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濁水処理設備

商品ｺｰﾄﾞ 030000 030001

型 式 FMJ2-10D FMJ2-20D
処理量 ～10ｍ3/毎時 ～20ｍ3/毎時

使用凝集剤 PAC ・ 高分子凝集剤 PAC ・ 高分子凝集剤

中和方式 炭酸ガス（アルカリ処理） 炭酸ガス（アルカリ処理）

対象濁水 流入濁度：200～3500㎎/程度
流入PH：11以下（炭酸ガスでの中和処理時）

流入濁度：200～3500㎎/程度
流入PH：11以下（炭酸ガスでの中和処理時）

本体寸法 L3400×W2155×H2265 mm L4550×W2050×H2600 mm

機器重量 2800㎏（本体のみ）《運転重量約8.5ｔ》 4500㎏（本体のみ）《運転重量約15ｔ》

電気容量 三相200V 8.0KW（本体部分） 三相200V 10KW（本体部分）

その他 PH記録計は標準搭載 PH記録計は標準搭載

オプション 濁度記録計 濁度記録計
希硫酸/苛性ソーダによる中和処理機能

特 徴
・凝集剤はPAC＋高分子凝集剤を使用した凝集沈殿処理方式
・炭酸ガスによるPH処理機能付き
・メンテナンス性を考慮した構造

《処理能力：10㎥～60㎥/毎時》

※処理設備本体のほか、ＰＡＣ槽、炭酸ガスボンベラック、原水槽、スラリー槽、放流水槽などが別途必要となります。

寸法図

FMJ2-20D 本体図FMJ2-10D 本体図



濁水処理設備

商品ｺｰﾄﾞ 030002 030003

型 式 FMJ2-30D FMJ2-60D
処理量 ～30ｍ3/毎時 ～60ｍ3/毎時

使用凝集剤 PAC ・ 高分子凝集剤 PAC ・ 高分子凝集剤

中和方式 炭酸ガス（アルカリ処理） 炭酸ガス（アルカリ処理）

対象濁水 流入濁度：200～3500㎎/程度
流入PH：11以下（炭酸ガスでの中和処理時）

流入濁度：200～3500㎎/程度
流入PH：11以下（炭酸ガスでの中和処理時）

本体寸法 L7140×W2570×H2380 mm L11400×W3500×H2500 mm

機器重量 7000㎏（本体のみ）《運転重量約21ｔ》 9500㎏（本体のみ）《運転重量約45ｔ》

電気容量 三相200V 15KW（本体部分） 三相200V 18KW（本体部分）

その他 PH記録計は標準搭載 PH記録計は標準搭載

オプション 濁度記録計
希硫酸/苛性ソーダによる中和処理機能

濁度記録計
希硫酸/苛性ソーダによる中和処理機能

特 徴
・凝集剤はPAC＋高分子凝集剤を使用した凝集沈殿処理方式
・炭酸ガスによるPH処理機能付き
・メンテナンス性を考慮した構造

《処理能力：10㎥～60㎥/毎時》

※処理設備本体のほか、ＰＡＣ槽、炭酸ガスボンベラック、原水槽、スラリー槽、放流水槽などが別途必要となります。

寸法図

FMJ2-60D 本体図FMJ2-30D 本体図



中和処理設備

商品ｺｰﾄﾞ 030020 030021

型 式 FPH- 20K / 20R / 20KS FPH-20T
処理量 10～20ｍ3/毎時 10～20ｍ3/毎時

処理方式 希硫酸方式 / 硫酸バンド方式 / 苛性ソーダ方式 炭酸ガス方式（30㎏ボンベ×3本）

運転方式 連続運転型 連続運転型

処理可能PH値
希硫酸方式：PH上限12

硫酸バンド方式：PH上限10程度
苛性ソーダ方式：PH下限3

PH上限 10 程度

本体寸法 L2200×W1600×H1660 mm L2200×W1600×H1660 mm

機器重量 840㎏（本体重量）《運転重量 2540㎏》 920㎏（本体重量）《運転重量 2690㎏》

