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No, 〃 (A) 公告特許 〃 平.3-6 17点 ￥ 8,300
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No.9809 〃 ペットボトル破砕機の構造 平.13-16 71点 ￥23,700
No.9237 〃 〃 平.9-12 61点 ￥20,000
No.9810 〃 ペットボトル減容機の構造 平.13-16 74点 ￥24,700
No,9238 〃 〃 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,9811 〃 ペットボトル選別機の構造 平.13-16 68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,9604 〃 廃タイヤの切断方法と装置 平.5-14 81点 ￥22,500
No,9602 〃 廃タイヤの熱分解・油化装置 平.5-14 90点 ￥25,000
No,9415 〃 廃冷蔵庫の処理・再利用方法 平.4-13 81点 ￥19,700
No.9414 〃 廃モータの処理・再利用方法 平.4-13 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.9528 〃 廃テレビの処理・リサイクル方法 平.5-14 94点 ￥21,700
No.8571 〃 スクラップ原料の脱油方法 平.5-9 64点 ￥23,300
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1 スチール飲料缶の粒状化 日青鋼業株式会社 38 粉砕車
有限会社　共栄資源管理セ
ンター小郡

2 回転式破砕選別機 塚越　康弘 39 固形物廃棄処理装置 三井造船株式会社

3 缶、ペットボトルクラッシャ機 村上　勲 40 廃ガス缶の破砕処理装置 岩谷産業株式会社

4
１台の機械でペットボトルのネジ部の切
断とペットボトル本体の圧縮、スチール
缶、アルミ缶の圧縮及び．．．

山田　敏晴 41 粉末を生産する装置および方法
アメリカン　インター　－　メ
タリックス、インコーポレイ
テッド

5 還元・冷却精錬材 テクニクス産業株式会社 42 粉砕圧縮装置 植田　武

6 破砕装置の爆風排除装置 極東開発工業株式会社 43
廃棄物処理システム及び廃乾電池処
理方法

ＪＦＥ環境株式会社

7 分別ごみ処理装置 堀内　正廣 44
エアゾール缶の処理装置及び処理方
法

日化新菱株式会社

8 破砕機 富士車輌株式会社 45 チップ粉砕ベルト 三ツ星ベルト株式会社

9 廃棄物裁断装置 株式会社田村電機製作所 46 廃物再利用法と装置 笹岡　治郎

10 空缶刃物切断プレス装置 鶴見　満重 47
一般廃棄物の無公害再資源化処理方
法

株式会社日本ファンダー

11 廃棄物処理装置 株式会社田村電機製作所 48
アルミ缶選別装置および資源ゴミ分別
システム

ＪＦＥプラント＆サービス株式
会社

12 廃棄物処理装置 株式会社田村電機製作所 49
廃棄物分別装置及び該装置を備えた
廃棄物処理装置

株式会社田村電機製作所

13 廃棄物処理装置 株式会社田村電機製作所 50 破砕機 株式会社福原鋳物製作所

14 廃棄物分別収集車
株式会社トヨシステムプラン
ト

51 容器包装材などの減容破砕機 株式会社エコーワールド

15 粉砕機用工具 摂津技研株式会社 52
空缶処理システムおよび空缶処理方
法

日青鋼業株式会社

16 粉砕機 摂津技研株式会社 53
瓶、缶、その他のゴミ類・収容袋分離装
置

伊飼　睦介

17 ２室２軸式破砕機 山下　力男 54
使用済み缶処理システムおよび使用
済み缶処理方法

日青鋼業株式会社

18 飲料缶からの資源回収方法 花嶋　正孝 55 衝撃式造粒機 株式会社大同機械製作所

19 ゴミリサイクル資源機 香山　勝輔 56
産業廃棄物であるアルミ缶を用いた焼
結アルミ板の製造方法及び焼結アルミ
板

株式会社サーマル

20 空き缶破砕物分別装置 佐藤　絢子 57 スプレー缶穿孔装置 有限会社アオイ動熱

21 空缶回収処理車両 ハイエスサービス株式会社 58
窒素ガスを用いた廃棄物処理用破砕
機の防爆方法

株式会社タクマ

22
廃棄物の資源化方法及びその資源化
施設

日本鋼管株式会社 59 廃棄物処理設備
石川島播磨重工業株式会
社

23
廃棄物の資源化方法及びその資源化
施設

日本鋼管株式会社 60 発泡材回収車輌 新明和工業株式会社

24 廃棄ガス缶の処理方法及びその装置 岩谷産業株式会社 61 粉砕車
有限会社　共栄資源管理セ
ンター小郡

25 廃棄物処理システムとその方法 株式会社前川製作所 62 中身入容器分離処理装置 株式会社キンキ

26 廃棄物の資源化施設 日本鋼管株式会社 63 破砕装置 西田　勝秀

27 竪型粉砕機械 三宅　光雄 64 蒸気防爆システム 三菱重工業株式会社

28 廃棄物分別収集車
株式会社トヨシステムプラン
ト

65 破砕装置 トリニティ工業株式会社

29
ペットボトル・飲料缶などの微細化処理
装置

藤原　充弘 66 破砕装置 トリニティ工業株式会社

30 材料の小粒子への微粉化
シー・エー・　アーノルド　ア
ンド　アソシエイツ，インク．

67
産業廃棄物であるアルミニウム缶を用
いた焼結アルミ板の製造方法及び焼
結アルミ板

株式会社サーマル

31 一斗缶切断装置 積水ハウス株式会社

32 空き缶等の破砕機付き処理箱 吉川　滋郎

33 破砕装置
株式会社　イグスンド　ジャ
パン

34 竪型破砕機の運転方法 株式会社協和エクシオ

35 廃棄物搬送シュート 日本鋼管株式会社

36 廃棄物処理方法 株式会社クボタ

37 鉄回収システム 株式会社クボタ 以上６７点収録
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