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１．磁気処理の仕組み（原理）
１－１）．磁気水の定義

凝集沈殿……一般的な水中のコロイド粒子(微細浮遊物)は負(−)の電荷を帯びているためそのままでは沈降し

ない。凝集剤注入で粒子の表面電荷を中和して粒子同士を結合し沈降できるフロックを生成させ

る。凝集剤には、ＰＡＣ(ポリ塩化アルミニウム)など、アルミニウム系、鉄系があり、補助剤として高

分子凝集剤がある。（※浄水場・排水処理施設等では従来から中和凝集沈殿法が用いられている）

磁気水の凝集沈殿…交番磁界による磁気処理でカミナリ的な放電現象(プラズマ)が発生し、水素結合が

解離する時、プラズマ電荷がクーロン力(正と負は引き合う。正のみまたは負のみなら

反発しあう)磁気水の正と負の作用でコロイド粒子(微細浮遊物)同士が結合し、より大きな

硬いフロックを生成、凝集沈殿が速まる、＋の電位が増える為と考えられている。

  ◎実際……交番磁界の磁気処理技術を導入した、浄水場・排水処理施設で凝集沈殿の効果現象が確認され

ている。……同時に排水処理では、ＰＡＣ、硫酸バンド、高分子等の薬注が１０％～３０％減量化、

浄水場では２０％～５０％の減量化が出来ることも確認されている。

  ◎特に……国土交通省中国地方整備局・福山河川国道事務所々管・高屋川河川浄化施設で「薬品使用量

の削減実証実験(実装置による)」が実施された。その結果を踏まえて当局は、「当施設の処理方

法は、日本各地に点在する浄水場施設の浄化方法と全く同一であるため、最近の浄水場原水の

悪化で薬品注入率が高い事業所では、特に本技術の使用が期待できる」とコメントされている。

溶解力が増す…一般的な未処理水のＨ２Ｏ(水)の分子は隣接分子と水素結合連鎖の大きな集合体である。

磁気処理で水素結合が解離した磁気水は小さな水の分子結合に成り、溶解力が増して

くる為、薬注類も 10％～５０％位削減が可能になる。

  ◎事例１…磁気水に農薬(一般水と同量)を混合散布すると、薬効が効きすぎて枯れたりする。

  ◎事例２…染物工場の染料は高価である。一般的な未処理水での染料量を、磁気水での同量使用は効き過ぎ

て無駄になる。磁気水は着色良好で美しいと評価されている。

排水処理場の維持費が削減され、放流水質向上でも評価されている。

  ◎事例３…一般的な未処理水の浄水場・排水処理施設等での凝集剤注入量を、磁気水で同量使用は効き過

ぎて無駄になる。磁気水は最初から薬注量を１０％～１５％削減可能で、さらに状況観察しながら

削減する。（◎磁気水の溶解力効果事例は他にもたくさんある）

剥離の減少…配管内壁に付着した鉄分、カルシウム、マンガン、シリカ等のスケールは、給湯管等で熱を帯びる

と強固に肥大化する。磁気水は小さな水の分子結合に成る為、(一秒間に数兆回のスピン運動を

している)で、スケールの間隙に磁気水が潜入し続けてスケールを剥離する。これが磁気処理水

の特徴です。

細菌類抑制…磁気処理でカミナリ的な放電現象(プラズマ)が発生し、水素結合が解離する時、菌類が感電・

死滅する。腐りにくい水になる。

赤錆の抑制…水素結合が解離した時生成の水素分子 H2 が鉄管通水時に赤錆の酸素と結合し、水(Ｈ２Ｏ)に

なる。この繰り返しで酸化鉄は四化鉄に変わって来る。(錆が取れる。)

磁気水が生成される様子… (※一般的な未処理水が、磁気処理で磁気水に生まれ変わる時の様子)

交番磁界（Ｓ極、Ｎ極）の中を水がくぐり抜ける時、フレミングの法則と静電的摩擦力が発生し、電位が磁界に

かたよって、カミナリ的な放電現象(プラズマ)が発生し、水素結合が解離する。この水素結合が解離した水分

子の集合体が磁気水である。（交番磁界の通水部の中を流れる水の流速が重要なポイントを占めている）
※自然界の地下水脈において、水が勢いよく岩盤(磁場)に衝突することでプラズマが発生すると言われている。

BCO ハピネス磁気活水処理装置が、国営施設で最初に導入されたのが、財務省(元大蔵省)で、紙幣(千
円～１万円)、印紙、切手、葉書などの、抄紙製造水等に使用されている。浄水場(水道水)の元口に設

置されている。
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1-２）スケールに対する磁気処理の仕組み スケール結晶の構造変化

磁気処理無し
顕鏡写真 2011/9/29 磁気処理なし

正方体同士の結晶のため新規スケールの付着が成長しやすい、またスケール成分が多く含まれる水

においては更に結晶成長しやすいい状態。

磁気処理有り（分子が正方体から変形しスケールの結晶化が抑制される）

   顕鏡写真 2011/9/29 磁気処理あり

結晶構造の変化に伴い新規スケールの付着の成長を防止されるため、スケール成分が多く含まれる

水に対しても結晶成長が進行しない状態。

また、クラスターが細分化された水は浸透力が向上するため既存スケールに対しても隙間へ入り込

み付着物を剥離溶解させていく。

1-３）シリカ結晶構造の変化

電磁誘導作用に

よりｽｹｰﾙ結晶が

膨潤化している

原水シリカ ２００倍 磁気処理シリカ ２００倍

未処理の結晶構造は正方体であり正方体同士の結晶は結合しやすい状態にあるため結晶

の成長が早い。

磁気処理によりシリカ結晶の構造（正方体）が崩され,ｼﾘｶの角が

削れ、丸くなり酸素結合している状態。また正方体同士ではない

ため結晶同士の結合が弱く、接触面への付着が防止されている状

態といえる。
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1-４）カルシウム結晶構造の変化(ビーカーにサンプル水を入れ加熱処理し結晶化した状態)

