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畜糞焼却装置の構造
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］平成１０年～平成１９年（１０年間） ９９点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥３１，５００－ ￥３０，０００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥３１，５００－ ￥３０，０００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥４７，２５０－ ￥４５，０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,10266 公開特許 木質ペレット用ストーブの構造 平.15-19 79点 ￥27,700
No,9854 〃 廃油燃焼装置の構造 平.13-16 84点 ￥25,400
No,9233 〃 〃 平.5-12 75点 ￥23,300
No,9853 〃 廃タイヤ用焼却炉の構造と装置 平.13-16 84点 ￥25,400
No,9232 〃 〃 平.6-12 68点 ￥19,700
No,7733 〃 〃 平.1-5 71点 ￥21,700
No,9231 〃 消煙装置付小型焼却炉の構造と装置 平.6-12 72点 ￥25,100
No,7675 〃 〃 昭.59-平.5 76点 ￥22,100
No,9234 〃 病院用焼却炉の構造と装置 平.6-12 91点 ￥20,700
No,7669 〃 〃 平.1-5 67点 ￥21,700
No,8010 〃 小型焼却炉の構造と装置 平.5-7 165点 ￥47,600
No,7612 〃 〃 平.2-4 72点 ￥19,700
No,9818(B) 〃 ゴミの燃料化方法と装置 平.14-16 100点 ￥30,000
No, 〃 (A) 〃 〃 平.11-13 100点 ￥30,000
No,8684 〃 〃 平.8-10 84点 ￥25,000
No,8571 〃 スクラップ原料の脱油方法 平.5-9 64点 ￥23,300
No,10218 〃 廃ペットボトルの洗浄装置 平.14-19 86点 ￥28,700
No,10217 〃 ペットボトルの減容機の構造 平.17-19 69点 ￥25,600
No,10216 〃 ペットボトルの選別機の構造 平.17-19 59点 ￥21,700
No,10215 〃 ペットボトルの破砕機の構造 平.17-19 65点 ￥23,300

*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。
２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

