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1 仮設トイレ囲い 積水ハウス株式会社 42 移動式トイレ 株式会社鈴機商事

2 回転ドア 株式会社木村技研 43 エアテント型簡易トイレ装置 株式会社日本ビルダー

3 循環式浄化装置 株式会社クボタ 44 組立式トイレボックス スターライト販売株式会社

4 和式便所のための簡易洋式便器 黒澤　純子 45 バイオトイレ装置
株式会社　環境シーエスワ
ン

5 し尿処理方法及び装置
古川熱学エンヂニアリング
株式会社

46 簡易トイレ 有限会社サイトー

6 トイレブース用回転スライドドア コマニー株式会社 47
屎尿処理を微生物の発酵能力を利用
して行うトイレシステム

コスモ・エース工業株式会
社

7 組み立て式アーチ型簡易トイレ タマパック株式会社 48 仮設トイレ用照明装置 カヤバ工業株式会社

8 殺菌機構付き便室 株式会社木村技研 49 仮設小便用トイレ 大竹　房人

9 防災用組立式マンホールトイレ 三山工業株式会社 50
浄化槽及び浄化槽を利用した非常用ト
イレ装置。

遠藤　悦雄

10 組立式トイレボックス タマパック株式会社 51
エレベータ内部用水洗可能トイレユ
ニット

西村　雄治

11 トイレ装置 株式会社ワタナベ 52 仮設トイレ 日野興業株式会社

12 トイレ用表示システム 株式会社木村技研 53 仮設トイレ 日野興業株式会社

13 災害時用折り畳み式トイレ
株式会社ジーアイ・コーポ
レーション

54 水洗便所 桜井　敬

14 簡易トイレ 東上ガス株式会社 55 バイオトイレ 株式会社寺田鉄工所

15 簡易トイレ 株式会社木村技研 56 トイレブース 信越ユニット株式会社

16 簡易トイレ 株式会社木村技研 57 可搬型簡易トイレ マックス株式会社

17 トイレ装置
独立行政法人科学技術振
興機構

58 可搬型簡易トイレ マックス株式会社

18 微生物分解形水洗便所 水光金属株式会社 59 バイオトイレ 大央電設工業株式会社

19 微生物分解便槽 水光金属株式会社 60 し尿処理システム 株式会社ミカサ

20 簡易トイレ 株式会社木村技研 61 可搬型簡易トイレ装置 マックス株式会社

21 椅子型簡易トイレ ウチヱ株式会社 62
小用仮設トイレおよび仮設トイレユニッ
ト

株式会社淺川組

22 小便用簡易トイレ 伊逹　五郎 63 テント用伸縮フレーム 株式会社みつも

23 簡易トイレ 株式会社木村技研 64 セパレート便器 大央電設工業株式会社

24 仮設トイレ囲い 積水ハウス株式会社 65 便器付き非常用簡易トイレ 外口　和美

25 非常用トイレ 株式会社木村技研 66 トイレ装置 マックス株式会社

26 トイレ情報システム サンスペース株式会社 67
螺旋構造濾過方式による縦樋内壁面
雨水利用装置および災害時用水洗ト
イレ配水システム

渋谷　俊一

27 仮設トイレ 株式会社兼松ケージーケイ 68 移動式防臭水洗トイレ装置 大西　卓

28
仮設トイレの給水ポンプのポンプ補助
装置

株式会社ハマネツ 69 トイレ装置およびトイレシステム マックス株式会社

29 トイレ機能付き椅子 荒井　秀男 70 トイレシステム マックス株式会社

30 簡易トイレ 株式会社木村技研 71 排泄物処理装置
アンデー　ミンフェン　タン
グ

31
微生物を利用したリサイクルトイレシス
テム

高嶋　康豪 72 トイレ 鈴木　達雄

32 箱状簡易トイレ 泰正創帆株式会社 73 災害時にトイレとして使える植木鉢 原田　博

33 可搬式簡易トイレ 合資会社佐々木 74 非常用臨時トイレ屋舎
プレハブパネル工業協同組
合

34 仮設トイレ用囲い 株式会社兼松ケージーケイ 75 災害時用組立式トイレ 東光興業株式会社

35 組立式トイレ 株式会社ケンユー 76
糞便除去機能を具備したバイオトイレ
幼児落下防止装置

特定非営利活動法人小貝
川プロジェクト２１

36
屎尿処理槽内の汚水中の紙繊維質分
の除去方法、及びその装置

源田　義和 77 トイレユニット 織田村　哲夫

37 エレベータ内部用トイレユニット 西村　雄治 78 簡易トイレ 森　正道

38 トイレユニット
合資会社レールローダサー
ビス

79 エレベータ用椅子兼非常トイレ 株式会社トヨダプロダクツ

39 屋外トイレの施工基礎構造 株式会社クラフト 80 組立式箱型便所 伊藤　修

40 箱型組合せ便所 松田　玄房

41 簡易トイレ
有限会社渥美不動産アンド
コーポレーション 以下２点省略
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