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1
使用済み合成樹脂の再生装置および
その方法

日本アイリッヒ株式会社 37 フィルム剥離装置 合資会社戸部商事

2 ＰＥＴボトルキャップ除去装置及び方法
ＪＦＥプラント＆サービス株式
会社

38 破袋機 有限会社福田鉄工

3
再生ＰＥＴを用いた熱可塑性樹脂組成
物

岸本産業株式会社 39 瓶切断装置 有限会社三南合金工業所

4 粉砕車
有限会社　共栄資源管理セ
ンター小郡

40 家庭用缶類処理機 福田　孝雄

5 廃プラスチックの熱処理装置 ＪＦＥスチール株式会社 41 プラスチックボトル破砕機 伝導工業株式会社

6 中身入容器分離処理装置 株式会社キンキ 42 ボトル容器の切断具
大日本インキ化学工業株式
会社

7
切断装置及び液体入り容器の処理シ
ステム

日鉱環境株式会社 43 破砕機用投入装置 株式会社アーダ

8 粉砕装置 松下電器産業株式会社 44
樹脂廃材の再利用方法および再利用
樹脂製品

三甲株式会社

9 プラスチックボトルのネックカッター 有限会社那須精工 45 破砕装置 新明和工業株式会社

10 固形燃料の製造方法及び固形燃料 株式会社関商店 46
廃棄物の炭化物と繊維含有バイオマ
ス・プラスチックの混合燃料の製造方
法及び装置

石川島播磨重工業株式会
社

11
プラスチック燃料製造装置とプラスチッ
ク燃料製造方法

豊臣　英延 47
廃棄物、木材等の材料を粉砕するため
の装置

メッツォ・リンデマン・ゲゼル
シャフト・ミット・ベシュレンク
テル・ハフツング

12
熱可塑性合成樹脂のリサイクル造粒方
法及びリサイクル造粒装置

株式会社松井製作所 48 ペットボトル破片粉砕機 竹内　利雄

13 ペットボトル切断装置 有限会社　日東工業 49 固形燃料の製造方法及び装置
石川島播磨重工業株式会
社

14
破砕機の異常検出方法及びその異常
検出装置

株式会社クボタ 50 有機物を使用した発酵菌培養設備 株式会社御池鐵工所

15
破砕機の運転制御方法及びその運転
制御装置

株式会社クボタ 51 ペットボトル破砕処理装置用ホッパー 竹内　利雄

16 廃材破砕装置 岡野興産株式会社 52 破砕装置 新明和工業株式会社

17 有機物を使用した発酵菌培養プラント 株式会社御池鐵工所 53 廃プラスチック洗浄装置 ハツミ産業株式会社

18 ペットボトル専用小型破砕機 菊池　章夫 54 破袋装置 住友重機械工業株式会社

19 プラスチック袋類の破袋処理装置 株式会社物井工機 55 ペットボトル収集運搬システム 株式会社シートン

20 プラスチック容器類の分離装置 株式会社第一鈑金 56
ペットボトル巻き込み用羽根の補助に
より、円盤状の小径回転刃物でペット
ボトルを巻き込みながら帯状に裁断…

折谷　充信

21
不飽和ポリエステル樹脂廃棄物の再利
用法

和歌山県 57 熱可塑性材料の処理装置 萩原工業株式会社

22 破砕装置の排出スクリーン ＪＦＥスチール株式会社 58 破砕機用投入装置 株式会社アーダ

23 破集袋機 日青鋼業株式会社 59 複合樹脂廃材の粉体化方法及び装置 リファインバース株式会社

24 廃プラスチック処理方法 株式会社カワタ 60 ペットボトル破片洗浄分別装置 竹内　利雄

25
廃プラスチックを用いたコークスの製造
方法

ＪＦＥスチール株式会社 61 複合二軸破砕機 新日本溶業株式会社

26 プラスチック容器を処理する方法
テクニク　デュ　バチメ　エ
ド　リンデュストリ

62 破砕機 株式会社大橋

27 プラスチックボトル切断分別装置 油研工業株式会社 63 空の容器を破砕するための装置 ヘルマン　シュヴェリング

28 破砕装置 株式会社クボタ 64
共押出工法を活用した透明チップを含
む人造大理石及びその製造方法

エルジー・ケム・リミテッド

29 廃棄プラスチックの成形方法 新日本製鐵株式会社 65 積層成形物のリサイクル方法 株式会社クレハ

30 破袋機とその駆動方法
大阪エヌ・イー・ディー・マシ
ナリー株式会社

31 廃棄物処理設備 株式会社ダイコー

32 ボトル切断装置 株式会社オリタニ

33
化学原料用廃棄プラスチック粒状化物
の成形方法

新日本製鐵株式会社

34 原材シートの加工装置 東洋製罐株式会社

35
２軸延伸ポリエステルフィルムの再生加
工方法及びその設備

石川金属工業株式会社

36 粉砕機 ウエノテックス株式会社

以上６５点収録
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