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廃棄物処理・リサイクル 

『地域発⽣資源の地産地消で⾃然エネルギー循環型社会の構築を⽬指します！』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：⽊質ペレット造粒機（ペレタイザー） 
技 術 名 ：粉砕機⼀体型ペレット成形装置 
技術や製品の概要 ：主として林地残材、製材⼯場残材などの廃棄物をペレット

に加⼯することにより、エネルギーとして再利⽤できる。
当社はそのペレット造粒機を製造している。 

 
住所 ： 岡⼭県倉敷市南畝 2-5-25 
URL ： http://www.earth-i.jp/ 
代表者 ： 代表取締役 三寺 健司 
担当者名：取締役副社⻑ 三寺 建五 
電話 ： 086-455-2848 
ＦＡＸ ： 086-456-0480 
e-mail ： miteken@mocha.ocn.ne.jp 
 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

・幅 960ｍｍ×奥⾏ 1230ｍｍ×⾼さ 1524ｍｍの⼩
型でコンパクトなシステムなので、移動、設置が
容易にできる。 

・乾燥されたチップ、⼩枝、30mm 径程度の⽊⽚に
対応。 

・省電⼒でありながら、最⾼の成形能⼒を発揮。 
・定量供給機と粉砕機がセットになっており、これ

1 台ですぐにペレットを製造できる。 
・国産品でありながら、低価格なので初期投資の負

担を軽減できる。 
 
 
 
 
 
 

優位性  

・全て⾃社⽣産しているので、お客様の要望に応じてカスタマイズ可能。 
・当社内でもペレットを製造しているので、製造ノウハウに基づいた機器の設計を提案できる。 
・仕様を簡素化して、低コストを実現。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� ⽊質等ペレットの委託加⼯を受けている。 



技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

廃材の再利⽤、養鶏場の鶏糞
をペレット化、きのこ栽培の
菌床⽤ 

導⼊実績  

国内産業廃棄物業者 20カ所
以上 

⾼度化  

・ 定量供給機⼀体型は当社製
品の特徴 

・ 分離も設置も⼤⼈⼀⼈で移
動可能なコンパクト設計 
 

環境への貢献  

・ 地域の中で、廃棄物を燃料に変えて流通し、消費することで『エネルギーの地産地消』の実現。 
・ 残材をペレット化することで、減容化につながり運送燃料の節約ができる。 
 
 
 

今後の課題  

 電動ではなく、エンジンを動⼒とすることで、更に
⾼効率のペレタイザーを開発したい。電気設備のない
場所でもペレットを製造できるようになることで、エ
ネルギーの地産地消が広がると考えている。 
 

知的財産権等取得状況  

特になし 
 
 
 
 

企業概要  

創 業 年：昭和 47 年 12 ⽉ 
資 本 ⾦：2,500 万円 
従業員数：16 名 
事業内容：環境関連装置、⾃動⾞関連設備、⾃動化設備などの製造 
 

 

企業の環境への想い  

当社では、バイオマスを有効に利
⽤することで、『エネルギーの地産
地消』を広めて、地球温暖化防⽌に
貢献すると共に、経費節減に繋がる
ような機器の製造を通して皆様に
お役に⽴てるよう努⼒しています。 
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排⽔処理 

 

『⽔はきれいに、汚泥は少なく、驚異の汚泥減量化剤！』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：汚泥減量化剤 スーパースラッジ 
技 術 名 ：カキ殻成分を使った余剰活性汚泥の減量化剤 
技術や製品の概要 ：廃棄物であるカキ殻に含まれる成分を利⽤し、活性汚泥を

構成する細菌の相を変化させて、発⽣する汚泥を⼤幅に減
量化させる。 

 
住所 ： 岡⼭県倉敷市⽇畑 825 
URL ： http://aquatechnos.net/ 
代表者 ： 代表取締役 楠 敏明 
担当者名：代表取締役 楠 敏明 
電話 ： 086-462-2909 
ＦＡＸ ： 086-462-3026 
e-mail ：aquatechnos@trad.ocn.ne.jp

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

・汚泥減量化剤「スーパースラッジ」を曝
気槽に注⼊することにより、好気性細菌
が優先種になる⽣物相に変化する。それ
により有機物をより多く炭酸ガス（CO2）
と⽔（H2O)とに分解し、結果、発⽣汚泥
量が従来の 1/３以下に減少する。 

