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1 ダイオキシン類の吸着除去剤 栗田工業株式会社 32
ダイオキシン類の吸着材及び吸着方
法

栗田工業株式会社

2 焼却設備の排ガス処理剤 鐘淵化学工業株式会社 33 排ガス及び飛灰の処理方法 鐘淵化学工業株式会社

3
ダイオキシン類化合物含有廃水処理
方法およびダイオキシン類化合物吸着
剤

三菱マテリアル株式会社 34 焼却炉煙道吹込剤及び排ガス処理法 鐘淵化学工業株式会社

4 焼却設備の排ガス処理剤 鐘淵化学工業株式会社 35 燃焼排ガスの処理薬剤及び処理方法 栗田工業株式会社

5 焼却設備の排ガス処理剤 鐘淵化学工業株式会社 36
人工ゼオライトによるダイオキシンを主
とした環境ホルモンなど有害化学物質
の吸着除去および分解の方法

逸見　彰男

6
ダイオキシン類の生成防止方法及び
生成防止材

栗田工業株式会社 37 ダイオキシン類除去剤 株式会社神戸製鋼所

7 ダイオキシン類の放出防止材 栗田工業株式会社 38
ダイオキシン類除去剤及びその製造
方法

株式会社神戸製鋼所

8
焼却炉煙道吹込剤および排ガス処理
方法

鐘淵化学工業株式会社 39 有害物質処理剤 大地建設株式会社

9 プラスチック材の脱塩素処理方法 株式会社明電舎 40
ダイオキシン除去材、ダイオキシン除
去方法、及び、ダイオキシン除去材の
再生方法

株式会社タクマ

10
有害重金属を不溶化した焼却灰のセメ
ント系固化材または水硬性材料

株式会社テクノジャパン 41 ダイオキシン吸着剤評価方法 株式会社タクマ

11 殻付き脱塩素剤 株式会社明電舎 42
有機有害物質の除去剤としての特定
溶剤，及び該剤を使って有機有害物
質の除去方法とその装置。

赤江　勇高

12
人工骨材・軽量骨材等として用いる吸
着酸化触媒材及びその製造方法

株式会社ボーゲンファイル 43
有機ハロゲン化合物除去剤および該
除去剤を用いた排ガスの処理方法

株式会社神戸製鋼所

13
焼却炉煙道吹込剤および排ガス処理
法

鐘淵化学工業株式会社 44
有害化合物分解剤、汚染材料の処理
方法、及び汚染材料の処理装置

橘　燦郎

14 ダイオキシン除去剤 鹿島北共同発電株式会社 45
プラスチック製品の補助添加剤及びそ
の製造方法

好川　巌

15
ダイオキシン類および酸性物質を含む
排ガスの処理剤

吉澤石灰工業株式会社 46
耐火性吸着材および排ガス中の有害
成分の除去方法

旭硝子株式会社

16 有害成分処理剤 株式会社明電舎 47 有害化学物質除去剤 株式会社コスモエース

17
使用済排ガス処理剤を含む焼却飛灰
の処理方法

三菱マテリアル株式会社 48
ダイオキシン類による汚染物の改良剤
およびその用途

前田　信秀

18 排ガス処理剤およびその製造方法 吉澤石灰工業株式会社 49
ダイオキシン類の分解処理剤及び分
解処理方法

三浦工業株式会社

19
ダイオキシンおよび有毒ガスの中和材
とその製造方法

ナカドイ理研株式会社 50
有機ハロゲン化合物の分解除去方法
と材料

株式会社化研

20
自然環境・対人・動植物への有害物質
除去剤とその　製造法

阪田　重信 51 高温ガスの処理剤および処理方法 三菱化学株式会社

21
不飽和ポリエステル樹脂廃材からの活
性炭の製造方法

株式会社栗本鐵工所 52
機能性複合セラミックスおよびその製
造方法、並びにこれを用いてなる複合
材料

前田　信秀

22 低濃度有機塩素化合物吸着材 ユニチカ株式会社 53
ダイオキシン類の吸着剤及びその吸着
除去方法

三浦工業株式会社

23
ダイオキシン類無害化除去剤およびそ
の使用方法

イオンケミカルインダストリー
株式会社

54
芳香族塩素化合物の削減方法及び処
理剤

信越化学工業株式会社

24
都市ごみ焼却炉における脱塩方法お
よび脱塩剤

日立造船株式会社 55
ダイオキシン類の生成防止剤及び生
成防止方法

栗田工業株式会社

25
焼却設備の排ガス処理剤および処理
方法

鐘淵化学工業株式会社 56
ダイオキシン類生成抑制剤及びその
使用

株式会社巴川製紙所

26
固体状廃棄物処理剤及び固体状廃棄
物の処理方法

ミヨシ油脂株式会社 57
ダイオキシン類の処理剤及び処理方
法

住友金属鉱山株式会社

27
ダイオキシン抑制又は除去剤、及びそ
れを使用する廃棄物焼却方法

三上　八州家 58
ダイオキシン類の放出防止剤及び放
出防止方法

栗田工業株式会社

28
廃棄物処理法、廃棄物処理剤、および
廃棄物固定化燃料

三菱マテリアル株式会社 59
ダイオキシン類の低減剤及びそれを用
いるダイオキン類の低減方法

株式会社　山有

29
ダイオキシン発生抑制剤およびその使
用方法

前田　信秀 60
ダイオキシン類の分解方法及び分解
剤

栗田工業株式会社

30
ダイオキシン含有の可能性のある材料
の無公害化処理法

株式会社テラボンド 61
ダイオキシン減少方法及びダイオキシ
ン処理剤

奈良炭化工業株式会社

31 被覆層付き脱塩素剤とその製造方法 株式会社明電舎 以下３９点省略
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