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   (주)포스벨은 폐기물 자원화 및 에너지화 분야의 선별시스템을 연구 . 개발 . 제작 . 상용화 하는 환경플랜트
전문기업입니다. 국내 . 외 수많은 매립지정비공사와 건설현장의 불법매립폐기물 처리공사를 통하여 획득한 
선별 KnJKVHDSLKJV;SDJVNS;JGVS;LVMLS;BMJSFO;GKJSL;GMSLBJS:LBMSLMK:RG
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ow를 바탕으로 고객과 소통하는 양방향적 기술개발과 사업화를 동시에 수행하고 있습니다.

   특히, 환경부 차세대 핵심환경기술개발사업의 주관연구기관으로 선정되어 해외기술과는 차별화된 현장
중심의 "지역별 폐기물 성상 등  따른 생활폐기물전처리시스템(MBT)" 과 "순환형매립지정비시스템(SLR)" 
등을 국산토종기술로 개발하였으며, 다양한 국내 . 외 산업재산권과 환경신기술을 획득하여 하였습니다. 
11년 현재, 환경부 차세대에코이노베이션기술개발사업인 "이동식 매립지 정비 및 선별 가연물의 연료화 
시스템" 의 연구개발을 수행하고 있으며, 이를 바탕으로 매립지의 순환적 사용과 폐기물의 에너지회수가 
가능한 기술을 확보함으로써 폐기물 재활용 및 에너지화 분야의 세계최고의 기술 경쟁력을 갖출 계획입니다. 

   지금까지 (주)포스벨은 이러한 우수기술을 통하여 "06년 일본 아오모리현 매립지정비 시범사업을 시작으
로 해외 선별공사와 폐기물선별시스템 수출을 성공적으로 수행하였으며," 10년 지구반대편인 브라질 에너
지아엠비엔탈社와 환경플랜트 수출계약을 체결하는 등 국내 . 외 약 100여건 이상의 사업화 실적을 달성하
였습니다. 현재는 "재활용폐기물선별시스템(MRF)" 과 "건설폐기물 연료화시스템(CWER)" 등으로 기술개발과 
사업영역을 넓혀가고 있으며, 국내의 지속적인 사업화 뿐만 아니라 일본, 미국, 중국, 베트남 등 동남아시아
와 브라질 등 남미의 해외시장 진출을 통하여 한국 환경기술의 우수성과 세계화에 앞장서고 있습니다.

   저희  (주)포스벨은 폐기물 자원화 및 에너지화 분야의 선도기업으로서 미래자원순환형사회 구축에 일조
하고, 생활폐기물 문제를 완벽하게 해결하기 위한 최상의 Solution을 제공하여, 다음세대에 깨끗한 지구환
경을 물려주기 위해 아낌없이 노력하는 기업이 되 .
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  ECO-Company putting the environment in its perspective

ごあいさつ

(株)フォスべルは廃棄物資源化、及びエネルギー化分野の選別システムを研究、開発、製作
をし商用化する環境プラント専門企業です。国内、国外の多くの埋立地の整備工事と建設現
場の不法埋立廃棄物の処理工事を通じ、獲得した選別ノウハウをもとに顧客とコミュニケーシ
ョンを図り双方的な技術開発と事業化を同時に実行しています。

特に、環境部門次世代核心環境技術事業の主管研究機関と選定され海外技術との差別化
された現場中心の、地域別廃棄物性状などに応じた『生活廃棄物前処理システム(MBT)』と
『循環型埋立地整備システム（SLR)』などを韓国固有の技術に開発し、様々な国内・外の産業
財産権と環境新技術を獲得しました。2011年現在、環境部次世代エコイノベーション技術開発
事業である移動式埋立地整備及び選別可燃物の燃料化システムの研究開発をしており、これ
をもとに埋立地の循環的使用と廃棄物のエネルギー回収が可能な技術を確保することにより
、廃棄物再活用及びエネルギー化分野の世界最高の技術競争力を備える計画です。

現在まで(株)フォスベルはこのような優秀技術を通じ、2006年日本青森県埋立地整備モデル
事業をはじめ、海外選別工事と廃棄物選別システムの輸出を成功させ、2010年には地球の
裏側であるブラジルEnergia embiental社と環境プラント輸出契約を締結するなど、国内・外と
にて100件あまりの事業化実績を達成させました。現在は、『リサイクル廃棄物選別システム
（MRF)』と『建設廃棄物エネルギー化システム（CWER)』などの技術開発と事業領域を広げて
おり、国内の持続的な事業化だけではなく、日本・アメリカ・中国・ベトナムなどの東南アジア、
またブラジルなどの南米の海外市場への進出を通じ韓国環境技術の優秀性と世界化に先駆
けています。