・沈降性のよい汚泥が⽣成できるため、処
理施設の維持管理が容易になる。 

・活性汚泥のフロックが⼤きく固まること
で、分離膜に詰まらず、分離膜のメンテ
ナンスが容易になる。 

・処理⽔質が⾮常に良好になる。 
 
 
 

優位性  

・初期投資は、酸素供給量の追加⼯事のみで、低コストで余剰汚泥の削減が可能となる。 
・汚泥の減量化により、余剰汚泥の処理コストが⼤幅に削減できる。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 平成 16 年度 岡⼭ベンチャービジネスコンテスト優秀賞 受賞 
� 代表者の資格 技術⼠（衛⽣⼯学部⾨、上下⽔道部⾨） 
� サンプル品を提供いたします。 

    
 

 



技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

飲⾷品製造⼯場、⼤量の有機性廃⽔を排出する事業所 

導⼊実績  

製パン⼯場、複合飲⾷店、うどん製造⼯場、 
ポテトフライ⼯場など 

⾼度化  

活性汚泥を構成する細菌の相を変化させることで汚
泥の減量化と同時に処理⽔質が向上する。⼜、沈降性
の良い汚泥ができて維持管理が容易になる。 

環境への貢献  

・廃棄物である汚泥量が 1/３以下になることで、焼却処
分する場合の重油の使⽤量が減少し、炭酸ガスの発⽣量
が削減される。 

・廃棄物であるカキ殻を再利⽤することで廃棄物の削減、
有効利⽤に貢献できる。 
 
 
 
 

今後の課題  

 下⽔処理場での採⽤のための実績づくりと全国の飲
⾷品加⼯⼯場への拡⼤を図ることが今後の課題である。
  

知的財産権等取得状況  

平成 22 年 汚泥発⽣抑制剤の特許取得 
 
 

企業概要  

創 業 年：平成 17 年 9 ⽉ 
資 本 ⾦：300 万円 
従業員数：２名 
事業内容：汚泥発⽣抑制剤の製造販売、廃⽔処理施設の診断業務、⼯場廃⽔

処理施設の設計、⽣活系汚⽔の処理施設の設計など 
 

 

企業の環境への想い  

 廃⽔処理、汚⽔処理の分野におい
て、より⼀層の省資源、省エネルギ
ー、汚泥の減量、汚泥の有効利⽤、
資産の保全等が求められるように
なってきました。この中の１つの課
題である汚泥の減量化についに取
り組んでいくことで、よりよい環境
づくりに貢献していきたいと考え
ています。 

6 ⽉ 11 ⽇より「スーパースラッジ」
の投⼊開始 



 
公益財団法⼈  

岡⼭県環境保全事業団 
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環境測定、分析、監視 

『環境に関する調査・分析・処理など幅広く実施し、地域に貢献する』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：環境総合事業 
技 術 名 ：環境に関するあらゆる調査・分析、廃棄物処理、啓発活動 
技術や製品の概要 ：「地球環境の保全」、「良好な⽣活環境の確保」、「資源

循環型社会の形成」、「⾃然共⽣社会の形成」の 4 つを事
業領域として、総合的に環境調査・分析を⾏っている他、廃
棄物処理処分施設の管理、環境保全意識を啓発する活動を担
っている。 近年、廃棄物分析の技術や経験を基に⼟壌汚染
対策に⼒を⼊れている。 

 
住所 ：岡⼭県岡⼭市南区内尾 665-1 
URL：http://www.kankyo.or.jp 
代表者 ： 理事⻑ 坂井 俊英 
担当者名：環境調査部 次⻑ ⼤坪 尚広 
電話 ： 086-298-2122 
ＦＡＸ ： 086-298-2496 
e-mail：t-otsubo@kankyo.or.jp  

技術・製品の特徴、優位性  

 
技術・製品の特徴  

環境調査・分析事業 昭和 49 年の事業開始より、
公的役割を担う環境調査機関として培ってきた技
術と経験をもとに、年間 7,000 検体を越える分析
依頼に対応し、県内でのアセスメントの多くを実
施してきた。特に廃棄物の分析には定評がある。 

