
フリーワード検索に必要なワードの登録例 

 

ワード登録は、「さんぱいくん」の ID・パスワードでログインして、「優良さんぱい

ナビを登録・編集する」から行います。 

 

※下記はあくまでも登録例であり、各社で受入可能な廃棄物に関連するワードのみ登録

してください。 

 

○建設 

建設廃棄物 建廃 建設副産物 建設混合廃棄物 混廃 アスファルト コンクリー

ト アスコン がれき レンガ 建設発生木材 伐木材 除根材 再生骨材 パッキ

ンくず コーキングくず ビニールパイプ ビニールシート ボルト 番線くず  

解体 型枠 畳 じゅうたん カーペット 石膏ボード ウエス 木くず 汚泥 建

設汚泥 石膏ボード 岩綿吸音板 軽量気泡コンクリート ALC ロックウール製品 

断熱材 グラスウール ケイ酸カルシウム板 けい酸カルシウム板 ビニル系床材 

木質系ボード 発泡ポリスチレン プラスチック製容器 消火器 タイルカーペット 

ユニットバス 梱包材 アルミサッシ スチールサッシ  

 

○医療 

医療廃棄物 医廃 脱脂綿 紙おむつ 血液 血清 血漿 体液 臓器 ガーゼ 包

帯 ギブス ギプス ディスポーザブル 血液製剤 全血製剤 血液成分製剤 メス 

シャーレ アンプル バイアル ピンセット 注射器 注射針 注射筒 体温計 血

圧計 試験管 ダイアライザー カテーテル 透析回路 輸液点滴セット 手袋 血

液バッグ リネン 検体標本 アルコール キシロール クロロホルム レントゲン

定着液 ホルマリン レントゲン現像廃液 血液検査廃液 レントゲンフィルム X線

フィルム エックス線フィルム ビニルチューブ ビニールチューブ 塩ビチューブ 

ゴムくず ベッド ベット ギブス用石膏 ギプス用石膏  

 

○汚泥 

・有機汚泥 

 厨介 屎尿 浄化槽 下水 集落排水 食品 醸造廃液 染色 染料 農薬 農協 

漁協 市場 製紙 ペーパースラッジ 堆肥 コンポスト 園芸資材 緑地化 緑

地還元 緑化 土壌改良材 

・無機汚泥 

 建設 浄水場 上水 めっき廃液 メッキ廃液 製紙 ペーパー スラッジ 濃縮 

脱水 フィルタープレス 遠心 ベルトプレス スクリュープレス 乾燥 焼却 

焼成 溶融 路盤材 骨材 二次製品 ビルピット汚泥 カーバイトかす ベント

ナイト汚泥 

 



○廃油 

鉱物性油 動植物性油 潤滑油 絶縁油 洗浄油 切削油 タールピッチ 含油廃水 

油泥 固形廃油 劣化廃油 研磨廃油 油圧動作廃液 脱脂洗浄廃液 廃グリース 

塗装廃液 洗浄廃油 洗油 有機溶剤 油スラッジ トルエン キシレン メタノー

ル イソプロピルアルコール IPA 酢酸エチル アセトン MEK トリクロロエチレ

ン 鉱物油 天ぷら廃油 

（以下、特別管理産業廃棄物 廃油）揮発油類 灯油類 軽油類 

 

○廃酸 

写真定着廃液 廃硫酸 廃塩酸 有機廃酸 牛乳 ミルク 炭酸飲料 

 

○廃アルカリ 

写真現像廃液 廃ソーダ液 金属せっけん廃液 クーラント液 

 

○廃プラスチック類 

硬質 軟質 合成樹脂くず 合成繊維くず 合成ゴムくず 合成高分子系化合物 ポ

リ塩化ビニル PVC ポリ酢酸ビニル PVAC ポリビニルアルコール PVAL ポリビニ

ルブチラール PVB ポリスチレン PS ABS ポリメタクリル酸メチル PMMA ポリ

フェニレンオキシド PPO ポリウレタン PUR アイオノマー セルロースプラスチ

ック ポリエチレン PE PEHD PELD ポリプロピレン PP ポリアミド PA ポリ

カーボネート PC ポリアセタール POM ポリフェニレンサルフィド PPS ポリ塩

化ビニリデン PVDC ポリエチレンテレフタレート PET フッ素樹脂 ポリ四フッ化

エチレン PTFE フェノール樹脂 PF 木粉充填 ユリア樹脂 UF α-セルロース充

填 メラミン樹脂 MF 不飽和ポリエステル UP ジアリルフタレート樹脂 PDAP 

ガラス繊維充填 エポキシプラスチック EP シリコーンプラスチック SI アルキ

ッド樹脂 ALK ポリイミド PI ポリアミノビスマレイド PABI カゼイン樹脂 フ

ラン樹脂 パイプ 波板 電線被覆 レザー フィルム 接着剤 塗料 紙加工剤 

繊維仕上げ 安全ガラス中間膜 プリント配線用 雑貨 家電部品 シート 共重合

原料 電気部品 車両 機械部品 看板 照明カバー 建材 自動車部品 電気部品 

電子部品 事務機器部品 工業部品 発泡製品 容器 パイプ 多層シート ブロー

製品 酢ビ 輸送機械 通信機械 医療機器部品 食品機器部品 摺動部品 繊維 

ろ布 食品用フィルム テープ 食品容器 化学部品 シール材 絶縁材料 化粧板 

食器 キャップ 繊維加工材 紙加工 FRP成形品 ボタン 変性用原料 電気絶縁材

料 コーティング 難燃成形材料 耐熱フィルム ワニス 耐食用ライニング 積層

成形品 タイヤ 

 

