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1 ゼオライトの製造方法及び装置 ▲吉▼田工機株式会社 32 土地の浄化造成方法 信濃建設株式会社

2 最終処分場の早期安定化方法 有限会社伸東産業 33
ガラス発泡体に触媒剤を積層してなる
触媒体及びその触媒体の製造方法

宮崎　正己

3
塩共存下による人工ゼオライトの製造
方法及び装置

小笠原　玉 34
廃棄物を利用した固形化燃料および
その製造方法

吉本　眞

4 連続式人工ゼオライト製造装置 有限会社新日本ゼオライト 35
ゼオライトの造粒方法及びゼオライト造
粒体

木村化工機株式会社

5
木炭粉末と人工ゼオライトを用途別に
混合製造した土壌改良資材、タン・ゼ
オの製造方法および使用方法。

田村　喜久弥 36 下水汚泥脱水ケーキの処理方法 宇部興産株式会社

6
木炭粉末と各種人工ゼオライトを混合
製造した物が飲料水やその他の水浄
化用に最適するスイ・ゼオ資材の…

田村　喜久弥 37
重金属含有排水の処理方法及び処理
装置

玉井　元治

7 人工ゼオライト製造装置 有限会社新日本ゼオライト 38 重金属含有排水の処理方法 玉井　元治

8 連続流下式人工ゼオライト製造装置 有限会社新日本ゼオライト 39
ゼオライト粉末を用いた耐水性成形品
の製造方法

菊地　誠悦

9 人工ゼオライトの製造装置 有限会社ユーシン産業 40
水酸化ナトリウムとフライアッシュを利用
した合成ゼオライトの製造方法とその
製造装置

伊藤　勝弘

10
廃棄物や未利用物を活用した都市緑
化資材リョッカ・ゼオ資材の製造方法
及び使用方法。

志村　有治 41 ゼオライトの製造方法 三菱化学株式会社

11
人工ゼオライトの製造方法と人工ゼオ
ライト

逸見　彰男 42 アルカリ性排水の処理方法 ミヤマ株式会社

12 ゼオライト化材料 五洋建設株式会社 43 ゼオライト状固形物の製造方法 シンコー株式会社

13
焼却灰によるゼオライト製造方法およ
びその装置

坂上　ヒサヨ 44 ゼオライトの製造方法 木村化工機株式会社

14
ゼオライトの製造方法及び人工ゼオラ
イト

株式会社ゼオテック 45
ゼオライトからの有害物質の溶出抑制
方法

木村化工機株式会社

15
排ガス処理用の吸着材および吸着材
の処理方法

三浦工業株式会社 46 ゼオライトの製造方法 木村化工機株式会社

16
排ガス処理用の吸着材および吸着材
の処理方法

三浦工業株式会社 47
処理焼却灰の無害化処理方法、ゼオ
ライト様生成品並びに処理焼却灰の無
害化処理装置

大昇産業株式会社

17
人工ゼオライトの内装用布材への塗
布・貼付方法

サン商事株式会社 48 透水性ブロック 有限会社湊工業

18 内装用マット サン商事株式会社 49 ＰＣＢ処理方法とその装置 坂上　越朗

19
土壌浄化工法及びそれに用いられる
硬化材

東興建設株式会社 50
環境汚染有機化合物の無害化処理法
及びそのための装置

逸見　彰男

20
石炭灰を主原料とする単結晶高機能
ゼオライトの製造方法及びそのための
製造装置

霜田　敏雄 51 廃水処理方法及び装置 清本鐵工株式会社

21
下水道汚泥焼却灰を主原料とする単
結晶高機能ゼオライトの製造方法及び
そのための製造装置

霜田　敏雄 52 排ガス中のダイオキシンの処理方法 山縣　昌継

22
汚染物質吸着用注入材及びその注入
工法

株式会社ゼオテック 53
土壌の浄化並びに改質材及びその製
造方法

株式会社バイオフォース

23 ゼオライトの製造装置 木村化工機株式会社

24 空気の浄化方法及び浄化装置 有限会社ホームプラザ信州

25
モンモリロナイトを用いた各種汚濁水
の汚濁物の凝集や重金属類を吸着凝
集及び固液分離し着色の無い…

田村　喜久弥

26
窒素の含有量が多く、保肥力が強い有
機腐植鉱物混合結合体を含有する有
機鉱物肥料の製造方法

日華実業有限会社

27 人工ゼオライトの製造方法 中部電力株式会社

28
人工ゼオライトを使用した固体系排水
処理剤

森川　広行

29
水や高熱火力を使用せずに未利用物
の石炭灰と各種人工ゼオライトと複合
合成樹脂組成物を混合した…

田村　喜久弥

30 人工ゼオライトの製造方法 太洋マシナリー株式会社

31 汚染土壌の簡易浄化工法 信濃建設株式会社 以下４３点省略
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