廃棄物処理処分事業 県下最⼤の最終処分場とサ
ーマルリサイクル機能を持つ焼却施設の運営を⾏
い、岡⼭県の循環型社会推進の⼀翼を担っている。 

環境学習、環境保全 環境学習センター「アスエコ」
を中⼼に、環境の⼤切さ・保全⽅法について、セ
ミナー・イベントを通じ啓発している。 

優位性  

品質（各種認証取得・指定による裏付け）、経験・実績、ワンストップでの対応、⾏政施策との協調体制、地域密着。 
 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 平成１４年 5 ⽉ 「岡⼭県地球温暖化防⽌活動推進センター」指定 
� 平成１５年 8 ⽉ ⼟壌汚染対策法に基づく指定調査機関 
� 平成１６年 3 ⽉ 「岡⼭県循環資源総合情報⽀援センター」指定 
� 平成１９年 4 ⽉ 「岡⼭県⾃然保護センター」指定管理 
� 平成２１年 6 ⽉ ISO/IEC 17025（産業廃棄物に含まれる⾦属等の検定⽅法）認定取得 
� 平成２３年１１⽉ 優良産廃処理業者認定 
� 平成２７年 4 ⽉ 「エコアクション 21 地域事務局」認定 

 

 



技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

環境に関する総合調査、廃棄物処理処分に関する
全般、環境保全・学習全般 

導⼊実績  

・分析測定 年間 7,000 検体以上 
・環境調査 開始以来累積 200 件以上 
・廃棄物受⼊量 約 18 万ｔ/年 
・環境学習 年間 300 件以上の出前講座の実施、

エコツアー、セミナー、イベント開催など 
・環境保全 野⽣動植物保全⽀援など 
 

環境への貢献  

環境関連事業を通して社会の持続的発展に貢
献する。環境に与える影響の負荷を軽減するとと
もに、環境保全事業をより積極的に推進するため
のシステムを構築、地域環境の改善及び創造を図
る。 

 

今後の課題  

環境問題が複雑化、広域化しており、個⼈や企
業に対する正しい環境保全知識の普及啓発や、対
策等について的確なサポートの提供が必要と感
じている。 

知的財産権等取得状況  

 特になし 

企業概要  

創 業 年：昭和 49 年 10 ⽉ 1 ⽇ 
出 捐 ⾦：16 億 2,650 万円 
従業員数：107 名 
事業内容：廃棄物処理処分事業、環境調査分析事業、環境学習事業 
 

 

企業の環境への想い  

岡⼭県内において、⾏政施策と協
調し、環境保全のための各種事業を
幅広く実施しています。それにより、
快適で持続可能な地域社会の実現
に貢献・寄与することをめざします｡
今後も既存事業の強化と新たな価
値の創造を⾏い、地域で最も必要と
される組織となるよう努⼒します。 

引分離機       水処理装置    超高圧ポン



 

海洋建設株式会社 環境・製品概要                   13 

環境調和型製品 

『⾙殻をリサイクルし、⿂に餌料と棲み場を供給して、豊かな海をつくります！』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：JF シェルナース 
技 術 名 ：⾙殻（シェル）リサイクル⿂礁 
技術や製品の概要 ：養殖施設等で発⽣した⾙殻をメッシュパイプに詰め、構造

に組み込んだ⼈⼯⿂礁。⾙殻の隙間に、エビ・カニ等のえ
さをはじめとして様々な動物が⾮常に多く発⽣すること
で⽔産資源の増⼤に貢献｡ 

 
住所 ： 岡⼭県倉敷市児島駅前 1-75 
URL ： http://www.kaiyoh.co.jp/ 
代表者 ： 代表取締役社⻑ ⽚⼭ 真基 
担当者名：企画管理部 ⽚⼭ 了介 
電話 ： 086-473-5508 
ＦＡＸ ： 086-473-5574 
e-mail ： rkatayam@kaiyoh.co.jp 
 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

 
年間約50万トン発⽣すると⾔われるカキ､ホタテ､アコヤなどの

⾙殻を有効活⽤した⼈⼯⿂礁構造物｡ 
シェルナース基質（メッシュパイプに⾙殻をつめた構成物）には、

⾙殻の重なりによって複雑な⼩空間が多数形成され、エビ・カニ、
ゴカイ類などの餌⽣物の培養効果に優れている。 

多種多様な微⽣物や⼩形動物が⽣息することで、⽣物多様性が向
上し、⽣態系全体の⽣産⼒を底上げ。 

シェルナース基質集周辺には複雑な流れが⽣まれ、海藻胞⼦が着
⽣しやすくなり藻場を造成。 

シェルナース基質の製作や調査への参加などで、⿂業者⾃⾝の豊
かな海づくりへの貢献。 

 