私たち（株）フォスベルは廃棄物資源化、及びエネルギー化分野の先導企業として未来資源
循環社会構築をサポートし、キレイな地球環境を継承する為に惜しげもなく努力する企業に
なります。

　　　　　　

代表理事　ナ・キョンドク

廃棄物の資源化、及びエネルギー化の技術分野を先導し
低炭素、グリーン成長を実現する『環境専門企業』



信頼と約束をもとに顧客に最適なソリューションを提供し
廃棄物資源及び、エネルギー化を先導するグローバルグなグリーンリーダーになります

      
       

Global Leader in Waste to Energy & Recycling   
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10 法人設立（会社名：（株）フォスベル） 2000

06 環境新技術第52号、検証第45号獲得（環境部）   
06 国家次世代核心技術開発企業　主管機関選定（環境部）   
07 新技術開発ベンチャー企業指定（中小企業庁）   
10 工事及び本社竣工、法人移転（京畿道安養市→京畿道華城市）      

2002

01 企業敷設研究所設立 
11 土工工事業登録（華城市） 
11 機械設備工事業（華城市）  

2003

04 国家次世代核心技術開発　統合課題　主管機関選定（環境部）

11 環境部新技術大賞　国務総理賞受賞

2007

08 日本リバイブ社選別機輸出2008

05 ブラジルPalocci購入意向書締結2009

01 環境新技術認証第302号（環境部） 
03 ソウル市中浪廃棄物中間処理施設工事

04 ブラジル環境プラント輸出契約

10 低炭素グリーン成長国民表彰受賞（行政安全部） 
11 新社屋及び第2工場登録（華城市麻面道）

2010

05 エコイノベーション技術開発事業主管機関選定（環境部） 
08
12

木浦日本市環境センター建立事業、生活廃棄物前処理施設契約
2011

04 中小企業技術開発　企業指定（中小企業） 
10 環境部長官受賞（2回） 
11 ISO9001、ISO14001獲得

2004

2006

09 日本埋立ゴミ処理師範事業実行

12 イノビズ＆ベンチャー企業選定

12 日本東電通社埋立廃棄物選別機輸出及び技術料契約

ビジョン及び沿革  

ECO-Company putting the environment in its perspective

2.
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日本（株）アルコム社廃棄物選別機械輸出 代理店契約
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主要事業分野

Step1 研究

Research

Step2 設計

Design
Step3 製作

Production

Step4 設置

Instaiiation
Step5

試運転及び最適化  
trial running and
optimization

建設廃棄物エネルギー化事業（CWER)

リサイクル廃棄物選抜事業（MRF)

生活廃棄物前処理事業(MBT)

循環型埋立地整備事業（SLR）

研究開発（R＆D) 2011年 - 移動式埋立地整備及び選別可燃物燃料化実証研究
2007年 - 地域別廃棄物の性状による種類別MBTシステム開発
2002年 - 埋立地高効率選別・リサイクルシステム開発

 

 



③

家庭などで発生した生活廃棄物の機械的選別処理（MT)を通じ資源化、及びエネルギー
化可能な物質に分離し廃資源の新しい価値を向上し埋立ガスや侵出水などの環境汚染
の誘発物質を事前に生物学処理(BT)にて安定化させ埋立と焼却量を低減し環境汚染物
質を最小限化する技術

・生活廃棄物の資源化とエネルギー化技術
・埋立、及び汚染物質発生の最小化
・韓国固有の技術で選別効率と経済性の確保

 
     

 

  
 
 

① 茂朱、鎮安郡前処理施設（80ton/day)
② 木浦市環境エネルギーセンター(230ton/day)
③ （株）フォスベルMBT施設（100ton/day)など

 
  

 

MBTMechanical Biological Treatment

生活廃棄物の前処理事業化＆可燃性廃棄物の燃料事業化
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①

②
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3.
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分

野

Zero Waste Socjety 構築の為の廃棄物築の資源化とエネルギー新技術
New Waste to Energy & Recycling Technology to Establisha  Zero Waste Society

