペットボトルの処理再生方法と装置 平.5-8 57点 ￥23,700
*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、Ｅメールまたは 郵便にてお送りください。ＦＡＸ・

（メール宛先：kokusai@itdc-patent.com お電話でも承ります）
［CD-ROM版はＰＤＦファイルにしおりリンク機能、Ｂ５製本版はＢ５サイズ･目次製本済みです。
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1 除塵機用バスケット 三菱化工機株式会社 42 取水口の異物侵入阻止装置 日立機電工業株式会社

2 取水路におけるくらげ移送装置 株式会社カナエ 43 取水口の異物侵入阻止装置 日立機電工業株式会社

3 クラゲ異常発生検知装置 株式会社ペック 44 シンカー付プロペラ装置 三菱重工業株式会社

4 くらげ流入防止網の展張引き上げ装置 株式会社カナエ 45 クラゲ流入防止装置 三菱重工業株式会社

5 超音波探知装置 九州電力株式会社 46 取水口の異物除去装置 日立機電工業株式会社

6
海洋構築物におけるクラゲの減容化処
理方法

タイホー工業株式会社 47 クラゲ除去装置
石川島播磨重工業株式会
社

7 ろ過装置 三菱重工業株式会社 48 取水口の閉塞防止装置 バブコック日立株式会社

8 くらげ流入防止網の巻き上げ装置 株式会社カナエ 49 除塵機用バスケット
株式会社丸島アクアシステ
ム

9 取水口へのクラゲ侵入防止方法 三菱重工業株式会社 50 取水口用吊上装置 三菱重工業株式会社

10
取水口へのクラゲ来襲自動監視方法
及び装置

高田　孝昭 51 クラゲ処理装置 関西電力株式会社

11 クラゲの乾燥処理方法
四電エンジニアリング株式
会社

52 クラゲ侵入防止装置 日本鋼管株式会社

12 発電プラント 三菱重工業株式会社 53
塩分を含有する有機物分解方法及び
装置

株式会社山陽テクノ

13 クラゲの処理装置及び処理方法
石川島播磨重工業株式会
社

54 クラゲ脱水大量処理装置 中外テクノス株式会社

14 くらげ除去装置 極東興産株式会社 55 クラゲ除去方法及びその装置 株式会社東京久栄

15 水路流出入物監視装置 東京電力株式会社 56 クラゲ排除装置 三菱重工業株式会社

16 取水口のクラゲ排除装置 三菱重工業株式会社 57 海棲生物付着防止装置 株式会社日立製作所

17
取水口クラゲ排除装置のメンテナンス
設備

三菱重工業株式会社 58 クラゲ回収装置 三菱重工業株式会社

18 クラゲ侵入防止装置 三菱重工業株式会社 59 クラゲ処理方法 三菱重工業株式会社

19 集泡装置 日本鋼管株式会社 60 クラゲ凝集沈殿処理方法 中外テクノス株式会社

20 くらげの処理方法および処理装置 宇部興産株式会社 61 クラゲ類処理方法 関西電力株式会社

21 くらげの処理方法および処理装置 宇部興産株式会社 62 クラゲ類処理方法 関西電力株式会社

22 クラゲ流入防止装置 三菱重工業株式会社 63 クラゲ類等の天然有機物処理方法 関西電力株式会社

23 くらげ流入防止装置 三菱重工業株式会社 64 クラゲ高速脱水処理装置 中外テクノス株式会社

24 クラゲ流入防止装置 三菱重工業株式会社 65 クラゲの処理方法 三菱重工業株式会社

25 クラゲ流入防止装置 三菱重工業株式会社 66 クラゲ処理方法 三原　良平

26 クラゲ流入防止装置 三菱重工業株式会社 67 取水装置
石川島播磨重工業株式会
社

27 海洋生物流入防止装置 三菱重工業株式会社 68 除塵機用バスケット
株式会社丸島アクアシステ
ム

28 エアドロー防止装置 三菱重工業株式会社 69 クラゲ排除システム 高杉　正則

29 水路流出入物監視装置 東京電力株式会社 70 海水取水異物流入防止装置
株式会社日立エンジニアリ
ングサービス

30
クラゲの減容化処理方法および減容
化処理装置

智原　保孝 71 海棲生物の処理装置及び処理方法 関西電力株式会社

31 クラゲ処理方法とその装置 新菱冷熱工業株式会社 72
取水路への異物流入防止方法および
その装置

金子　哲也

32 水路流出入物監視装置 東京電力株式会社 73
クラゲ類からの夾雑物除去方法および
その装置

日立造船株式会社

33 くらげ分離装置
日立造船向島マリン株式会
社

74 クラゲの処理方法および処理装置
石川島播磨重工業株式会
社

34
クラゲ等の多水性生物の処理方法及
びその装置

磯部鉄工株式会社 75 クラゲ処理装置 東京電力株式会社

35 くらげの処理方法 宇部興産株式会社 76 クラゲの捕集と再利用方法 菱洋産業株式会社

36 不用物流入防止装置 三菱重工業株式会社 77 クラゲ有価物回収システム 三菱重工業株式会社

37 取水塔のクラゲ防止網 三菱重工業株式会社 78 クラゲの処理方法および処理装置
石川島播磨重工業株式会
社

38 レーキ付きバースクリーンのバケット 三菱化工機株式会社 79
クラゲ発生予測システム、クラゲ除去方
法およびクラゲ除去装置

三菱重工業株式会社

39
クラゲ排除水流発生装置の自動起動・
停止値の自動設定装置

三菱重工業株式会社 80 海棲生物の腐敗臭発生防止装置 関西電力株式会社

40 クラゲの処理方法及びその装置 磯部鉄工株式会社 81 海棲生物の処理装置 栗田工業株式会社

41 クラゲ及び海藻等の処理方法 シヤイン電子株式会社 以下１９点省略
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[公開編]　　平成７年～平成１６年（１０年間）　　　１００点
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（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥42,000　）


