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既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内
No,7675 公開特許 消煙装置付小型焼却炉の構造 昭.59-5 76点 ￥25,100
No,7669 〃 病院用焼却炉の構造と装置 平.1-5 67点 ￥20,700
No,7733 〃 廃タイヤ用焼却炉の構造と装置 平.1-5 71点 ￥21,700
No,8010 〃 小型ゴミ焼却炉の構造と装置 平.5-7 165点 ￥47,600
No,7612 〃 〃 平.2-4 72点 ￥19,700
No,7668 公告特許 〃 昭.59-5 52点 ￥19,700
No,9151 公開特許 汚染土壌の水洗・浄化方法と装置 平.8-12 72点 ￥31,800
No,9149 〃 微生物による汚染土壌の浄化法 平.10-12 102点 ￥45,900
No,8488 〃 〃 平.7-9 88点 ￥39,600
No,8465 〃 ダイオキシンの発生防止方法と装置 平.7-9 53点 ￥23,300
No,8664 〃 ゴミ焼却灰より有価金属の回収方法 平.5-10 57点 ￥24,800
No,8684 〃 ゴミの燃料化方法と装置 平.8-10 64点 ￥25,000
No,9068 〃 セレンの除去・回収処理方法 平.10-12 67点 ￥26,500
No,8806 〃 石灰系排ガス処理剤と処理方法 平.5-11 98点 ￥40,000
No,8571 〃 スクラップ原料の脱油方法 平.5-9 64点 ￥23,300
No,8572 〃 廃棄物より鉛の回収方法 平.5-9 57点 ￥21,300
No,9230 〃 ゴミ焼却灰処理剤の組成 平.8-12 72点 ￥25,400
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1 廃液焼却装置 藤井　張生 35 噴射可能廃油焼却システムと噴射不
能廃油焼却システム

吉田　稔夫

2 廃油の燃焼方法 高橋　栄三郎 36 廃油混合型液体燃料燃焼用ノズル及
び燃焼方法

三菱石油株式会社

37 廃油混合型液体燃料燃焼用ノズル及
び燃焼方法

三菱石油株式会社

3 廃油脂類の焼却炉 株式会社村田機工 38 廃油燃焼装置 東芝セラミックス株式会社

4 霧化式石油バーナ
株式会社クリエイト　イシカ
ワ 39 加圧燃焼装置 吉田　稔夫

5 廃油バーナー 中山　昌典 40 排煙の二次焼却方法及び装置 有限会社日本環境技研

41 廃油燃焼処理システムにおける廃油搬
送方法

三菱マテリアル株式会社

6 廃油燃焼処理装置
株式会社クリエイト　イシカ
ワ 42 廃油燃焼用バーナ 三菱マテリアル株式会社

7 廃油燃焼装置 田村　哲人 43 廃油燃焼ストーブ 協同組合アクティブ舞鶴

8 ボイラー装置 藤村　金八 44 廃油ストーブ 不動工業株式会社

9 ＰＣＢ廃油燃焼処理方法 田村　哲人 45 ＬＬＣ燃焼処理方法とその装置 安全自動車株式会社

10 廃油燃焼装置における高温加熱空気
供給装置

田村　哲人

11 廃油燃焼装置 株式会社サムソン 46 ＰＣＢの燃焼処理方法及び燃焼処理装
置

八巻　信行

12 廃油処理無煙ストーブ 有限会社関車輛工業 47 廃油無煙ストーブ 葛西　喜代司

13 廃油無煙ストーブ 葛西　喜代司 48 動植物油燃焼方法及び動植物油燃焼
装置

山一金属株式会社

14 生ゴミ焼却炉 株式会社テラダ 49 燃焼炉 株式会社タステム

15 廃油等燃料燃焼用霧化式バーナ
株式会社クリエイト　イシカ
ワ 50 廃液処理装置及び廃液焼却装置 株式会社リコー

51 産業廃棄物の揺動キルン式焼却炉 日鉱金属株式会社

16 燃焼装置 株式会社サンビオ 52 排油水の処理方法および排油水の処
理装置

日鉱金属株式会社

17 廃油ストーブ 鳴海　博一 53 廃食用油燃焼方法および廃食用油燃
焼システム

川重冷熱工業株式会社

18 廃油およびパルプスラッジの焼却処理
方法とその装置

苫小牧ケミカル株式会社 54 廃棄物の溶融装置 日本碍子株式会社

19 廃油燃焼装置 吉田　富明 55 廃食用油燃焼方法および廃食用油燃
焼システム

川重冷熱工業株式会社

20 ドラム缶の廃油脂類焼却装置 株式会社アクトリームラタ

21 食用廃油混焼装置 三井観光開発株式会社 56 廃油燃焼装置 岩崎　清

22 廃油処理方法 元田電子工業株式会社 57 燃焼装置 株式会社村田製作所

23 燃焼装置 荏原ボイラ株式会社 58 廃油燃焼装置及び廃油燃焼式ボイ
ラー装置

宮本　忠

59 廃油燃焼装置 権藤　正展

24 廃油燃焼装置 東芝セラミックス株式会社 60 回転燃焼廃油焼却ストーブ 野澤　一美

25 廃油燃焼装置 東芝セラミックス株式会社 61 焼却炉 桑嶋　博

26 焼却炉を用いた廃油の焼却装置 桜井　義次

27 廃油等の焼却方法並びにその方法に
用いる焼却炉

ウマノ鉄工有限会社 62 廃油ストーブ 吉岡　徹也

28 焼却炉および焼却炉の燃焼方法 株式会社大東 63 廃油ストーブ 白山　治

29 廃油燃焼装置 東芝セラミックス株式会社 64 廃油類燃焼装置 有限会社太陽化学

30 廃油等の含油物質用焼却炉 小島　広三

31 廃液処理装置及び廃液処理方法 株式会社フクハラ 65 廃油タンクの水分除去装置
石川島播磨重工業株式会
社

32 廃油燃焼装置 東芝セラミックス株式会社 66 廃油燃焼処理装置及びその装置を利
用した暖房装置

株式会社大澤製作所

33 廃油燃焼装置 東芝セラミックス株式会社 以下９点省略
34 焼却炉熱利用システム 加茂　芳秋

実　用　新　案　公　開　　　平成６年

廃油燃焼装置の構造　　　No.9233
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CD-ROM版　　　￥23,300    　　  　　　  　　　　全文公報版　　　￥23,300
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日　本　特　許　公　開　　　平成１１年

日　本　特　許　公　開　　　平成１２年
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