電気容量 三相200V 4.0KW（放流ポンプ含む） 三相200V 4.0KW（放流ポンプ含む）

その他 処理不良時の回転灯用端子台及び警報接点あり 処理不良時の回転灯用端子台及び警報接点あり

特 徴
・コンパクトなユニット型の中和処理設備（PH処理設備）
・処理能力は毎時最大20㎥で連続運転処理が可能
・ユニック車で簡単設置可能

（ユニットタイプ）

寸法図

FPH-20T 本体図FPH -20K/20R/20KS 本体図



中和処理設備（組み合わせ型）

FPH-10T ～10 ㎥/Hr

型 式 処理量
【希硫酸処理方式】【炭酸ガス処理方式】

特 徴
・処理対象水量や原水PH値などの条件に合わせて、中和反応槽、薬品タンク、

撹拌装置、制御盤、ポンプなどを選定し、最適な設備をご提案いたします。
・弊社で保有する水処理機器を組み合わせることにより、条件に見合った設備を

設計することが可能です。

対応処理量及び処理方式

FPH-60T（60㎥/Hr処理設備） FPH-120T（120㎥/Hr処理設備）

薬品タンク 中和処理制御盤 水中撹拌機 炭酸ガス集合装置

FPH-30K（30㎥/Hr処理設備）

使用機材例

詳細な設備内容、配置図面等は
お問い合わせください。

FPH-20T ～20 ㎥/Hr

FPH-30T ～30 ㎥/Hr

FPH-40T ～40 ㎥/Hr

FPH-60T ～60 ㎥/Hr

FPH-100T ～100 ㎥/Hr

FPH-120T ～120 ㎥/Hr

FPH-10K ～10 ㎥/Hr

型 式 処理量

FPH-20K ～20 ㎥/Hr

FPH-30K ～30 ㎥/Hr

FPH-40K ～40 ㎥/Hr

FPH-60K ～60 ㎥/Hr

下記を例とする機材を組み合わせ、最適な処理設備をご提案します



簡易型濁水処理設備（組み合わせ型）

フロー例①【沈殿槽として鋼製水槽を使用するケース】

特 徴
・濁水処理プラントは使用せず、沈殿用の水槽等を利用した、簡易型の

濁水処理設備です。省スペースで効率的な運用が可能です。
・弊社で保有する水処理機器を組み合わせることにより、条件に見合った設備を

設計することが可能です。

簡易型濁水処理設備のフロー（例）

簡易式濁水処理設備
沈殿槽3.5㎥+中和処理（炭酸ガス式）

処理水量：～10㎥/Hr

簡易式濁水処理設備
浚渫土砂配管に凝集剤を管内注入

浚渫揚水量：100㎥/Hr

簡易式濁水処理設備
沈殿槽30㎥+25㎥（鋼製水槽）

処理水量：～60㎥/Hr

フロー例②【沈砂池を利用して沈殿処理するケース】

※凝集剤添加後の沈殿物は「汚泥」として処理が必要となります。

【現場設置例】



土壌汚染排水（重金属類、VOC含有水）仮設排水処理設備

特 徴 ・汚染土壌の掘削現場、原位置浄化現場にて使用する、仮設の排水処理設備
・処理対象水の汚染項目、水量に応じて、処理設備を設計しご提案します

処理可能物質の例

重金属排水処理設備
処理対象：重金属類（鉛）

処理水量：～10㎥/Hr

重金属+VOC処理排水設備
処理対象：重金属+揮発性有機化合物

浚渫揚水量：～10㎥/Hr

重金属排水処理設備
処理対象：鉛、ヒ素、ホウ素

処理水量：～5㎥/Hr

フロー例【重金属類含有排水の処理フロー】

※当社の仮設排水処理設備は、水質汚濁防止法の「排水基準」を処理基準として設計したものとなります。

【現場設置例】

重金属類 ・・・・・・・・・・ヒ素、鉛、六価クロム、フッ素、ホウ素
VOC（揮発性有機化合物）・・・ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン
その他・・・・・・・・・・・・油分を含む排水