お 申 込 書

会 社 名 ご 注 文 内 容
ﾆｭｰｽｶﾞｲﾄﾞNo，

CD-ROM版・Ｂ５製本版・一括購入
題 名

所 属 部 署

合計 ￥

担 当 者 名 E-mail

℡ （ ） FAx （ ）

住所 〒

※料金には別途送料・消費税がかかります。

http://www.itdc-patent.com/


1 屎尿処理装置の加熱機構
株式会社レンタルのニッケ
ン

34 誘導加熱焼却システム 原田　一彦

2 廃棄物焚循環流動層燃焼炉 三菱重工業株式会社 35
有機性廃棄物処理システムとリサイク
ルシステム

株式会社　エーワン

3 汚泥の焼結処理装置 玉置　良吉 36
微生物組成物および該組成物を用い
た有機廃棄物の分解方法

キヨモトバイオ株式会社

4 焼却炉 有限会社オイル・リサイクル 37 畜糞処理方法及びその畜糞処理装置 有限会社テクノオークラ

5 焼却装置 日本鋼管株式会社 38
過熱蒸気製造方法、及び過熱蒸気製
造装置

日本鋼管株式会社

6 焼却装置及び焼却方法 南方　詔雄 39
汚泥等有機系廃棄物を原料とする多
品種資源化製品の製造方法とそのシ
ステム

三菱重工業株式会社

7 家畜ふん尿処理システム
畜産環境保全技術研究組
合

40
脱臭方法及び脱臭装置並びに畜糞処
理システム

石川島播磨重工業株式会
社

8 有機廃棄物の焼却方法 株式会社大川原製作所 41
有機性廃棄物を含む廃棄物の処理装
置及び処理方法

株式会社タクマ

9
廃棄物混合固形燃料及び廃棄物の焼
却処理方法

トヨタ自動車株式会社 42
廃棄物処理装置および廃棄物処理方
法

三井造船株式会社

10
家畜糞尿焼却煙の脱臭・脱色処理方
法及び装置

亀井　三郎 43
家畜糞尿処理装置及びチャー回収シ
ステム

三井造船株式会社

11 回転式焼却機 トヨタ自動車株式会社 44
消化ガスによる発電その他の駆動方法
及びそのシステム

三菱重工業株式会社

12 燃焼装置 三州産業株式会社 45
ロータリーキルン式焼却装置及び粉粒
廃棄物の焼却方法

神鋼パンテツク株式会社

13
旋回燃焼炉及び燃焼廃熱回収システ
ム

大阪府 46
家畜糞処理システム装置及び家畜糞
選別装置

東京窯業株式会社

14 積層型加熱処理装置 東京窯業株式会社 47 有機性廃棄物の処理方法 中外炉工業株式会社

15
鶏糞の焼却方法とこの方法に使用する
焼却装置

株式会社ユーエスエス 48 粒状物の焼却装置 パーキテック株式会社

16 積層型加熱処理装置 東京窯業株式会社 49 鶏糞焼却装置 パーキテック株式会社

17 生物残渣の処理装置 有限会社丸平総業 50 廃棄物焼却装置
株式会社環境保全寿製作
所

18
燃焼廃熱回収システムにおける集塵装
置の除煤構造

大阪府 51
有機リン系化合物を主体とする廃棄物
の燃焼方法およびその装置

日立造船株式会社

19 蓄糞等の燃焼装置及び燃焼方法 堀江　孝一 52 有機性廃棄物燃料混合供給方法 東京電力株式会社

20
有機物質を燃焼させるための装置及
び方法

キンバリン，ジョン 53
有機性廃棄物を原料とする堆肥製造
方法及びシステム

三菱重工業株式会社

21 多機能処理装置 前島　文夫 54
悪臭成分含有低発熱量廃棄物の乾燥
焼却方法及びその装置

パーキテック株式会社

22 加熱炉 森口　桂 55 粘性有機質廃物の処理方法 森口　哲次

23
連続処理型の加熱炉及びこれを用い
た炭化方法

株式会社オールマイティー 56
有機質固形廃棄物の処理方法及び処
理装置

森口　哲次

24 廃棄物焼却装置 安斉　信彦 57 臭気ガス処理方法及び装置
石川島播磨重工業株式会
社

25 有機物の分解消臭処理装置
株式会社エコロジージャパ
ン

58
悪臭成分含有、低発熱量廃棄物の乾
燥焼却、熱回収方法及びその装置

パーキテック株式会社

26 有機廃棄物高速処理方法 キヨモトバイオ株式会社 59
焼却灰の回収方法および焼却排ガス
処理システム

バブコック日立株式会社

27
有機性廃棄物からの炭化カリ等肥料の
製造方法

株式会社プランテック 60 廃棄物処理設備及び蒸気タービン
ＪＦＥエンジニアリング株式
会社

28
有機系廃棄物並びに下水汚泥若しく
は畜糞又は下水汚泥及び畜糞の処理
方法

清本鐵工株式会社 61 廃棄物処理システム、廃棄物処理方法 三菱重工業株式会社

29
有機性廃棄物からの炭化生成物の製
造方法

株式会社プランテック 62
鶏糞など生物系廃棄物の連続燃焼式
小型炉装置

清水　浩

30 有機性廃棄物の焼却方法 株式会社タクマ 63 焼却炉 オーエスサービス株式会社

31 家畜排泄物処理装置
エイチピー・ドームジャパン
株式会社

64 畜糞乾燥焼却装置 坪井　條一郎

32
無機化した有機性廃棄物と人工ゼオラ
イトによる再資源化方法

株式会社プランテック 65 堆肥化処理方法及び装置 日本政策投資銀行

33
鶏糞の熱分解処理方法とその残渣を
使用した特殊肥料と土壌改良材

東京窯業株式会社 以下３４点省略

畜糞焼却装置の構造　　　No.10266

[公開編]　　平成10年～平成19年（10年間）　　　99点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥31,500    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥31,500 　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥47,250　）
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