優位性  

・漁獲効果の向上 
・微⽣物の濾過活動による⽔質改善 
・⾙殻リサイクルによる環境への貢献 
 
 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 平成 24 年度 リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰 農林⽔産⼤⾂賞 
� 平成 22 年度 科学技術分野の⽂部科学⼤⾂表彰 科学技術賞技術部⾨ 
� 平成 20 年度 ⺠間部⾨農林⽔産研究開発 功績者表彰 農林⽔産⼤⾂賞 

⾙殻に付着する餌⽣物は最⼤ 294 倍 

シェルナース基質 



技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

藻場造成、増殖場造成、⿂礁漁場造成 

導⼊実績  

平成 27 年 3 ⽉現在 都道府県数  32  
設置基数 11,252 基 

⾼度化  

・⾃然調和型漁港づくり 
・エコポート（環境と共⽣する港湾） 
・⽔質浄化、物質循環の促進 
・市⺠と漁業者参加型による⾥海づくり 

環境への貢献  

・年間約 50 万トン廃棄されるカキ、ホタテ、アコ
ヤなどの⾙殻のリサイクル。 

・海の⽣態系を整えて、多様な海洋⽣物を育む環境
づくり。 

・⾙殻による⽔質浄化。 
 

今後の課題  

・⻑期のモニタリングを実施し、より効果の⾼い製品
形状、配置⽅法などを港湾関係者や⾃治体へ提案し
ていくこと。 

・JF シェルナースの効果を⼀般市⺠にも周知し、海へ
の関⼼と理解を深めること。 

知的財産権等取得状況  

・⾙殻を利⽤した構造及び⼯法関連特許 約 30 件 
・環境省 環境技術実証事業 

（実証番号 090-1202） 
（実証番号 090-0801） 
（実証番号 090-0802） 

・国⼟交通省 NETIS 登録技術（CGK-06001） 

企業概要  

創 業 年：昭和 58 年２⽉ 
資 本 ⾦：1,000 万円 
従業員数：25 名 
事業内容：⼈⼯⿂礁開発、⿂礁漁場調査、⽔圏環境調査 
 

 

企業の環境への想い  

⼈間は環境を作ることの出来る
唯⼀の動物です。⾃分達だけではな
く⾃然のために環境を作る時期が
きています。海のために何が出来る
のか。という問いの中でシェルナー
スに辿り着きました。シェルナース
でよりよい海を取り戻すことが出
来ると信じています。 

アイナメの卵 

【⽣物⽣息機能を付加した港湾・漁港施設】 

【幼稚⿂保護育成機能】 【産卵場機能】 

メバルの幼稚⿂ 
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廃棄物処理・リサイクル 

『リサイクルで⽣まれ変わったカラフルゴム・ウレタンチップ』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：着⾊ゴムチップ、着⾊ウレタンチップ 
技 術 名 ：廃ゴム・⼯業⽤リサイクル材料を再⽣した⼈⼯芝⽤弾性補

充剤、弾性舗装⽤材料 
技術や製品の概要 ：産業廃棄物の廃ゴム等を粉砕し、⼈⼯芝⽤弾性補充剤、 

弾性舗装⽤材料として再利⽤した製品の製造・販売 

⼈⼯芝⽤弾性補充剤 野球場、サッカー場などの競技場に
使⽤される⼈⼯芝資材。ゴムチップは⼯業⽤ゴムが主原料の
ため良質で、天然芝に近いクッション性が得られる。⾼温対
策の⾊にも対応。 
弾性舗装⽤材料 歩道、公園、運動場などの屋外舗装、ショ
ッピングモール、商業施設などの屋内床材⽤に使⽤される資
材。カラフルな⾊で楽しさを演出し、扱いも容易・施⼯も 
しやすい。 

 
住所 ：岡⼭県岡⼭市東区草ヶ部 1249 
URL：http://www.kurogane-sangyo.com 
代表者 ： 代表取締役 森 崇⾏ 
担当者名：⼯場⻑ 藤原 茂正 
電話 ： 086-297-5447 
ＦＡＸ ： 086-297-6472 
e-mail：
 s_fujiwara@kurogane-sangyo.com 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