○廃タイヤ 

更正タイヤ 防舷材 魚礁 土止め 浮き灯台 浮き消波堤 遊戯具 床材 タイヤ 

マット ベルト スポーツ床舗装 ゴルフ場経路舗装材 鉄道のバラストマット 舗



装路 プールサイド用ラバーブロック アスファルト舗装材 灌水用ホース 屋根材 

自動車用泥よけ カーボンブラック セメント原燃料 金属製錬 ボイラ  

 

○木くず 

パルプ 輸入木材 木材片 おがくず バーク パレット チップ 製紙原料 ボー

ド原料 堆肥原料 マルチング材 土壌被覆 防熱 保温材料 包装材料 パーティ

クルボード PB ファイバーボード 中質繊維板 MDF 硬質繊維板 軟質繊維板 合

板 成型物 木片セメント板 鋸屑ブロック 繊維壁材 小物製品 割り箸 折り箱 

曲輪 木箱仕切板 木質粉 合成樹脂成形粉基材 蚊取線香充填剤 リノリュウム充

填剤 窯業用 珪藻土こんろ イソライトレンガ コルク オガライト オガタン 

木材チップ 糖化物 活性炭 木酢酸 タンニン フラボノイド サリジン 堆肥 

土壌改良材 飼料 食用きのこの培養 

 

○ばいじん 

集じん施設 集じん機 セメント混和剤 コンクリート混合剤 セメント製造原料 

道路材 路盤材 土工材 地盤改良材 建設材 骨材 農業用資材 肥料 土壌改良

材 海洋構造物 人工漁礁 乾式用脱硫材 人工ゼオライト製造原料 防錆塗料 

 

○ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず 

板ガラス 製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず インターロッキングブロッ

クくず レンガくず 廃石膏ボード セメントくず モルタルくず スレートくず 

 

○鉱さい 

鋳物廃砂 電炉等溶解炉かす ボタ 不良石炭 粉炭かす 

 

○PCB 

ポリ塩化ビフェニル ぽりえんかびふぇにる PCB汚染物 PCB処理物 微量 低濃度 

無害化 大臣認定 トランス コンデンサー コンデンサ 蓄電器 電力用コンデン

サー 電力用コンデンサ 変圧器 安定器 OFケーブル 脱塩素化分解 水熱酸化分

解 還元熱化学分解 光分解 プラズマ分解 水熱酸化分解 還元熱化学分解 機械

化学分解 溶融分解 分解 溶剤洗浄 分離 水銀灯安定器 ウエス インナー手袋 

塗膜くず 廃油 真空加熱 感圧紙 汚泥 計器用変成器 リアクトル 放電コイル 

電圧調整器 整流器 開閉器 遮断器 中性点抵抗器 抵抗器 避雷器 キュービク

ル 

 

○アスベスト（石綿） 

アスベスト 廃石綿等 石綿含有産業廃棄物 石綿保温材 断熱材 耐火被覆材 吹

付け石綿 吹き付け 吹きつけ ふきつけ 石綿 いしわた せきめん ロックウー

ル吸音天井板 スレート スレートボード スレート波板 Pタイル ピータイル 住



宅屋根用化粧スレート 

 

○シアン化合物 

シアン化合物 銅めっき 銅メッキ 亜鉛めっき 亜鉛メッキ カドミウムめっき 

カドミウムメッキ 合金めっき 合金メッキ めっき メッキ 電解脱脂液 ニッケ

ルはく離液 滲炭 窒化廃液 タフトライド廃液 アクリロニトリル廃液 コークス

炉廃液 CN化合物 

 

○水銀 

温度計 圧力計 医薬 水銀灯 水銀塩類 冶金 触媒 陰極剤 試薬 顔料 エッ

チング剤 防腐剤 水銀体温計 水銀血圧計 蛍光灯 蛍光管 廃蛍光 ＨＩＤラン

プ 乾電池 ボタン電池 小型二次電池 充電式電池 にじでんち アマルガム 水

銀含有農薬 ワクチン防腐剤 水銀スラッジ けいこう でんち 

 

○レアメタル 

ニッケル クロム タングステン マンガン インジウム セリウム ガリウム タ

ンタル ネオジム ジスプロシウム リチウム コバルト タングステン バナジウ

ム プラチナ 特殊鋼 液晶 電子部品 小型モーター 二次電池 超硬工具 排ガ

ス浄化設備 スカンジウム イットリウム ランタン プラセオジム プロメチウム 

サマリウム ユウロピウム ガドリニウム テルビウム ホルミウム エルビウム 

ツリウム イッテルビウム ルテチウム  

 

 

 

【注意事項】 

・登録ワード数は、最大 500ワードまでです。 

・初期状態（デフォルト）では、会社名、本社所在地、事業所名称、許可番号、許可を

受けた廃棄物の種類が登録されています。これらに加えて、自社の特長、得意とする

処理を表すワードを入力すると効果的です。商品名（固有名詞）ではなく、一般的な

名称（普通名詞）で登録してください。 

・登録ワードの廃棄物は、貴社が保有する許可で処理可能な範囲内に収まっている必要

があります。不明点等がある場合には所管自治体にお問合せください。 

 