木浦市環境エネルギーセンター



④
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①

②

③

① 江原道平昌郡大和衛生埋立地（80㎥/hr)
② 日本(株）リバイブ（100ton/day)(80㎥/hr)
③ 全州市西部新市街地選別工事(80㎥/hr)
④ 日本（株）東電通（80㎥/hr)

SLR
循環型埋立地整備工場

ECO-Company putting the environment in its perspective

使用中、または古い埋立地の廃棄物を再掘削、再処理、選別するこによりリサイクル
エネルギー化可能な物質などに分類し、選別の結果のリサイクルやエネルギー化す
る過程を通じて確保された埋立地を循環的に使用可能にする技術

・生活廃棄物の資源化、及びエネルギー化技術
・埋立地の循環的な使用可能
・韓国固有の技術で選別効率、及び経済性の確保
・100件あまりの事業化実績

 
 

埋立地の循環的な使用と埋立廃棄物の資源化、及びエネルギー化を可能にする技術

3.
主

要
事

業
分

野

A New Technology that Takes Sustainablely Circulating Landfills, and Recycling and Energy Recovery of MSWs Possible 

日本青森県生活埋立廃棄物整備事業

Sustainable Landfill Reclamation
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①

① ソウル市中浪廃棄物中間処理施設（30ton/day)など
② 中浪リサイクル廃棄物投入全景

 
 

MRF

ECO-Company putting the environment in its perspective

リサイクル廃棄物選別事業
家庭などから回収されたリサイクル対象廃棄物をリサイクル種類別かつ高精度に
選別しリサイクル率を向上する技術

・リサイクルゴミの前処理技術確保
・リサイクルゴミの精密選別可能
・韓国固有の技術で選別効率及び経済性確保

 

3.
主

要
事

業
分

野

最適なシステムで構成された特注式リサイクル選別新技術
Top New System based on the Optimal technology

ソウル市中浪区中浪破棄物中間処理施設

②

Materials Recovery Facility



③

②
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①

① 忠清北道昌原郡建設廃棄物処理施設（200ton/day)
② 京畿道龍仁建設廃棄物処理施設（200ton/day)
③ 忠清北道陰城郡建設廃棄物処理施設（200ton/day) 

CWER

ECO-Company putting the environment in its perspective

建設廃棄物エネルギー化事業
建設現場などで発生した混合廃棄物を循環骨材とエネルギー化可能な物質に分離し廃資源
の価値を向上させ埋立、焼却量を低減し環境汚染物質の発生を最小化する技術

・建設廃棄物の資源化とエネルギー化技術
・建設廃棄物の新しい処理方法の提示
・韓国固有の技術で選別効率と経済性の確保

   

建築廃棄物のエネルギー化、及び資源化の新技術
Top New International technology that Leads C&D Waste to Energy & Recycle

3.
主

要
事

業
分

野

建設廃棄物循環骨材生産施設

C&D Waste to Energy & recycle Facility
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破袋装置
多様なゴミ袋の破袋

自動投入ホッパー装置
埋立廃棄物の定量投入

機械式可燃性分離装置
可燃物の選択的分離

機械式可燃性分離装置
埋立混合廃棄物の可燃物選択的分離

01. 磁力選別装置：磁力を利用し金属類選別
02. 可燃物純度向上装置：可燃物純度の向上の為の乾燥
03. Fluff RDF生産装置：可燃物を破砕しFluff RDF生産
04. Fluff RDF圧縮包装装置：Fluff RDF自動圧縮
05. その他：ベルトコンベアー、コンベアーチェーン

トルネード吸入装置
音圧（-)式暖流トルネード微細可燃物
類吸入選別

01.振動バースクリーン装置：階段式バーと振動スクリーンで粒度及び層分離
02.光学選別装置：近赤外線を利用し自動PVC選別及びリサイクル用品選別
03.渦流選別装置：電磁気力を利用し非鉄金属非選別
04.磁力選別装置：磁力を利用し鉄、金属類選別
05.Fluff RDF生産装置：可燃物うぃ破砕しFluff RDF生産
06.メーターリングドラム：廃棄物投入量を一定に供給
07.その他：ベルトコンベアー、コンベアーチェーンなど

トロンメルスクリーン装置
食品などの生分解性有機物質粒度分離

トロンメルスクリーン装置
埋立混合廃棄物の土砂類粒度分離

振動層分離装置
階段式バー適応で層の分離

土砂精密分離装置
土砂類有機異物質分離

サンフラワーディスク装置
食品など生分解有機物質粒度分離

 

