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既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,8540 公開特許 生ゴミ処理容器の構造 平.7-9 63点 ￥21,500
No,9604 〃 廃タイヤの切断方法と装置 平.5-14 81点 ￥22,500
No,9603 〃 廃タイヤの破砕方法と装置 平.5-14 90点 ￥25,000
No,9602 〃 廃タイヤの熱分解・油化装置 平.5-14 90点 ￥25,000
No,9232 〃 廃タイヤ用焼却炉の構造と装置 平.6-12 68点 ￥19,700
No,7733 〃 〃 平.1-5 71点 ￥21,700
No,8684 〃 ゴミの燃料化方法と装置 平.8-10 64点 ￥25,000
No,9230 〃 ゴミ焼却灰処理剤の組成 平.8-12 72点 ￥25,400
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,8571 〃 スクラップ原料の脱油方法 平.5-9 64点 ￥23,300
No,9523 〃 カー・クーラーよりフロンの回収方法 平.5-14 76点 ￥18,500
No,9524 〃 カー・バンパーのリサイクル方法と装置 平.5-14 108点 ￥21,600
No,9415 〃 廃冷蔵庫の処理・再利用方法 平.4-13 81点 ￥19,700
No,9414 〃 廃モーターの処理・再利用方法 〃 69点 ￥17,000
No,9019 〃 廃家電製品の処理・再利用方法 平.5-11 67点 ￥23,700
No,9237 〃 ペットボトル破砕機の構造 平.9-12 61点 ￥20,000
No,9238 〃 ペットボトル減容機の構造 平.9-12 64点 ￥20,000
No,8233 〃 ペットボトルの処理再生方法と装置 平.5-8 57点 ￥23,700
No,8235 〃 廃発泡スチロールの処理・再生方法 平.7-8 69点 ￥27,700
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1 一槽湿式有機廃棄物処理装置 伸洋産業株式会社 36 貯水空間を有する生ゴミ処理容器 田中　昭枝

2 生ゴミの処理容器 青山　耕三 37 生ゴミ処理装置及び処理方法 山根　敬明

3 使い捨て用生ごみ用容器 株式会社荏原製作所 38 生ごみ等の処理方法 有限会社竹村

4 ＥＭボカシあえ専用容器 加藤　直子 39 生ゴミの醗酵方法 大橋　典夫

5 生ゴミ処理装置 テイ・エス　テック株式会社 40 生ごみ処理装置 北川　光徳

6 生ゴミ処理容器 プラス工業株式会社 41 生ごみ処理容器 奈良部　岩次

7 生ゴミ処理装置
環境エンジニアリング株式
会社

42
家庭用生ごみ処理容器の水分低下器
具セット

山本　勝彦

8 ゴミ容器 大和技研工業株式会社 43 生ごみ醗酵処理装置
株式会社オーケーバイオ研
究所

9 生ゴミ処理装置 山根　敬明 44 家庭用生ゴミ処理装置 株式会社エス・ケー・ケー

10 生ゴミの醗酵容器 大橋　典夫 45
螺旋軸による加圧変形の多孔製袋処
理槽を持った有機廃棄物発酵分解処
理機と有機廃棄物分解媒体剤。

伸洋産業株式会社

11
樹脂製抗菌容器その他の有機物収容
用抗菌樹脂

株式会社リバーウェル 46 生ゴミの醗酵容器 大橋　典夫

12 槽付き容器 杉野　信勝 47 ゴミ処理容器 アイリスオーヤマ株式会社

13
有機系廃棄物から堆肥を製造する方
法

環境化学株式会社 48 ゴミ処理容器 アイリスオーヤマ株式会社

14 廃棄物用容器 篠原　猛 49 生ゴミ処理器 稲葉　定市

15
光電表示及び音声伝達機能を持った
微生物による有機物　無臭分解消滅
無排水機構。

伸洋産業株式会社 50 生ゴミ処理容器 田島　公子

16
生ごみ処理方法と、その方法を実施す
るための生ごみ処理装置

株式会社プリオ 51 生ゴミの処理装置 株式会社　トライスル

17
生ごみ投入用器具、生ごみ投棄用穴
掘削装置、及び生ごみの処理方法

株式会社ビックカメラ 52 生ごみ処理装置 ゴールド興産株式会社

18 生ごみ処理法及び生ごみ処理器 杉山金属株式会社 53 生ごみ処理装置の攪拌方法 北川　光徳

19 生ゴミ処理装置 山根　敬明 54 生ゴミ処理装置
株式会社グリーングループ
ジャパン

20 生ゴミの処理方法及びその処理容器 カースル株式会社 55
分解不能微粉残渣自動分離排出機能
を持った自動リサイクル有機廃棄物発
酵分解処理機、及び．．．

伸洋産業株式会社

21 屋外設置用生ごみ処理容器 北村　陽子 56 厨芥処理機 三重ホーロー株式会社

22
生ゴミ処理方法とこれを実施した生ゴミ
処理装置

株式会社ニイミ 57 通気式生ごみ処理容器 奈良部　岩次

23
ディスポーザーを利用した戸別汚水処
理方法とこれを実施した装置

株式会社ニイミ 58 肥料の製造方法 石井　トミ

24
生ごみ処理用炭化粒状物、該炭化粒
状物を利用する生ごみ処理方法及び
装置

株式会社共進興業 59
撹拌羽根、生ゴミ処理装置および生ゴ
ミ処理方法

有限会社　ネイチャー・リン
ク

25
生ごみ処理容器及びそれを用いた生
ごみの処理方法

南　外志明 60 生ゴミ処理装置
富士見グリーンエンジニアリ
ング株式会社

26 生ゴミ処理装置及び処理方法 山根　敬明 61 ごみ容器 光信電気工業株式会社

27
生ゴミを利用した土壌肥沃効果のある
プランター

株式会社ニイミ 62 生ゴミの処理装置 株式会社　トライスル

28 生ゴミの処理方法 環境テクノス株式会社 63
生ゴミ処理機能内蔵の家庭用生ゴミ入
れ容器

株式会社アヅマ

29
発酵分解処理及び水中分解処理両用
の有機廃棄物分解処理装置並びに発
酵分解処理及び．．．

伸洋産業株式会社 64 ゴミ容器 アイリスオーヤマ株式会社

30
生ごみ処理用母材およびその製造方
法

小島　昌和 65 生ゴミ処理用容器 藤本　美知子

31 堆肥製造容器 アイリスオーヤマ株式会社 66 生ごみの処理方法および処理装置 東北環境株式会社

32 生ごみ処理機 深澤　昭次 67 有機廃棄物処理方法 株式会社三幸

33 生ゴミ処理装置 北川　光徳 68
電気を流して適性温度を維持する醗
酵装置及びその方法

渡沼　玲史

34 生ゴミ処理装置 株式会社大昭商事 69
生ゴミ処理器付の流し台と大型ゴミへ
の応用

田中　友爾

35 厨芥物の処理方法 小舘　一城 70 生ゴミの処理方法 ノボン・ジャパン株式会社

以下２９点省略
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