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1 盲導犬用水洗便所 三谷　正道 45 尿処理装置 正和電工株式会社

2 ユニットトイレ 源田　義和 46 簡易トイレおよびトイレ用防熱部材 株式会社エクセルシア

3 消臭装置
株式会社レンタルのニッケ
ン

47
マンホールトイレ用の汚物回収具及び
その保管方法

大阪府

4 仮設トイレ用のブラインド 株式会社兼松ケージーケイ 48 尿便分離装置およびトイレ 池田　健一

5 非常時用トイレ構造 馬場　連男 49 フィルタユニット及び液体処理装置 鈴木　了

6 非常時兼用トイレ構造 馬場　連男 50 簡易トイレ及び非常用トイレ設備 株式会社エス・エヌ・エイチ

7 非常用トイレ施設 永和国土環境株式会社 51 給水装置 永和国土環境株式会社

8 物置、物置用トイレキット 飯高　友之 52 仮設トイレ 有限会社山城器材

9
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 53 簡易トイレ 株式会社　イトウ

10 トイレ装置 マックス株式会社 54 トイレ装置 マックス株式会社

11 トイレの糞尿処理装置
ミレ　インダストリアル　シス
テムズ　カンパニー　リミテッ
ド

55
排出ホースおよびこれを使用したトイレ
システム

マックス株式会社

12 災害用仮設トイレ 高橋　英明 56 簡易トイレ装置およびトイレ装置 マックス株式会社

13 トイレシステム マックス株式会社 57 トイレ装置 マックス株式会社

14 トイレシステム マックス株式会社 58 新型トイレ 野田　末太郎

15 トイレシステムおよびその使用方法 株式会社東洋製作所 59 水処理システム、排水桝、水処理方法 フジクリーン工業株式会社

16 トイレシステム マックス株式会社 60 汚水処理装置及び汚水処理方法 株式会社瑞穂

17 簡易トイレ 株式会社共成レンテム 61 仮設トイレ用配管装置 ダイカポリマー株式会社

18 廃物自然処理建造物 株式会社サンフェイス 62 仮設トイレ用配管装置 ダイカポリマー株式会社

19 圧送装置付き衛生機器 株式会社アイ・ファクトリー 63 自己処理型のトイレ装置 株式会社　山有

20 非常用折畳式トイレ
株式会社ジーアイ・コーポ
レーション

64 仮設トイレ 中国電力株式会社

21 連結具 マックス株式会社 65 仮設トイレ 中国電力株式会社

22 分離ユニット 鈴木　了 66 ポータブルトイレ
ジンソウン　モバイル　カン
パニー　リミテッド

23 バイオ処理装置 鈴木　了 67 非常用トイレ ツィーグラー，ルッツ

24 水処理装置 鈴木　了 68 炭化トイレ 株式会社ケイエム環境

25 水洗トイレ 鈴木　了 69 処理材付きトイレ装置 日本セイフティー株式会社

26 臭突構造 積水ハウス株式会社 70 簡易トイレット 東亜安全施設株式会社

27 処理槽およびトイレ オーループ有限会社 71
仮設トイレおよび仮設トイレにおける
ロック手段

有限会社ライジングファー
ム

28
車載移動式木造建屋一体型仮設簡易
水洗トイレ

株式会社リンデンバウム遠
野

72 緊急時用シェルター カネパッケージ株式会社

29
組立式簡易シャワ－ル－ム（トイレ仕様
可）

花畑　厚 73 可搬型便器 有限会社よし企画

30 大・小便自動分別式トイレ 水津　慎吾 74 簡易トイレ 森　正道

31 簡易式便器および簡易式便所 冨山　みち子 75 折畳み式簡易便器 株式会社みつも

32 災害時にトイレとして使える植木鉢 原田　博 76 乗用車用トイレ・バスユニット 中村　哲夫

33 簡易折畳式フレーム構造体 有限会社三永技研工業 77 和式便器用汚物受け具 株式会社アオノ

34 水流を利用した風車型消臭装置 株式会社丸丙 78 簡易トイレ 上平　光治

35
粉砕圧送装置および簡易トイレシステ
ム

マックス株式会社 79 簡易トイレとして使える段ボール箱 川西　正人

36 簡易トイレ装置 マックス株式会社 80 仮設トイレ 山本　達雄

37 簡易トイレ まいにち株式会社

38 簡易トイレ まいにち株式会社

39 尿浄化装置及びバイオトイレ装置
株式会社　環境シーエスワ
ン

40 屎尿分離便器及び共同トイレ設備 株式会社ＩＮＡＸ

41 間仕切りユニット 有限会社旭新

42 公衆トイレ用発電システム
株式会社ＮＴＴファシリ
ティーズ

43 防災倉庫 有限会社モリネット

44 仮設トイレ用照明装置 カヤバ工業株式会社
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