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1 排ガスに含まれる水銀の除去方法 小名浜製錬株式会社 34
廃自動車シュレッダーダストから有価
物を回収する方法

有限会社鉱物解析研究所

2 シュレッダーダストの燃焼用炉 小名浜製錬株式会社 35
シュレッダーダストの燃料化方法及び
同方法によって製造された燃料の燃焼
方法

寿産業株式会社

3
金属精錬プロセスを利用した廃棄物の
処理方法および装置

新日本製鐵株式会社 36 ダスト処理方法 同和鉱業株式会社

4
シュレッダーダストの処理方法及びそ
の装置

小名浜製錬株式会社 37
シュレッダーダストの溶融処理方法お
よび装置

株式会社還元溶融技術研
究所

5
金属原料入り助燃材およびその製造
方法

伊藤鋼業株式会社 38 シュレッダーダスト選別方法 高橋　謙三

6 樹脂主体廃棄物の再資源化方法 新日本製鐵株式会社 39

リサイクル用シュレッダーダスト及びこ
のシュレッダーダストを用いて成る乳酸
系樹脂成形体、並びに、そのリサイク
ル方法

三菱樹脂株式会社

7 シュレッダーダストの分別方法 富士重工業株式会社 40 無機質固化体の製造方法 住友金属鉱山株式会社

8
連続多段式シュレッダーダスト処理装
置

張　涛 41 シュレッダーダストの処理方法
株式会社大紀アルミニウム
工業所

9
シュレッダダスト管理方法、シュレッダ
ダスト管理システム

松下電器産業株式会社 42 シュレッダーダストの処理方法 大同特殊鋼株式会社

10
乳酸系樹脂製品及びそのリサイクル方
法

三菱樹脂株式会社 43
廃被覆銅線の被覆材と銅線との分離
方法

株式会社カワタ

11 シュレッダーダストの処理方法
独立行政法人産業技術総
合研究所

44 溶融炉付着物の溶解除去装置 株式会社荏原製作所

12 カーシュレッダーダスト減容梱包装置 東急車輛製造株式会社 45 廃棄物処理装置 株式会社荏原製作所

13 シュレッダーダストの処理方法 新日本製鐵株式会社 46 廃棄物のガス化溶融装置 株式会社荏原製作所

14 シュレッダーダストの処理方法 新日本製鐵株式会社 47
金属複合プラスチック廃棄物の分離設
備における熱媒消費量削減方法

ＪＦＥスチール株式会社

15 製砂システム 株式会社クボタ 48 熱分解残渣の分離装置 新日本製鐵株式会社

16
ゴミ焼却物から溶融メタルを製造する
方法とその適用

三菱マテリアル株式会社 49 焼却灰の溶融処理方法 本田技研工業株式会社

17 シュレッダーダストの処理方法 ＪＦＥスチール株式会社 50
固体廃棄物中に含まれる重金属の分
離方法及びその分離回収システム。

新東工業株式会社

18
廃自動車シュレッダーダストのリサイク
ル方法及び設備

ＪＦＥエンジニアリング株式
会社

51 比重選別方法 三菱電機株式会社

19
加熱摩砕装置、加熱摩砕方法及び加
熱摩砕物

梶原　拓治 52
流動層式ガス化炉の操業方法及び流
動層式ガス化炉

日鉱環境株式会社

20 シュレッダーダストの溶融処理方法 新日本製鐵株式会社 53
廃棄物の炭化方法及び同方法によっ
て製造された炭化物の利用方法

寿産業株式会社

21
シュレッダーダストの分別方法及びそ
の装置

富士重工業株式会社 54 カーシュレッダーダストの処理方法 広島ガステクノ株式会社

22 製錬原料の処理方法 同和鉱業株式会社 55
エネルギーおよび有価金属回収システ
ム

株式会社大島造船所

23 シュレッダーダストの処理方法 本田技研工業株式会社 56
湿式選別法によるシュレッダーダストの
再資源化方法

大阪府

24
産業廃棄物シュレッダーダストの減容
固化する方法およびそのための設備

株式会社エコーテック 57 金属酸化物の処理方法
株式会社　メッツコーポレー
ション

25
自動車用アルミニウム展伸材のリサイク
ル方法及びプラント

住友軽金属工業株式会社 58
ＡＳＲ等塩ビを含む廃プラスチックを熱
源及び塩素源とする亜鉛含有廃棄物
の原料化方法

東邦亜鉛株式会社

26 乾式分離方法 岡山大学長 59 金属の回収方法 同和鉱業株式会社

27 複合廃棄物の再資源化方法 新日本製鐵株式会社 60 粗造粒物ロール圧潰装置 新日本製鐵株式会社

28
シュレッダーダストの処理方法および
装置

トヨタ自動車株式会社 61
１価銅電解採取プロセスにおける電解
液の浄液方法

独立行政法人産業技術総
合研究所

29 比重選別装置
株式会社大紀アルミニウム
工業所

62 複合廃棄物の再資源化方法 新日本製鐵株式会社

30 乾式分離方法及び分離装置 岡山大学長 63 カーシュレッダーダストの処理方法 広島ガステクノ株式会社

31
シュレッダーダスト静電選別装置及び
シュレッダーダスト静電選別方法

高橋　謙三 64
樹脂を主体とする廃棄物の再資源化
方法

新日本製鐵株式会社

32 比重選別方法 株式会社御池鐵工所 65 固体状廃棄物の処理方法 ミヨシ油脂株式会社

33
鉄系粗大廃棄物のリサイクル処理設備
及びリサイクル処理方法

ＪＦＥエンジニアリング株式
会社 以下２６点省略

シュレッダーダストのリサイクル方法　　　No.10225
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　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥31,185    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥31,185　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥47,250 ）


	案内

