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1 テント用伸縮フレーム 清瀬　美代子 41 バイオトイレの尿処理機構 田井　忠誼

2
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 42
清掃機能付き床材、この床材と組合せ
た便器ならびに便器組体

菅波　正次

3
災害非常時や、野外、車内等で、人に
見られずできる折畳み携帯トイレ

丸山　淑子 43
エレベータのかご閉じ込め時不安緩和
装置

三菱電機ビルテクノサービ
ス株式会社

4
簡易トイレ用消臭装置および消臭装置
付き簡易トイレ

成和サプライ株式会社 44 マンホール用便座装置 株式会社アオノ

5 バキューム式トイレ装置 中谷　進 45 便所システム 高谷　恵子

6 糞尿処理装置 木賊　茂男 46 非常用ボックス 株式会社ケ－・ジ－・マーク

7 仮設トイレ用配管構造 クボタシーアイ株式会社 47 野外トイレ用スカート 樋本　訓子

8 仮設トイレ用配管構造 積水化学工業株式会社 48 簡易便器
有限会社マーケットブレイン
ズ

9
し尿を濃縮、分解、処理する微生物製
剤及びし尿の処理方法

入江　鐐三 49 災害時用便器付きマンホール 北勢工業株式会社

10 災害時のトイレ兼用蓋 長島鋳物株式会社 50
究極のトイレ洗浄革命＜洗いはオマカ
セ＞

山内　恵子

11 マンホールトイレ用の汚物回収具 大阪府 51 高さを変更でき小部屋
社団法人　山口県技術交
流協会

12 折畳み式建屋 加藤　隆之 52
混雑緩和と土地の有効利用を考えた
男女兼用公衆トイレ

中村　守秀

13 浄化槽およびその流量制御装置 日本ゼオン株式会社 53 簡易トイレ及びトイレセット 株式会社ケンユー

14 仮設トイレ用囲い 株式会社兼松ケージーケイ 54 組み立て台座と落とし口 橋田　隆明

15 排出物処理システムの改造方法
独立行政法人科学技術振
興機構

55 トイレユニット ＴＯＴＯ株式会社

16 間仕切りユニット 有限会社旭新 56 防災用具及び非常用便座 株式会社岩や

17 炭化トイレ 株式会社ケイエム環境 57 簡易ユニット式し尿処理装置 株式会社新興精機

18 移動体搭載用浄化機能付トイレ 株式会社関東技研 58 非常用仮設トイレ 佐原　章允

19 簡易トイレ 株式会社共成レンテム 59 仮設トイレ
有限会社ライジングファー
ム

20 物置、物置用トイレキット 飯高　友之 60 移動式簡易トイレ リ　ギル　ヨン

21
前掛けおよび該前掛けを用いた携帯ト
イレ

株式会社クリテー 61 簡易トイレ 株式会社大田鋳造所

22 非常時支援装置 株式会社旭無線 62
糞尿に水分を加えて固化する手段を
備えた糞尿処理袋

有限会社レイノ

23 バイオトイレの撹拌装置形状 株式会社寺田鉄工所 63 非常時使用の折り畳み式簡便トイレ 佐藤　富夫

24 有機廃棄物処理装置の発酵培地 株式会社寺田鉄工所 64 ポータブルトイレ装置 日本セイフティー株式会社

25
糞尿処理剤およびそれを用いた糞尿
処理方法

株式会社エクセルシア 65
口紐と底部取っ手つき糞尿袋と金隠し
前掛けシートを組み合わせた折り畳み
式ドライブ緊急用トイレ

岸　芳男

26 非常時のサポートユニット 株式会社テイル 66 仮囲い 株式会社陽光

27 災害時救援支援システム。 始沢工芸株式会社 67 ネット網付きテントハウス 榊原　秀夫

28 災害時用小屋 株式会社ベストプレス 68 非常用糞尿処理袋 有限会社レイノ

29 避難用キャリングバッグ
株式会社トーシンパート
ナーズ

69 非常用糞尿処理袋 有限会社レイノ

30 非常時避難装置 有限会社フジカ 70 移動式トイレ車両 堀口　経男

31 簡易式小便浄化装置 新潟紙器工業株式会社 71 組立て式簡易トイレ
株式会社華コーポレーショ
ン

32 簡易トイレ装置 まいにち株式会社

33 循環型破砕機構およびトイレ装置 マックス株式会社

34 仮設便所 マグナス株式会社

35 仮設軽水洗便所 マグナス株式会社

36 簡易トイレ 石崎資材株式会社

37 エレベータのかご内トイレ装置 三菱電機株式会社

38 衛生洗浄装置付き可搬型便器 株式会社フジエ

39
便器用処理シート及びその製造方法と
使用方法

株式会社　リソー

40 テント用伸縮フレーム 清瀬　美代子 以上７１点収録
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