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●平成26年における廃棄物の輸出の内容

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 14,103 ※             165,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 5,889 ※               30,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 3,500 ※               15,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 7,489 ※               76,999

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 51,958 ※               60,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 8,199 ※             115,200

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 0 ※               82,500

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 17,065 ※               50,400

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 40,630 ※               63,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 0 ※               50,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 3,713.63 ※               26,600

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 86,572 ※             106,400

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 4,034.32 ※               22,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 84,145 ※               87,500

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 0 ※               35,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 22,534 ※               54,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 14,371 ※               32,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 37,577 ※               48,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 89,634 ※               98,800

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 72,123 ※             120,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 55,714 ※               60,800

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 6,480 ※             140,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 3,925 ※               40,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 10,381 ※               84,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 23,833 ※             144,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 2,266 ※               13,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 15,218 ※               91,200

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 15,632 ※               49,240

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 0 ※               30,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 3,760 ※               26,400

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 11,447 ※               75,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料、混和材 香港 11,602 ※               16,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料、混和材 香港 30,757 ※               76,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 10,530 ※               17,160

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 34,971 ※               70,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 15,234 ※             105,000
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石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 13,200 ※               17,160

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 22,858 ※               70,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 8,095 25,800

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 23,137 27,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 64,063 76,999

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 12,402 66,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 0 17,500

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 41,092 128,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 6,109.12 22,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 10,386.03 24,300

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 6,870 38,400

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 13,097 21,600

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 6,233 31,500

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 58,184 140,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 36,749 60,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 6,800 17,500

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 26,436 80,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 7,830 40,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 40,413 144,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 2,490 13,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 42,044 133,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 24,554 49,240

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 23,123 91,200

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 2,410 30,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 34,286 105,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 4,000 26,400

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 6,388 51,600

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 37,360 165,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 18,531 120,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 9,003 16,200

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 34,101 75,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 33,966 115,200

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 27,597 50,400

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 14,039 84,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 香港 12,036 32,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 17,576 70,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料、混和材 香港 3,800 28,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料、混和材 香港 4,000 32,000

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料、混和材 香港 0 32,000
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石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 0 17,160

石炭灰 セメント製造の粘土代替原料 韓国 0 17,160

総　量 1,570,545 2,314,159

件　数 69 39

注）※の輸出案件は平成25年に輸出確認を得たものであるが、実際の輸出は平成26年中にも行われたため本表に掲載した。なお、
      総数及び件数には計上していない。