着⾊ゴムチップ ⼯業⽤ゴム・タイヤをゴムチ
ップとして再⽣するため、温暖化ガスの低減
に寄与するだけでなく、品質も⾼い。⿊⾊（無
着⾊）の他、カラーをゴムに着⾊するまでを
⾃社⼯場で⾏う。⼀貫⽣産体制と継続的安定
供給（30〜40t/⽉）で要望に応える。 

着⾊ウレタンチップ ⼯業⽤リサイクル材料を使⽤。⾊が鮮やかで濃淡の着⾊も可能。⾊落ちがしにくく、ゴム臭
もない。カラー剤を混ぜ込んだ⼀般的なカラーゴムチップに⽐べ、5〜7 割程度の価格で提供が可能。施⼯が簡単
な材料で短時間施⼯が可能のため、トータルコストでメリットがある。 

優位性  

・品質、低コスト、安全性 
・廃棄ゴムの回収から再⽣までを⼀貫体制で⾏うため、低コスト・迅速対応・カスタマイズが可能 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 平成 ４年 3 ⽉    再資源化貢献企業表彰（財団法⼈クリーン・ジャパン・センター） 
� 平成 20 年度      グリーンサプライチェーン賞（サプライチェーン 省資源化連携促進事業） 
� 平成 26 年 2 ⽉ 21 ⽇ 「岡⼭県エコ製品」認定（着⾊ゴムチップ） 
� 平成 26 年 2 ⽉ 25 ⽇ 「カーボンフットプリント製品」認定（着⾊ゴムチップ）(⼀般団法⼈産業環境管理協会) 

 

 

     
 

着⾊ゴムチップ 着⾊ウレタンチップ ゴムチップブロック 

（⼆次製品利⽤例） 



技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

全国のスポーツ競技場（野球・サッカー・ラグビー・
フットサル・運動場など）、歩道、公園、遊園地、
庭、介護福祉施設、屋内遊戯施設、ショッピング 
モールや商業施設などの屋内施設 

導⼊実績  

関⻄地域の⼤学、⾼校の⼈⼯芝 
競技場、運動公園、Ｊリーグ関係練習場 他、多数 

環境への貢献  

・平成 19 年 ISO14001 の認証を取得。 
・産業廃棄物の総排出量の削減や再資源化（リサイ

クル）というサービスを提供することにより、循環
型社会の⼀翼を担い、企業の社会的責任（CSR）を
果たす。 

「チャレンジ 25」キャンペーンに企業・団体チャレ
ンジャーとして登録、地球温暖化防⽌の対策を 
推進。 

・低炭素社会実現に向けた取り組み 
   として「Fun to Share 宣⾔」を 

⾏い、ゴムのリサイクルで貢献。 
 
 

今後の課題  

着⾊ゴムチップ、着⾊ウレタンチップの⽤途・販路
拡⼤を⾏っていきたい。現在の取扱い業種のほかに、
違う⽤途ができないか検討していきたい。 

知的財産権等取得状況  

特になし 

企業概要  

創 業 年：昭和 52 年 9 ⽉ 1 ⽇ 
資 本 ⾦：1,500 万円 
従業員数：17 名 
事業内容：産業廃棄物処理業、産業廃棄物収集運搬業、再⽣油製造業、 

再⽣ゴムチップ製造業、再⽣プラスチック製造業、各種産業廃 
棄物のリサイクル業、各種委託作業（タンク内の清掃、塗装ブ
ース内の清掃ほか） 

 

企業の環境への想い  

再資源化事業という経済活動を
追求することで地域の周辺環境ひ
いては地球環境の保全に重要な責
務を負っていることを認識し、
「ACT LOCAL THINK GLOBAL」を
スローガンに社会に貢献できる企
業をめざします。⼦孫へ伝承してい
くためにも真摯に取り組みます。 

吸  

引分離機       水処理装置     超高圧ポンプ 



 

ＫＢＫエンジニアリング 

株式会社 
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排⽔処理 

『配管内容物の外部⾶散を防⽌し、環境をクリーンに !!』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：スライドゲートバルブ 
技 術 名 ：配管内液体の⾶散を防⽌する密閉式バルブの開発 
技術や製品の概要 ：クリーンセンターなど汚⽔・悪臭環境下の対策に、従来 

