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1
鳥獣類の糞の乾燥用トンネルに使用
することができる改良された糞支持用
枠組

テクノ　イムピアンティ　アビ
コリ　ソシエタ　ア　レスポン
サビリタ　リミタータ

36
有機物高速乾燥処理機および有機物
高速燃焼処理機

有限会社タテヤマ

2 含水有機物の乾燥方法 篠原精機株式会社 37 畜糞乾燥肥料製造装置 株式会社大建

3
有機性廃棄物の高速真空乾燥発酵方
法

株式会社シーラックコーポ
レーション

38 有機廃棄物処理装置 株式会社イー・エス・アイ

4 鶏糞乾燥装置 東洋システム株式会社 39
有機廃棄物処理装置および有機廃棄
物の処理方法

株式会社イー・エス・アイ

5 脱水機 山川　清安 40
家畜糞尿等の廃棄物を肥料にする装
置

株式会社オットー

6 腐敗性有機物の処理方法及び装置 小池　良平 41 鶏糞乾燥用ダクト 三菱樹脂株式会社

7 家畜ふん尿処理システム
畜産環境保全技術研究組
合

42
有機廃棄物処理設備及びコンポスト化
方法

株式会社イー・エス・アイ

8 鶏糞乾燥装置 東洋システム株式会社 43
鶏糞の乾燥処理法とその処理物質の
再利用法

坪井　條一郎

9 脱水・乾燥装置 株式会社　ビーエス 44 乾燥装置 株式会社サンベック

10
乾燥設備における製品発火防止機構
並びに製品発火防止方法

株式会社大川原製作所 45 有機廃棄物処理装置および処理方法 株式会社イー・エス・アイ

11 多板型乾燥機 株式会社西村鐵工所 46
有機性廃棄物を含む廃棄物の燃焼処
理方法

株式会社タクマ

12
畜産糞尿及び食品加工汚泥の処理方
法及び装置

桜庭　司 47 有機物乾燥装置 株式会社エコファーム

13 廃棄物の脱水処理方法 中園　修三 48 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

14 鶏糞乾燥装置への鶏糞均等供給装置 東洋システム株式会社 49 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

15 真空乾燥装置 圓川　隆 50 有機物連続乾燥機 株式会社創友環境開発

16 湿潤廃棄物の乾燥処理方法及び装置 川崎重工業株式会社 51
厩舎の敷材の乾燥、殺菌および脱臭
装置

有限会社アオイ商事

17
過熱水蒸気乾燥機および過熱水蒸気
乾燥方法および乾燥棚への被乾燥物
の出し入れ方法

株式会社食品機械開発 52 有機廃棄物処理システム 石井工業株式会社

18 真空乾燥装置 株式会社アタック 53
水分高含有廃棄有機物用乾燥装置、
脱臭装置付き高含有廃棄有機物用乾
燥装置

株式会社　本山商事

19
液状廃棄物または高含水率廃棄物の
処理方法および該方法により得られた
乾燥資源ならびにその処理システム

荒井　安彦 54 有機廃棄物連続乾燥装置 株式会社創友環境開発

20
湿潤廃棄物の混合・乾燥方法及び装
置

川崎重工業株式会社 55
撹拌乾燥機及び同乾燥機を備えた乾
燥システム

株式会社大一テクノ

21 家畜糞尿の処理方法 三菱重工業株式会社 56
家畜糞尿の乾燥・発酵・炭化による再
利用システムとコンポスト、乾燥肥料、
炭化肥料、炭化製品の製造方法。

伊藤　勝弘

22 加熱乾燥装置
畜産環境保全技術研究組
合

57
畜糞を原料とする乾燥肥料の製造設
備

株式会社大建

23 なま牛糞乾燥装置 武山　精喜 58 過熱蒸気を用いた熱処理設備 株式会社エス・ティ・エム

24 蒸発缶および乾燥装置 壽鉄工株式会社 59
畜産副生物の処理システムおよび処
理残渣からなる陶器質材料

株式会社大島造船所

25 乾燥機 株式会社大氣社 60
過熱蒸気を用いた多重効用的乾燥方
法

株式会社食品機械開発

26 加熱乾燥装置 日本鋼管工事株式会社 61 有機性廃棄物の処理装置 住友重機械工業株式会社

27 家畜糞発酵乾燥処理方法と装置 港商事株式会社 62
有機質物のリサイクル資源化法と、有
機質物のリサイクル資源化処理装置。

エヌアールイーハピネス株
式会社

28
汚泥の水分率の測定方法およびその
装置

高浜工業株式会社 63 熱風供給装置 水田　博臣

29 真空及び減圧乾燥システム
株式会社永石エンジニアリ
ング

64 畜糞乾燥装置 水田　博臣

30 乾燥機 クマクラ工業株式会社 65 堆肥化乾燥装置及び堆肥化乾燥方法 日本車輌製造株式会社

31
含水廃棄物用のスクリューコンベア式
乾燥装置

株式会社リヴェール 66 畜糞供給装置 水田　博臣

32 鶏糞風乾装置 東洋システム株式会社

33 液状汚泥などの乾燥装置
株式会社環境資源エンジ
ニアリング

34 廃棄物乾燥設備の運転方法 日本碍子株式会社

35 被処理物再生装置 赤澤　明 以下３３点省略
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