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No,9140 公開特許 ＰＣＢ含有物の回収・処理方法 平.10-14 87点 ￥24,700
No,9140 公告・登録 ＰＣＢの無害化処理方法と装置 昭.61-平.12 66点 ￥26,900
No,8806 公開特許 石灰系排ガス処理剤と処理方法 平.5-11 98点 ￥40,000
No,8488 〃 微生物による汚染土壌の浄化法 平.7-9 88点 ￥39,600
No,8465 〃 ダイオキシンの発生防止方法と装置 平.7-9 53点 ￥23,300
No,8684 〃 ゴミの燃料化方法と装置 平.8-10 64点 ￥25,000
No,9019 〃 廃家電製品の処理・再利用方法 平.5-11 67点 ￥23,700
No,9020 〃 廃棄物より亜鉛の回収方法 平.9-11 66点 ￥23,500
No,8572 〃 廃棄物より鉛の回収方法 平.5-9 57点 ￥21,300
No,8571 〃 スクラップ原料の脱油方法 平.5-9 64点 ￥23,300
No,8570 〃 スクラップより銅の回収方法 平.5-9 67点 ￥24,700
No,8506 〃 エッチング廃液より有効金属の回収方法 平.5-9 79点 ￥30,300
No,8505 〃 廃触媒より有効金属の回収方法 平.5-9 78点 ￥30,000
No,8501 〃 廃プリント基板からの有価物回収法 平.5-9 61点 ￥23,300
No,8485 〃 希土類金属の回収方法と工程 平.5-9 71点 ￥27,700
No,8481 〃 廃電池より有効金属の回収方法 平.5-9 60点 ￥23,000
No,8527 〃 アルミスクラップの再生方法と工程 平.7-9 92点 ￥34,700
No,8539 〃 化学メッキ液の再生と有価物の回収法 平.5-9 63点 ￥26,500
No,8555 〃 メッキ廃液より貴金属の回収方法 平.5-9 61点 ￥23,300
No,8528 〃 重金属処理剤の組成 平.7-9 66点 ￥27,400
No,8273 〃 シアンメッキ廃液の処理方法 平.5-8 54点 ￥21,600
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1 堆肥活性化調整剤及びその製造法 株式会社三共化学工業 36 ケイ酸質肥料の製法 水澤化学工業株式会社