バルブにないスライド板と密閉機構を開発することで、バ
ルブ開閉時に起こっていた配管内の内容物の⾶散防⽌を
実現。 

 
住所 ： 岡⼭県倉敷市中畝 6-7-19 
URL ： http://www.kbkeng.co.jp 
代表者 ： 代表取締役 ⽥尻 卓治 
担当者名：営業部 ⽥尻 宏志 
電話 ： 086-450-4577 
ＦＡＸ ： 086-450-4578 
e-mail ： info@kbkeng.co.jp 
 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

・完全密閉型で汚⽔、臭気が外部に漏れない。 
・⾃動運転可能(内部仕切り弁の駆動は、油圧/⼿動が

主流だがエアー/電動も可)。 
・ケースから仕切り弁が露出しないので、頻繁な⾃動

開閉に耐える(グランドパッキンによる摺動抵抗が
無い)。 

・内部洗浄ラインを外部バイパスで両側に設けている
ので、内部閉塞及び固形物による圧密等の⼼配が無
い。 

・仕切り弁に鋭利な刃先を備えているため、シート⾯
をまたいだ未分解残存物を閉⼯程で容易に切断でき
る。 

 

優位性  

・筐体がスリム（全厚 100mm）なため、配管の途中に設置できる。 
・仕切り弁板を容易に引き抜けるため、内部の清掃、交換が容易。 
・取付位置に制約が無く、縦 or 横、⽔平 or 垂直が任意である。 
・低コストで既設バルブとの交換が可能。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

�   機械器具設置⼯事業 取得 
 
 



技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

⽣ごみをバイオ菌で分解し、バイオエタノール燃料を⽣
成するプラント内の配管部に設置 

導⼊実績  

・平成 24 年 タクマ  南但資源リサイクルセンター  
（350A サイズ配管×8 台） 

・平成 25 年 川重 防府クリーンセンター 
（400A サイズ配管×14 台） 

・平成 30 年導⼊予定 ⽇⽴造船 京都市南部クリーン 
センター（400A/250 サイズ配管×16 台） 

⾼度化  

・シーケンサー回路設置により無⼈遠隔で⾃動運転が可能。 
・分解／清掃／点検が容易である。 
・⻑期間のメンテナンスフリー運転が可能。 

環境への貢献  

・⽣ごみ処理施設やリサイクル施設の正常な運転に寄与す
ることで、環境に貢献する。 

・密閉構造のため、配管内の⽣ごみや汚⽔の⾶散を防⽌し、
臭気を遮断するので施設の環境改善に貢献する。 

 

今後の課題  

 更に技術開発を進めて、機能性の向上と低コスト化
を実現し、クリーンセンターだけでなく、他の⼯場配
管にも採⽤されるようにしていきたい。 

知的財産権等取得状況  

特になし

企業概要  

創 業 年：平成 20 年 6 ⽉ 
資 本 ⾦：1,000 万円 
従業員数：10 名 
事業内容：⾼速回転機械(遠⼼分離機等)の分解整備。国内外の⼤⼿メーカーの

指定整備会社 (「ISO9001：2008」認証取得) 
 

 

企業の環境への想い  

⽣ごみ処理施設やリサイクル処
理施設の正常な運転に寄与するこ
とで、誰もが永く住み続けたいと思
えるまちの環境づくりに貢献した
いと考えています。 
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廃棄物処理・リサイクル 

『⾼付加価値⽯灰とリサイクル⽯灰の開発で循環型社会の実現をめざす』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：カルテック（超微粒⼦消⽯灰） 
エコライム（無機汚泥リサイクル消⽯灰） 

技 術 名 ：⾼反応性・超微粉化の粉体ハンドリング技術、汚泥リサ 
クル技術 

技術や製品の概要 ：カルテック 平均粒⼦径 1.5μｍの微粒⼦化を実現し、表⾯
積は通常の JIS 特号消⽯灰の 1.5 倍〜2 倍であるため、塩素
ガスの吸着反応がよく、プラスチック樹脂への分散性が⾮常
によい。 