FORCEBEL

FORCEBEL
SLR System

ECO-Company putting the environment in its perspective

廃棄物選別核心装置 埋立廃棄物選別核心装置

4.
選

別
核

心
装

置
 



固形燃料

リサイクル用品選別 循環型埋立地寿命延長

循環骨材及び固形燃料生産

住宅及び住居団地造成 MBT
01. 茂朱・鎮安前処理施設
CWER
01. 韓国道路公社　忠州支社建設廃棄物　委託処理工事
02. 大邱研経地区　建設廃棄物処理工事
03. 空軍士官学校　建設廃棄物処理

100件あまりの事業実績を保有  

SLR
01. 東部埋立場再選別工事
02. 麗水市萬興不衛生埋立場整備工事の内、廃棄物選別工事
03. 南楊州市別内地区の宅地開発造成工事（1工区）の内、埋立廃棄物処理事業

100件の事業化実績を保有

 

 
 

1. 生活廃棄物前処理事業＆可燃物燃料化事業 1. 循環型埋立地整備事業

木浦市環境エナジーセンター

ワールドカップ競技場内埋立廃棄物
　　　　　　　選抜・掘削事業

 ワールドカップ競技場及び公園造成

2. リサイクル廃棄物選別事業 2. 使用終了埋立地寿命延長事業

ソウル市中浪廃棄物中間所施設 平昌大和衛生埋立場寿命延長事業

3. 建設廃棄物エネルギー化事業 3. 使用終了埋立地整備事業

4. 不法埋立廃棄物処理事業

華城市東灘建設廃棄物処理事業

再利用埋立地造成北済州郡衛生埋立場　再利用事業など
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FORCEBEL

FORCEBELMBT System 全州市西武新市街地選別工事

ECO-Company putting the environment in its perspective

廃棄物選別事業実績 埋立廃棄物選別事業実績

5.
事

業
実

績
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国内特許

2010 低炭素グリーン成長大統領褒章
2009 海外輸出優秀企業選定（環境部）
2007 環境技術賞国務総理賞
2004 環境部長官受賞

    

イノビズ及びベンチャー企業 その他

環境新技術ISO 14001・9001 海外特許

Continuous Research & Development for Waste to Energy & Recychling
            A Better Technology, A Better Environmennt, A Better World

                                                                         WWW.forcebel.co.kr

ECO-Company putting the environment in its perspective

特許及び認定書

国内受賞及び表彰
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（株）フォスベルは海外輸出事業の活性の為に日本、中国、ベトナムなどの東南アジア、そしてアメリカ、ブラジル
などの南米、及びヨーロッパなどの廃棄物処理技術分野の様々な経験のある専門家とエージェンシーと協力をし
環境プラント事業化を徐々に拡大しています

  

Taiwan

China

Mongol

Iraq

Spain

Turkey

Egypt

Vietnam

Srilanka

進行中 

本社

法人

設計/営業本部

・Address：京畿道安山市常緑区二洞 636-4番地
・Tel：031-405-0066/Fax：031-405-2132

 

本社/プラント事業本部/工場/研究所

・Address：京畿道華城市麻面青園里203-6番地
・Tel：031-355-0006/Fax：031-355-0183
・E-mail：forcebel@hanmail.net

 
  

アメリカ法人（Boston E Lab)

・Address：750Main Street,SE#1,Winchester,MA01890
・Tel：781-369-1556
・E-mail：info@bostonelabinc.com

 
 

日本（株式会社アルコム）

・Address：京都市南区東九条南烏丸町23-1番地
　　　　　　　KM第2ビル302号
・Tel：075-682-3715/Fax：075-682-6089
・E-mail：info@alcom-japan.com

ブラジル法人（IPDI) 
・Address：20030-001,Av,Garaca Aranha,226gr 
              704Centro,Rio de Janeiro-RJ,Brazil
・Tel：55-21-2544-1158/Fax：55-21-2544-1158
・E-mail：chanklee@ipdi.org.br

 
  
 

本社/プラント事業本部/工場/研究所

FORCEBEL

アメリカ法人（Boston E Lab) 

ブラジル法人（IPDI)

　日本 
（株式会社アルコム） 

ECO-Company putting the environment in its perspective

国内・外ネットワーク
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