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1
塔状構造物の解体方法及びその解体
装置

松島工業株式会社 36
廃棄物焼却炉設備の除染・解体排水
の処理方法

栗田工業株式会社

2 塔状構造物の解体装置 松島工業株式会社 37 構造物の解体方法及び設備 日立プラント建設株式会社

3 煙突の解体方法および装置 三菱重工業株式会社 38 保護具のダイオキシン類低減方法 栗田工業株式会社

4
塔体解体ユニットおよびそれを用いた
塔体の解体工法

清水建設株式会社 39
水管保護用耐火物の解体方法及び装
置

三菱重工業株式会社

5
筒体内壁用ブラスト装置及びそれを用
いたブラスト方法

株式会社サンメイ 40
煙突内部耐火物はつり装置並びには
つり方法

株式会社ユアーズ

6 塔状構造物の作業足場の仮設方法 株式会社大林組 41
筒状構造物の解体方法およびその解
体装置

宮地建設工業株式会社

7 塔状構造物の解体工法 太平電業株式会社 42
廃棄物焼却施設における焼却炉の解
体方法

大成建設株式会社

8
筒状構造物のライニング材除去方法
および装置

清水建設株式会社 43 廃棄物焼却炉設備の解体方法 栗田工業株式会社

9
筒状構造物内の鉄筋切断方法および
装置

清水建設株式会社 44 廃棄物処理設備の解体システム バブコック日立株式会社

10
ダイオキシンの処理方法および処理装
置

日立造船株式会社 45 廃棄物焼却炉設備の解体前洗浄方法 栗田工業株式会社

11 中空塔状構造物の解体方法 新日本製鐵株式会社 46
解体工事用の構造物、解体工事にお
ける防塵方法および解体物の処理方
法。

太陽工業株式会社

12 筒状構造物のライニング材除去装置 清水建設株式会社 47 鋼製煙突の解体方法及びその装置 五洋建設株式会社

13
ダイオキシン類除染方法及びダイオキ
シン類処理装置

西松建設株式会社 48 汚染施設の解体工法
三菱重工環境エンジニアリ
ング株式会社

14
ダイオキシン類汚染構造物の解体工
法及びダイオキシン類の浄化方法

西松建設株式会社 49
解体予定の使用済み焼却炉等の無害
化処理方法及びメンテナンス時の焼却
炉等キャスタブルの無害化処理方法

日本技研北越株式会社

15 煙突・煙道内の浄化方法および装置 清水建設株式会社 50 煙突解体装置及び煙突解体方法 大成建設株式会社

16 焼却場設備の解体工法 西松建設株式会社 51 焼却施設の解体作業方法
日立協和エンジニアリング
株式会社

17 構造物解体装置 株式会社奥村組 52 ダイオキシン類の放出防止方法 栗田工業株式会社

18 建築物解体工法 株式会社ナラタ 53 廃棄炉の解体監視システム 三菱重工業株式会社

19 構造物の解体装置 株式会社奥村組 54 煙突の解体装置
ＪＦＥエンジニアリング株式
会社

20
作業用昇降式足場及びその組立・解
体工法

太平電業株式会社 55 焼却炉解体用仮設構造物 小澤　滿

21
ダイオキシン類で汚染された施設の解
体あるいは改造方法

株式会社荏原製作所 56 焼却炉の解体方法及び設備 東京産業株式会社

22 焼却炉装置の解体方法 エア・ウォーター株式会社 57 構築物の解体方法 株式会社福田組

23 煙突解体工法 西松建設株式会社 58
廃棄物焼却施設の煙突解体システム
及び解体方法

安藤建設株式会社

24 ダイオキシン類の処理方法 栗田工業株式会社 59 炉壁の修復方法
日本スタッドウェルディング
株式会社

25 建造物の防塵解体方法 ミヨシ油脂株式会社 60 構築物の解体装置 株式会社福田組

26
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 61 廃棄物焼却炉の解体処理方法 川鉄マシナリー株式会社

27 廃棄物焼却炉設備の洗浄方法 栗田工業株式会社 62 建造物の解体方法 ミヨシ油脂株式会社

28
廃棄物焼却装置の内部構造物の解体
方法及びその解体装置

松島工業株式会社 63
タワー状構築物の工事方法及び密閉
覆い

東京産業株式会社

29 煙突の解体方法及びその装置 五洋建設株式会社 64
燃焼排ガス焼却炉解体時における汚
染物質自動除去装置及び方法

三菱重工業株式会社

30
ダイオキシン汚染焼却炉の無火気切
断除去工法

株式会社ダイモ社 65
塔状構造物の解体装置および塔状構
造物の解体方法

西松建設株式会社

31
塔状構造物解体装置とそれによる解体
工法

飛島建設株式会社 66
筒状構造物の破砕補助装置および筒
状構造物の解体方法

西松建設株式会社

32
廃棄物処理設備内の付着物・堆積物
のサンプリング装置

日本鋼管株式会社 67
小型焼却炉の解体工法と解体用設備
および撤去工法

株式会社ナラタ

33 焼却施設の付着物の飛散防止剤 栗田工業株式会社 68 内部負圧型エアドーム
ＪＦＥエンジニアリング株式
会社

34
ダイオキシン類を含有する水の処理方
法及びその処理装置

神鋼パンテツク株式会社 69 廃棄物焼却施設の解体方法 清水建設株式会社

35 炉内清掃・解体装置及び方法 三菱重工業株式会社 以下３１点収録
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