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1 溶存酸素低減装置 日本酸素株式会社 40 原水中の溶存酸素を除去する方法 栗田工業株式会社

2 水系清缶剤
大日本インキ化学工業株式
会社

41 水系プラントの溶存酸素除去方法 栗田工業株式会社

3 脱酸素装置 栗田工業株式会社 42 ボイラ用の防食剤 栗田工業株式会社

4 脱気液体の製造方法とその装置 三菱重工業株式会社 43 ボイラ水系の溶存酸素除去方法 栗田工業株式会社

5
静止型混合装置およびそれを用いた
脱酸素システム

株式会社ナブコ 44 電解式脱酸素装置 三菱電機株式会社

6 液体循環系設備 東西化学産業株式会社 45 脱酸素方法および脱酸素装置
株式会社イズミフードマシ
ナリ

7 脱酸素装置 栗田工業株式会社 46 熱搬送媒体 大阪瓦斯株式会社

8 脱酸素脱炭酸装置 栗田工業株式会社 47
溶存酸素除去装置、及び、それを用い
た熱媒水循環設備

株式会社大気社

9 脱酸素方法および発電装置 三菱重工業株式会社 48
溶存酸素除去装置、及び、それを用い
た熱媒水循環設備

株式会社大気社

10 排水処理方法及びその装置 株式会社明電舎 49 臭素酸イオンの除去方法 栗田工業株式会社

11 脱酸ユニットの構造 小川　正晴 50 密閉式温冷水循環設備 栗田工業株式会社

12 脱酸素脱気装置 株式会社櫻製作所 51 給水用脱気装置
長野エンジニア工業株式会
社

13 水中の溶存酸素低減設備 鹿島建設株式会社 52 溶存酸素低減方法及び装置 株式会社アネモス

14
蒸気利用熱源設備の溶存酸素低減装
置

高砂熱学工業株式会社 53 溶存酸素濃度の制御方法
独立行政法人物質・材料研
究機構

15 給水の脱酸素装置 株式会社タクマ 54 脱酸素水の製造方法および装置
エア・ウォーター・プラントエ
ンジニアリング株式会社

16 溶存酸素濃度調整装置及び調整方法 三菱重工業株式会社 55 脱酸素装置と脱酸素方法 株式会社タクマ

17 脱酸素装置及び方法 三菱重工業株式会社 56 脱酸素剤及び脱酸素処理方法 栗田工業株式会社

18
ボイラ給水処理装置及びボイラ給水の
処理方法

栗田工業株式会社 57
酸化性物質を含む溶液の調製方法お
よびその装置

株式会社イズミフードマシ
ナリ

19 脱酸素剤 栗田工業株式会社 58 高出力オゾン処理装置
ノーザン　リサーチ　テクノロ
ジーズ　インク．

20 脱酸素剤 栗田工業株式会社 59
ボイラーシステムにおける芳香族脱酸
素剤の蛍光測定制御

オンデオ　ナルコ　カンパ
ニー

21 脱酸素剤 栗田工業株式会社 60 脱酸素装置 東西化学産業株式会社

22
ボイラ水処理方法およびボイラ水処理
システム

株式会社片山化学工業研
究所

61 ボイラの給水処理方法 栗田工業株式会社

23
水中設置型加圧タンク方式水の溶存
酸素自動制御方法

株式会社ミカサ 62 水処理方法および脱酸素装置 栗田工業株式会社

24
殺菌手段を有する加圧タンク方式水の
溶存酸素自動制御方法

株式会社ミカサ 63 脱酸素処理方法及び脱酸素処理装置 栗田工業株式会社

25
脱塩水製造装置および脱塩水製造方
法

栗田工業株式会社 64 溶存酸素除去モジュール 三菱電機株式会社

26 脱気ユニット及び脱気装置 栗田工業株式会社 65 脱酸素剤、脱酸素方法 アクアス株式会社

27 真空脱気装置
野村マイクロ・サイエンス株
式会社

66 排水中の窒素及びリンの除去法 オルトテック株式会社

28
水中溶存酸素の除去方法およびその
装置

野村マイクロ・サイエンス株
式会社

67 脱酸素剤 栗田工業株式会社

29 脱酸素剤の供給装置 三菱重工業株式会社 68 酸化性成分含有水の処理方法 栗田工業株式会社

30 脱酸素化方法 科学技術振興事業団 69 脱酸素剤 栗田工業株式会社

31 廃水処理装置 株式会社東芝 70 水処理方法及び水処理装置 栗田工業株式会社

32
脱塩水製造システム及び脱塩水製造
方法

栗田工業株式会社 71 液体からの脱酸素方法 三菱化学株式会社

33
脱酸素及び脱炭酸処理装置並びに処
理方法

栗田工業株式会社 72 窒素溶解水の製造装置 栗田工業株式会社

34 蒸気ボイラ装置用水処理剤 三浦工業株式会社 73
高温水系水処理剤組成物およびその
処理方法

栗田工業株式会社

35 循環冷却水の処理方法 栗田工業株式会社 74
活性酸素除去水の製造方法および製
造装置

オルガノ株式会社

36 脱酸素処理方法及び脱酸素処理装置 栗田工業株式会社 75 ボイラ給水用脱酸素剤 栗田工業株式会社

37 蒸気発生プラント用水処理剤 栗田工業株式会社

38 脱酸素方法 栗田工業株式会社

39 脱酸素方法および装置 栗田工業株式会社 以上７５点収録
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