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1 空容器潰し機 武井　美輝雄 36
廃棄物を原料とした資源ガス回収シス
テムおよび資源ガス回収方法

株式会社還元溶融技術研
究所

2 容器回収装置
富士電機リテイルシステム
ズ株式会社

37 容器処理装置 武蔵　大亮

3 容器回収装置
富士電機リテイルシステム
ズ株式会社

38 ペットボトルプレッサー 株式会社光熱学

4 空容器潰し機 武井　美輝雄 39 空容器回収装置 株式会社寺岡精工

5 圧縮減容機 日立建機株式会社 40 ペットボトル圧縮器具 進藤　昌継

6 空容器潰し機 武井　美輝雄 41 廃プラスチック減容ゴミ箱 米谷　俊彦

7 圧縮機 青山　幸正 42 ペットボトル用圧潰機構 三和産業株式会社

8 減容梱包装置 株式会社椿本チエイン 43 ペットボトル用孔明け圧潰ローター 三和産業株式会社

9 容器の潰し機 イワタ建設株式会社 44 ペットボトル潰し機 松間　▲隆▼根

10 圧縮減容梱包機 極東産機株式会社 45 容器クラッシャー フランシス・ヘンリー・リー

11 大気圧によるペットボトルの圧縮 伊地知　祥人 46 容器類のリサイクリング向け処理装置
プッシュ　アンド　ウィン　ア
クティエボラグ

12 空容器潰し機 武井　美輝雄 47
空の容器の圧縮のための装置並びに
該圧縮のための方法

ヘルマン　シュヴェリング

13 減容装置 株式会社スタイ・ラボ 48
プラスチック廃棄物減容装置及びこの
減容装置を備えた処理装置

株式会社サイエンスジャパ
ン

14
廃棄プラスチックの減容方法およびそ
の装置

株式会社ヴィクトリー 49 家庭用空き容器圧潰器具 梅野　薫

15 ペットボトル等の減容処理装置 瑞穂テック有限会社 50 ボトルキャップ殺菌装置 三菱重工業株式会社

16 空容器の圧縮処理装置
株式会社アルナコーポレー
ション

51 廃プラスチック減容梱包装置 油研工業株式会社

17 空容器減容回収機
株式会社アルナコーポレー
ション

52 空容器回収装置 株式会社寺岡精工

18 プラスチック廃棄物の固化処理装置 パワーシステム株式会社 53 減容処理装置 株式会社ユニックス

19 回収車搭載用ペットボトル圧潰装置 三和産業株式会社 54 空容器回収装置 株式会社寺岡精工

20 空き容器回収装置
富士電機リテイルシステム
ズ株式会社

55 押し潰し装置 株式会社ユニックス

21 容器回収装置
富士電機リテイルシステム
ズ株式会社

56 空容器処理装置 コスモパワー株式会社

22 減容処理装置 株式会社ユニックス 57 容器圧縮装置 クリナップ株式会社

23 減容装置および減容方法 株式会社スタイ・ラボ 58 容器圧縮装置 クリナップ株式会社

24 空き容器回収装置
富士電機リテイルシステム
ズ株式会社

59 空き缶、空きボトル圧縮機 山本　明士

25 廃棄物減容梱包装置
株式会社ササキコーポレー
ション

60 缶又はットボトルつぶし装置 中野　正圓

26 プラスチック容器の減容化法 佐藤　薫 61
ペットボトル用圧潰装置及びその孔明
け兼用圧潰ローラ

三和産業株式会社

27 プラスチック容器分割圧縮装置 浮津　弘康 62 圧縮梱包装置 株式会社スギヤス

28
空の合成樹脂容器をプレスする方法と
その方法を実施するプレス

フェライン・ピーアールエス・
ペット－リサイクリング・シュ
ヴァイツ

63
飲料用アルミ缶・スチール缶・ペットボト
ル自動選別小型減容機

株式会社富功

29
厨房システムと食材、廃物の処理方
法、装置

大和測量設計株式会社 64 容器の減容処理装置 金子農機株式会社

30
プレス式ゴミ収集車に於けるペットボト
ル用逆戻り防止装置

株式会社春江 65 ペットボトル潰し機 松間　▲隆▼根

31 簡易プレス選別機 福田　孝雄 66 樹脂容器回収装置 コスモパワー株式会社

32 廃プラスチック容器梱包装置 油研工業株式会社 67
飲料用アルミ缶・スチール缶・ペットボト
ル自動選別小型減容機

株式会社富功

33 空容器減容回収機
株式会社アルナコーポレー
ション

68
飲料容器用小型圧縮破砕分別処理装
置

加賀沢　優一

34 ペットボトルもしくは空き缶類圧潰装置 株式会社フタバ 69 ペットボトル減容装置 株式会社愛邦

35 プラスチック減容回収方法 梅本　雅夫 以上69点収録
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