2
廃油・廃酸系産業廃棄物の固形化処
理剤の製造方法

東北発電工業株式会社 37 含水泥土の改質処理材 株式会社ナトー研究所

3 使用済み漂白土類の再生方法
エヌ．ヴィー．　ファンデ
モールテレ　インターナショ
ナル

38
有機廃液、有機汚泥、生ゴミ、動植物
性残渣、動物の糞尿、木くず、雑草、
木の枝、葉等を乾燥・造粒後、…

有限会社環境設計設備

4 硫酸ピッチ処理方法 株式会社コ－ワ 39 使用済み白土の分離回収方法 鐘淵化学工業株式会社

5
廃白土の処理方法と廃白土を素材と
する撥水ボード

コダマ油化工業株式会社 40
白土含有脂肪酸金属塩組成物の製造
方法

陽光産業株式会社

6 土壌活性化剤及びその製造法 株式会社三共化学工業 41
油含有廃白土からの油分離回収処理
剤及び該処理剤を用いる油分離回収
方法

日石テクノロジー株式会社

7 砂混じり廃土処理方法 株式会社コ－ワ 42 リボフラビンの製造方法 水澤化学工業株式会社

8
含油廃棄物の処理法とそれに用いる
廃棄物処理装置

株式会社大川原製作所 43 バイオ燃料の製造方法 水澤化学工業株式会社

9
廃白土の処理方法並びに該処理物か
らなる吸着　　　　剤

水澤化学工業株式会社 44
廃白土のリサイクル方法および再生ア
スファルトの製造方法

株式会社男鹿テクノ

10
塩素含有重合体用安定剤、その製法
及び塩素含有重合体組成物

水澤化学工業株式会社 45
再生加熱アスファルト混合物の製造方
法

水澤化学工業株式会社

11 廃白土処理物の製法及びその用途 水澤化学工業株式会社 46
廃白土含有土壌の汚染油洗浄法と汚
染油洗浄施設

清水建設株式会社

12
油水系における油の吸着剤及びそれ
を含む吸着剤組成物

水澤化学工業株式会社 47
有害物質の無害化処理剤および無害
化処理方法

株式会社桜メディカル１

13 硫黄モルタル組成物 出光興産株式会社 48
ピッチ処理剤を使用した硫酸ピッチの
無害化処理方法

モンサンミッシェル株式会
社

14 原料等の横型回転加熱装置 國井　大藏 49 排煙浄化装置および焼却装置 株式会社環境開発

15 産業廃棄物の処理方法 西村　洋一 50
廃白土からのＡ型ゼオライトの製造方
法

旭電化工業株式会社

16 廃白土の処理方法及びその用途 水澤化学工業株式会社 51 人工ゼオライトの製造方法 太洋マシナリー株式会社

17 千枚岩を含有する成形体 水澤化学工業株式会社 52
ピッチ処理剤を使用した硫酸ピッチの
無害化再利用物処理装置

小室産業株式会社

18 粉状組成物とその応用 有限会社ナトー研究所 53 水分を含んだ廃棄物の処理装置 上山　陽基

19 白土含有脂肪酸組成物等の製造方法 旭電化工業株式会社 54 硫酸ピッチの処理方法 同和鉱業株式会社

20 硫酸ピッチの処理方法 株式会社　鈴鹿化成 55
放電エネルギによる物質の無残渣処
理方法およびその装置

長田　清志

21 土壌改質剤 水澤化学工業株式会社 56 硫酸ピッチからの純粋炭素抽出法 菅原　豊明

22
コンポスト組成物及びコンポスト活性化
剤

水澤化学工業株式会社 57
常温水硬性の処理材、処理材の活用
利用方法、処理材で改質処理されて
いる改質処理品ならびに処理材で…

株式会社ナトー研究所

23 白土含有脂肪酸金属塩の製造方法
アデカ・ファインケミカル株
式会社

58 硫酸ピッチの処理方法 同和鉱業株式会社

24 油分含有廃液の処理方法 株式会社ダイセキ 59
硫酸ピッチの流動化方法，処理方法
及び流動化装置

同和鉱業株式会社

25 セメント組成物 陽光産業株式会社 60 硫酸ピッチの処理方法 同和鉱業株式会社

26
廃棄物を用いたセメント焼成用補助燃
料組成物

近畿環境興産株式会社 61
廃塩基及び廃酸を原料とする砂状物
の製造方法及び装置

山岸　一夫

27
アーク放電による物質無残渣処理法
及び装置

武井　一平 62 バイオ燃料の製造方法 水澤化学工業株式会社

28
廃棄物を用いたチキソトロピー性を有
するセメント焼成用補助燃料組成物の
製造方法

近畿環境興産株式会社 63 廃油・廃酸系産業廃棄物の処理方法 菊池　章

29 硫酸ピッチの処理方法 南海化学工業株式会社 64
硫酸カルシウムおよび油分の混合物の
製造方法

公協産業株式会社

30
硫酸ピッチ、廃油等の中和剤及びその
粉末

株式会社環境開発 65 硫酸ピッチの処理方法 同和鉱業株式会社

31
アルカリ系硬化剤ならびに耐水・耐熱
性固化体とその用途

株式会社ナトー研究所 66
液体状または粘張状の廃油廃酸系産
業廃棄物の処理方法

三友プラントサービス株式
会社

32 有害物質除去加熱炉 株式会社環境開発 67 タンクスラッジの有効利用方法 住友大阪セメント株式会社

33
硫酸ピッチ処理方法及び砂混じり硫酸
ピッチの処理方法

塩澤　美樹 68 硫酸ピッチ中和処理装置 伝導工業株式会社

34
常温水硬性固化材ならびに多孔質の
耐水・耐熱性固化体

株式会社ナトー研究所 69 硫酸ピッチのオンサイト処理方法 株式会社コートク

35 被焼却物投入装置 山崎金属株式会社 以下２１点省略

硫酸ピッチ・廃白土の処理方法 　　　No.10077
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