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No,8485 〃 〃 平.5-9 71点 ￥27,700
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No,10073 公開特許 廃プリント基板からの有価物回収方法 平.15-18 81点 ￥24,900
No,9527 〃 〃 平.10-14 103点 ￥23,900
No,8501 〃 〃 平.5-9 61点 ￥23,300
No,10062 〃 マグネシウム合金の回収方法 平.15-18 77点 ￥23,700
No,9478 〃 〃 平.5-14 69点 ￥16,400
No,10090 〃 メッキ廃液より貴金属の回収方法 平.10-18 76点 ￥25,800
No,8555 〃 〃 平.5-9 61点 ￥23,300
No,8481 〃 廃電池より有効金属の回収方法 平.5-9 60点 ￥23,000
No,9141 公告特許 〃 昭.61-平.12 60点 ￥23,100
No,8506 公開特許 エッチング廃液より有効金属の回収法 平.5-9 79点 ￥30,300
No,9414 〃 廃モーターの処理・再利用方法 平.4-13 69点 ￥17,000
No,9415 〃 廃冷蔵庫の処理・再利用方法 平.4-13 81点 ￥19,700
No,9528 〃 廃テレビの処理・リサイクル方法 平.5-14 94点 ￥21,700
No,9528 〃 ＯＡ機器リサイクル・システム 平.5-14 98点 ￥24,500
No,8505 〃 廃触媒より有効金属の回収方法 平.5-9 78点 ￥30,000
No,9142 公告特許 〃 昭.61-平.12 72点 ￥27,600
No,10063 公開特許 スクラップより銅の回収方法 平.14-18 74点 ￥23,700
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1
インジウム含有塩化第二鉄エッチンク
廃液からのインジウムの除去方法およ
び回収方法

東亞合成株式会社 33
酸化インジウム－酸化錫粉末及びそれ
を用いたスパッタリングターゲット並び
に酸化インジウム－酸化錫粉・・・

三井金属鉱業株式会社

2
窒化物半導体レーザ素子、その製造
方法及びそれを備えた半導体光学装
置

シャープ株式会社 34 インジウムの回収方法 三菱マテリアル株式会社

3 金属の不純物低減方法 同和鉱業株式会社 35 インジウム回収方法とその用途 三菱マテリアル株式会社

4
連続抽出装置及びそれを用いた金属
の抽出方法

アサヒプリテック株式会社 36 金属酸化物微粒子粉末の製造方法
独立行政法人産業技術総
合研究所

5
酸化インジウム中に錫が固溶したＩＴＯ
粉末の製造方法及びＩＴＯターゲットの
製造方法

株式会社日鉱マテリアルズ 37 インジウム回収方法
ＤＯＷＡホールディングス株
式会社

6 ターゲット材の再生方法 三井金属鉱業株式会社 38
ブラスト粒子からインジウムを回収する
方法

三菱マテリアル株式会社

7
再生ターゲット材およびターゲット材の
再生方法

三井金属鉱業株式会社 39
ブラスト粒子からインジウムを回収する
方法

三菱マテリアル株式会社

8 高純度インジウム 同和鉱業株式会社 40
水酸化インジウム又はインジウムの回
収方法

日鉱金属株式会社

9
高純度金属インジウムとその製造方法
および用途

三菱マテリアル株式会社 41
インジウム含有物からのインジウム硫化
方法、及びインジウム回収方法

ＤＯＷＡホールディングス株
式会社

10
接合された構成材からパーツを分離回
収する方法及び分離容易な継ぎ手構
造

独立行政法人物質・材料研
究機構

42
液晶パネルの処理方法および処理装
置

シャープ株式会社

11
電解採取による金属インジウムの回収
方法

新興化学工業株式会社 43 インジウムの回収方法
ＤＯＷＡホールディングス株
式会社

12 インジウムの回収方法 三井金属鉱業株式会社 44
インジウムの回収方法と回収したインジ
ウム

三菱マテリアル株式会社

13 有価金属のリサイクルシステム 日立造船株式会社 45 複合還元剤 株式会社リコー

14 ＩＺＯ膜のウエットエッチング方法 東亞合成株式会社 46 インジウムの回収方法
ＤＯＷＡホールディングス株
式会社

15 インジウムの回収方法 同和鉱業株式会社 47 再利用ブラスト粉の製造方法 シャープ株式会社

16 スクラップからのＩｎとＳｎの分離法 日鉱金属株式会社 48
透明導電膜が加工された廃材の再資
源化方法、およびそれにより得られる
金属、金属化合物、基材、ならび・・・

シャープ株式会社

17
廃棄物のリサイクル方法及びそのリサ
イクル装置

三菱マテリアル株式会社 49 インジウム回収方法
ＤＯＷＡホールディングス株
式会社

18 亜鉛浸出残渣等の処理方法 同和鉱業株式会社 50
インジウムの回収方法及びインジウム
溶出装置

株式会社アクアテック

19 ＩｎＰスクラップからのＩｎ回収方法 三菱マテリアル株式会社 51 インジウムの回収方法とその装置
株式会社神鋼環境ソリュー
ション

20
スズ製錬等を利用したインジウムの回
収方法

三菱マテリアル株式会社 52 砒素含有物の処理方法
ＤＯＷＡホールディングス株
式会社

21
酸化Ｉｎ系スクラップ粉からブラスト粉を
分離する粉末濃縮方法

三井金属鉱業株式会社 53 砒素含有物質の処理方法
ＤＯＷＡホールディングス株
式会社

22
合わせガラス用中間膜から無機粒子を
回収する方法

積水化学工業株式会社 54
シアン生成及び分解細菌を用いた低
環境負荷型金属回収方法

国立大学法人大阪大学

23 インジウムの回収方法 同和鉱業株式会社 55
インジウムおよび／または錫を含有す
る塩化鉄溶液の再生処理方法および
再生処理装置

シャープ株式会社

24 インジウムの回収方法 同和鉱業株式会社 56
酸化インジウム一酸化錫粉末及びそれ
を用いたスパッタリングターゲット

三井金属鉱業株式会社

25 インジウム含有メタルの製造方法 三井金属鉱業株式会社 57 微粒子の製造方法及び製造装置 三井金属鉱業株式会社

26
インジウム溶出装置及びインジウム溶
出方法

株式会社栄興業 58
シュウ酸エッチング廃液からのインジウ
ム成分の回収方法

出光興産株式会社

27 インジウム含有メタルの製造方法 三井金属鉱業株式会社 59
ガリウム、インジウムを含有する化合物
の処理方法

ＤＯＷＡホールディングス株
式会社

28 亜鉛浸出残渣の湿式処理方法 同和鉱業株式会社 60 インジウムの回収方法 三菱マテリアル株式会社

29 高純度インジウム 同和鉱業株式会社 61 インジウムの回収方法 三菱マテリアル株式会社

30 金属回収方法 同和鉱業株式会社 62 液晶パネルの処理方法 シャープ株式会社

31 インジウム・スズ含有メタルの製造方法 三井串木野鉱山株式会社 63 液晶パネルの処理方法 シャープ株式会社

32 被着体の剥離方法 積水化学工業株式会社 以下26点省略
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