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1
雑排水の油水分離分解処理方法及び
装置

桑嶋　博 36 排水処理方法及び排水処理装置 株式会社ダイヤテック

2 グリーストラツプ ホーコス株式会社 37 汚水処理装置 有信株式会社

3
食用油脂に対して分解能を示す微生
物及びその使用法

四国化成工業株式会社 38 排水浄化装置 株式会社エヌテック

4 排水中の油分の除去方法 田代　榮一 39 排水浄化装置 株式会社エヌテック

5 グリーストラツプ ホーコス株式会社 40 油分及びスカム回収・移送装置
株式会社メックインターナ
ショナル

6 グリ－ストラップ
株式会社ユニ・デ－タベ－
ス

41
油分処理装置及び排水中の油分の処
理方法

田代　榮一

7 グリ－ストラップ 東京シート株式会社 42
液状濃縮酵素による油脂含有廃液処
理装置

株式会社クレッセンドコーポ
レーション

8 含油排水の生物処理法 前澤化成工業株式会社 43 汚水浄化装置 新太陽化成株式会社

9 含油排水処理方法 前澤化成工業株式会社 44 厨房排水用処理剤供給装置 株式会社メイスイ

10 含油排水処理方法 前澤化成工業株式会社 45 廃水処理装置
積水プラントシステム株式
会社

11 酵素供給システム 株式会社サステナ 46 厨房排液の油脂分解脱臭装置 サンエイ工業株式会社

12
グリーストラップに対する活性バクテリ
ア供給システム

久野　忠彦 47 厨房排水の処理装置 昭和技研株式会社

13
油脂含有廃水の処理方法及び処理装
置

ユニチカ株式会社 48 油濁物回収装置
有限会社バイオクリーンシ
ステム

14 グリーストラップ ホーコス株式会社 49
含油排水のグリース阻集方法及びその
装置

有限会社クリーン化成

15 排水中の油分の除去方法及び装置 田代　榮一 50 汚水処理装置 有信株式会社

16 工場等の排水中の排油処理装置
三井金属スタッフサービス
株式会社

51
グリーストラップ清掃方法およびグリー
ストラップ清掃装置

株式会社ナウテック

17 油脂処理装置
コンドーエフアルピー工業
株式会社

52 排水処理システム 株式会社日本ピット

18 厨房排水の浮上グリス回収装置 日本道路公団 53
グリーストラップ油脂類分解浄化システ
ム

馬渕　太郎

19 汚水処理方法 日和田電子株式会社 54
家庭用排水油脂分解浄化方法とその
装置

有田　啓二

20 活性化バクテリヤ供給装置 コロナ技研工業株式会社 55
液状濃縮酵素によるグリーストラップの
油脂分解材

株式会社クレッセンドコーポ
レーション

21 廃水処理装置
積水プラントシステム株式
会社

56
グリ－ストラップに貯留された排水中の
油脂の分解方法及びグリ－ストラップ
装置

株式会社　メンテックカンザ
イ

22 廃水処理装置
積水プラントシステム株式
会社

57 厨房排水用処理剤供給装置 株式会社メイスイ

23 排水中の油脂分離、分解処理装置 伸和工業株式会社 58 排水設備仮設装置 有信株式会社

24 厨房排水処理方法 三井造船株式会社 59 油含有廃水の処理方法及びその装置 株式会社日本水処理技研

25 廃水処理装置
積水プラントシステム株式
会社

60
液状複合酵素による業務用食器洗浄
器を利用したグリ　ーストラップとその付
帯設備の洗浄及び油脂分解材

株式会社クレッセンドコーポ
レーション

26 廃水処理装置
積水プラントシステム株式
会社

61 排水油脂分解浄化装置 有田　啓二

27 厨房床排水用浄化装置 株式会社メイスイ 62 油水分離方法とその装置 増尾　錦一郎

28 油濁物処理方法及びシステム コロナ技研工業株式会社 63
油脂消化バクテリア供給具および油脂
消化バクテリアの供給方法

有限会社バイオクリーンシ
ステム

29
薬液のグリーストラップへの自動供給
装置

ユニバース開発株式会社 64 微生物混合物および油脂分解方法
株式会社エス・ケイ・ティ研
究所

30 下水道放水用排水処理方法
アルファエンジニアリング株
式会社

65 油脂分解装置
株式会社エス・ケイ・ティ研
究所

31
グリーストラップ内の油性分処理方法と
その装置

ジャパンライトサービス株式
会社

66 気体制御型定量液体供給装置 コロナ技研工業株式会社

32 油脂分含有廃水の処理方法 株式会社日本水処理技研 67
槽の水中に酸素を溶け込ませる装置
及び方法

株式会社チェリー

33 油分除去機能を備えた集水溝構造 ミヤケン工業株式会社 68 油脂含有排水の処理装置 三菱化工機株式会社

34 含油排水の処理設備 日東機械株式会社 69
含油排水処理用のバクテリアの再活性
化装置

日東機械株式会社

35 廃水の処理方法 田代　榮一 70 バクテリアネスト 臼田　光宏
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