エコライム ⻑年の研究により、無機性汚泥と⽯灰の混合物
を開発。産業廃棄物でしかなかった汚泥がリサイクル消⽯灰
としてよみがえった。

 
住所 ： 岡⼭県新⾒市井倉 125-1 
URL： http://www.lime-tech.co.jp 
代表者 ： 代表取締役 鈴⽊ ⾹ 
担当者名：代表取締役 鈴⽊ ⾹ 
電話 ： 0867-75-2106 
ＦＡＸ ： 0867-75-2936 
e-mail： info@lime-tech.co.jp  

技術・製品の特徴、優位性  

 
技術・製品の特徴  

カルテック 消⽯灰の、⾼反応性・超微粉化・⾼⽩⾊性
を⽬指して特異な粉体ハンドリング技術により製造。
平均粒⼦径 1.5μｍの微粒⼦化を実現し、プラスチック
の難燃化充填剤として強度や柔軟性に優れた分散性が
⾮常に良い。また、表⾯積は通常の JIS 特号消⽯灰の
1.5 倍〜2 倍のため、特にダイオキシンなどの合成温度
域での塩素ガスの吸着反応が多い。抗菌性、脱臭性、
防錆性、熱安定性、有毒ガスの捕捉性にも優れ、また輸出障壁が少ない等、様々な可能性を持っている。 

エコライム 無機性汚泥とは、ろ過材として使われた珪藻⼟・⽯灰スラッジ・⼯場排⽔を中和させるために使⽤さ
れた⽯灰の残渣物。リサイクルに使⽤する汚泥は、廃棄物処理法を遵守し、各種環境法で定められる基準をクリ
アした汚泥のみを使⽤。製品は、「岡⼭県エコ製品」認定を取得しており、グリーン購⼊の対象物品として扱え
る。使⽤⽅法は、⼀般の⽯灰系製品と同等である。 

優位性  

品質、安全性、さまざまな研究による新製品開発 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

「エコライム」 
� 岡⼭県資源循環推進事業(施設整備事業)認定    
� 岡⼭県新製品市場リサーチ⽀援事業 認定 
� 岡⼭県エコ製品認定(認定番号:岡⼭エコ⽯灰系製品 第 1 号、製品 第 2 号) 
� 循環型社会形成推進(３R 推進事業)環境⼤⾂表彰   
�「岡⼭・わが社の技」第 1 期認定企業 



技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

・カルテック：化学⼯業、他 
・エコライム：⼯業、⼟⽊建築、他 

導⼊実績  

・主要取引先：⽇鉄鉱業株式会社、株式会社⽇本リ
サイクルマネジメント、住友化学株式会社、⼤⽇精
化⼯業、三笠薬品、ABC 建材、⽇植アグリ株式会
社、各農業協同組合、 豊国産業株式会社 他 

環境への貢献  

⽯灰⾃⾝が⽔酸化カルシウムであり、環境と⾝体
に優しい。さらにその⽯灰を⽤いて、産業廃棄物で
ある汚泥のリサイクルを環境に優しい独⾃技術で
⾏うことで、循環型社会の実現に貢献する。

今後の課題  

⽯灰製造業者として、⾼付加価値とリサイクルを
2 本柱に商品開発を⾏っている。⽯灰は素材として
多くの可能性を秘め、さまざまな分野での使⽤⽤途
が考えられる。顧客のニーズに合わせた製品化や共
同開発を⾏い、さらなる可能性にチャレンジしたい。 

知的財産権等取得状況  

・特許「⾼活性カルシウム多孔質体の製造⽅法」 

・特許「プラスチックス成形材料」 
 
 

企業概要         

創 業 年：昭和 9 年 1 ⽉ 10 ⽇ 
資 本 ⾦：4,000 万円 
従業員数：8 名 
事業内容：・⽯灰の製造並びに同製品の販売 

・⼯業薬品の仕⼊れ、販売 
・産業廃棄物、⼀般廃棄物の処理及び収集運搬 
・産業廃棄物、⼀般廃棄物のリサイクル事業 
・全各号に附帯する業務⼀切 

 

企業の環境への想い  

限りある⽯灰資源の有効利⽤に努め、
確かな技術と個性豊かなモノづくりで
社会に貢献します。地球環境に優しい
活動と技術開発を⾏います。 

吸 

引分離機       水処理装置     超高圧ポンプ 

 

 

昭和 63 年より「LIME TECH」計画として⽯灰製品の⾼付
加価値化に取り組んできた。さらに汚泥リサイクル技術も
確⽴し、循環型社会の実現をめざす。 
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その他 