水処理機器 ろ過槽（砂ろ過、活性炭ろ過）

商品ｺｰﾄﾞ 030090

型式 RF-800
寸法 Φ800 ×高さ1590

支持材 100L

ろ過材
投入量

標準： 150L
最大： 300L

通水
可能量

標準： ～5 ㎥/Hr
最大： ～20 ㎥/Hr

RF-800（材質：FRP製）

商品ｺｰﾄﾞ 030091

型式 RF-1000
寸法 Φ1000 ×高さ1760

支持材 160L

ろ過材
投入量

標準： 240L
最大： 480L

通水
可能量

標準： ～10 ㎥/Hr
最大： ～28 ㎥/Hr

RF-1000（材質：FRP製）

商品ｺｰﾄﾞ 030093

型式 FSF-1500
寸法 Φ1200 ×高さ1990

支持材 160L

ろ過材
投入量

標準： 600L
最大： 1350L

通水
可能量

標準： ～10 ㎥/Hr
最大： ～20 ㎥/Hr

FSF-1500（材質：鋼製）

商品ｺｰﾄﾞ 030094

型式 FSF-2000
寸法 Φ1200 ×高さ2400

支持材 160L

ろ過材
投入量

標準： 900L
最大： 1800L

通水
可能量

標準： ～10 ㎥/Hr
最大： ～25 ㎥/Hr

FSF-2000（材質：鋼製）



水処理機器 ろ過槽（砂ろ過、活性炭ろ過）

商品ｺｰﾄﾞ 030096

型式 FSF-3600
寸法 Φ1500 ×高さ2600

支持材 400L

ろ過材
投入量

標準： 1500L
最大： 3000L

通水
可能量

標準： ～10 ㎥/Hr
最大： ～25 ㎥/Hr

FSF-3600（材質：鋼製）

水処理機器 スカム回収器

商品ｺｰﾄﾞ 030080
型式 RPS-K22
電源 三相200V 1.5KW

メーカー 桜川ポンプ

商品ｺｰﾄﾞ 030081
型式 8-FSP4
電源 三相200V 0.75KW

メーカー 鶴見製作所

【使用例】油水分離槽内の浮上油分の回収に使用

RPS-K22（桜川ポンプ） 8-FSP4（ツルミ）



水処理機器 フィルタープレス

商品ｺｰﾄﾞ 030100
型式 FSC-5C-20
仕様 50L/バッチ

ﾌﾟｯｼｬｰ 手動油圧ｼﾞｬｯｷ

打込み
ポンプ

三相200V 0.75KW
ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑﾎﾟﾝﾌﾟ

メーカー エレポン化工機

商品ｺｰﾄﾞ 030101
型式 FM-8C-25
仕様 100L/バッチ

ﾌﾟｯｼｬｰ ﾓｰﾀｰ式 三相200V 0.4KW

打込み
ポンプ

三相200V 0.75KW
ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑﾎﾟﾝﾌﾟ

メーカー エレポン化工機

商品ｺｰﾄﾞ 030102
型式 DMSK-610
仕様 150L/バッチ

ﾌﾟｯｼｬｰ 油圧ﾓｰﾀｰ式 三相200V 1.5KW

打込み
ポンプ

三相200V 5.5KW
ｽﾗﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ（古河SLP-20C）

メーカー マキノ

商品ｺｰﾄﾞ 030103
型式 DM710

仕様 150L/バッチ コンベア付

ﾌﾟｯｼｬｰ
ｺﾝﾍﾞｱ

油圧ﾓｰﾀｰ式 三相200V 1.5KW 三
相200V 1.5KW

打込み
ポンプ

三相200V 5.5KW
ｽﾗﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ（古河SLP-20C）

メーカー マキノ

脱水ｹｰｷが直下へ落下するタイプ

脱水ｹｰｷがﾍﾞﾙｺﾝで横排出されるタイプ