 

『⽔⾯・⽔中の流出油を精密に、かつ安全に回収する油吸着資材「スミレイ」と装置』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：スミレイ（油吸着資材）、 
コプラシステム（油分吸着除去装置） 

技 術 名 ：油吸着資材「スミレイ」とそれを活⽤した油分吸着除去 
装置「コプラシステム」 

技術や製品の概要 ：スミレイ コーヒーかすをリサイクルし、特殊技術で炭化さ
せ、油の吸着性・疎⽔性・浮遊性を⾼めた。粒状のため、マ
ットやオイルフェンスなどへの封⼊が可能で、アレンジしや
すい。 

コプラ ⽔⾯に浮かべオイルを吸い上げるポンプ「スキマー」
と、吸い上げた⽔をろ過する「オイルフィルター」（ろ過槽）
のセット装置。オイルフィルターには油ろ過材として『スミ
レイ』を装着し、それに通⽔した処理⽔はそのまま放流でき
るのが特徴。 

 
住所 ： 岡⼭県岡⼭市南区藤⽥ 338-31 
URL： http://www.taniguti.co.jp 
代表者 ： 代表取締役 ⾕⼝ 隼⼈ 
担当者名：代表取締役 ⾕⼝ 隼⼈ 
電話 ： 086-296-5906 
ＦＡＸ ： 086-296-6507 
e-mail： info@taniguti.co.jp  

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

スミレイ コーヒーかすをリサイクルした炭化
物（親油性多孔質炭化物）。油（疎⽔性液体）
を強⼒に吸着し、⽔をはじき、⽔に浮かぶ、と
いう特徴は特異的であり、⼀般吸着材で全く吸
着できない界⾯活性剤混⼊の油や、油に混じっ
た PCB、ベンゼンなどの有害物資も⼀緒に吸着
回収できる。粒の⼤きさは 数μｍから３ｍｍ程
度であるが、⼤きめの粒を選別することも可能。
吸着孔の直径が⾮常に⼤きいのが特徴で、⼤量油分の吸着ができる理由。 

コプラ ⼤量の油膜をスムーズにかつ厳密に除去できるのが特徴。吸引ポンプ「スキマー」は、⽔と油の界⾯張⼒
の差を利⽤し、⽔を取り込む量を抑えつつ油膜を精密に吸引回収できる性能を可能にした。また、⽔中のゴミや
シルトによるフィルターの⽬詰まりも起こさせない「スラッジフィルター」を装着し、オイルろ過槽「オイルフ
ィルター」はスミレイの特性を⽣かし、⼤量の油膜を精密に除去できる。場所に合わせ、⼤⼩のサイズが選べる。 

優位性  

品質、安全性、低コスト 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 平成 15 年 10 ⽉ ⽇本吸着学会技術賞（スミレイ） 
� 平成 26 年 10 ⽉ ⽇本材料学会中国⽀部技術賞（スミレイ） 

 



技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

川、湖、⽤⽔路 

導⼊実績  

・スミレイ 年間１億円の販売⾦額 
・コプラ  ⼤⼿企業 ６件（発売 平成 22 年） 
 

環境への貢献  

河川などでの事故は頻繁に起こっており、流出し
た油の停滞、地中への浸透が多くみられる。油には
有害物質も混⼊しているため、それを確実に安全性
の⾼い技術で綿密に除去し、持続可能な社会の存続
に貢献している。 
 

今後の課題  

まだまだ⺠間企業への認知、取扱いが低く、吸着
塔として「スミレイ」を、⼯場や現場での対応に「コ
プラ」の取扱いを拡⼤したい。 
 

知的財産権等取得状況  

・スミレイ 特許第 3534553 号 

「油吸着材及び油吸着⽅法」 

・コプラ（スキマーについて）特許第 4261608 号 

「浮遊物回収装置及び浮遊物回収⽅法」 

企業概要  

創 業 年：昭和 61 年 4 ⽉ 
資 本 ⾦：3,500 万円 
従業員数：20 名 
事業内容：環境関連製品製造販売・卸売業  

 

企業の環境への想い  

市場にない新製品開発に今後も積
極的に挑戦していきます。持続可能
な社会に向けて、社会の様々な分野
へ環境保全に役⽴つ製品を提供して
いきます。 

 

吸 

引分離機       水処理装置     超高圧ポンプ 