無処理                磁気処理

この結果より、硬度が高い場合においても接触面へのスケール

の付着を抑制する事が可能という事が証明された。

※ 全硬度 1,500mg/ℓの水を使用しています。

加熱冷却した後、傾斜静置中のサンプル(ﾋﾞｰｶ
ｰ内低部)
サンプル：磁気処理無し(４５度程度の傾斜で

は微動だにしない。固形物表面に積層成長し

た針状結晶がガラス面と強固に密着した結

果、重力に抗しているためと考えられる。)

加熱冷却した後、傾斜静置中のサンプル(ﾋﾞｰｶｰ
内低部)
サンプル:磁気処理有り (粒子相互間の結合性

のみならず、ビーカー底面のガラスへの密着

度が極めて低く、約４５度の傾斜を与える

と、SS は剥がれ落ちビーカー下部に集積す

る。固形物表面の針状結晶が無く表面平滑性

が高いため、重力に対して抗しきれず、容易

に粒子が滑り落ちるものと考えられる。)

カルシウム結晶状態(磁気処理無し)
通常撮影(ざらつき感のある比較的大きめの

SS 粒子である。)

カルシウム結晶状態(磁気処理有り)
通常撮影(さらさら感のある滑らかな比較的

小さめの SS 粒子である。)
グラニュー糖の様な形をしている。
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1-５）赤錆に対する磁気処理の仕組み
磁気水のもつ赤錆剥離作用及び還元作用（不動態化作用）により、次のような経緯で改善されます。

                  

         

         

  

           

      

３．磁気処理

水の作用

黒錆(Fe3O4)

黒錆(r－Fe₂O₃)

配管内の状態 (イメージ図)① 設置前  赤水が出ている。（鉄分 0.37ｍｇ/L）

赤錆

ヘマタイト(赤鉄鉱)
安定的な状態

還元型の状態

④ サビが剥離した部分を、黒サビが被覆し、黒錆(Fe3O4)が最も酸化型で安定する黒錆

(r－Fe₂O₃)に変わり赤水が止まる。（設置３ヶ月後 鉄分 0.03ｍｇ/L）飲用可

③ 磁気水の還元作用により配管内の赤サビ【Fe2O3・(Ｈ2O）】が還元されて、黒サビ【Fe3O4】

に変化し、黒サビの 表面部分が剥離する。

② 磁気水の水分子の激しいスピン運動により、配管内の赤錆が剥離する。

赤錆

ヘマタイト(赤鉄鉱)
安定的な状態

還元型の状態

マグネタイト

（磁鉄鉱）

不安定な状態

黒錆

マグヘマイト

（磁赤鉄鉱）

不動態

最も酸化型の状態

赤錆（α－Fe2O3・(Ｈ2O）)

赤錆(α－Fe2O3・(Ｈ2O）)
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1-６）凝集作用の仕組み

           
磁気処理による浮遊物の電位の低下

浮遊物の凝集(＋の電位が多くなるため) →  沈降

※ストークスの法則により、「浮遊物の沈降速度は、浮遊物の粒子径の二乗に比例して

増加する」ため、凝集した浮遊物は沈降速度が増加し、沈殿が早まります。

処理前

ＢＣＯハピネス通過後

浮遊物

浮遊物

浮遊物

浮遊物

浮遊物

浮遊物

フレミングの左手の法則より発生した微弱電流の作用により

浮遊物の電位が減少し、それにより浮遊物が凝集を始める。

P5
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－の電位が占めている
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1-７）減菌作用の仕組み
フレミングの左手の法則で発生する微弱電流で感電死（参考資料）
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２．その他（新聞記事、論文等）

試料：ベンゼン 10mg/L

方法：①ベンゼン 10mg/L を混合した水道水

     ②ベンゼン 10mg/L を混合した磁気水

①、②を用いて、紫外可視吸収スペクトル法でベンゼンの分解率を測定

した。

結果：写真参照

考察：ベンゼンの分解率（処理能力）６６．７％とかなり高値であった。ベンゼンは結合エネルギーが高

く、本報告者が過去に行った紫外照射処理（254nm、30min）でもわずか１０％しか分解しなかった

ことと比較すれば、かなりの分解能力を有していると考えられ,毒素的な物が混入しても分解する

可能性が高い事が分かった。

2-1) ベンゼンの分解率について  岡山大学にて測定評価

通常水道水の場合 磁化水の場合

測定法 及び 結果
（１） 測定法としては水系試料に対して高感度分析が可能な紫外可視吸収スペクトル法を採用

（２） 有機化合物としては紫外部（200～400 nm）に明瞭なスペクトルを有するベンゼンを使

用した。さらにベンゼンは化学エネルギー的にも極めて安定（強い結合エネルギーを持っ

ている）という理由からも適切なモデルであると考えられた。

（３） 「磁気処理」作動前のベンゼン濃度：10ppm
（４） 紫外可視吸収スペクトル上には、255,265,275nm のトリプレットの吸収ピークが出現

（５） これらの３本のピークのうち、最も吸光度が高い 265nm のピークの変化に注目。

処理前の吸光度（A0）：1.35          処理後の吸光度（A）：0.45
（６） 「磁気処理」によるベンゼンの分解処理能力（％）：（A0－A）/ A0＝66.7(%)

岡山大学地域共同研究センター

                            助教授 高島征助

1.35

0.45
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2-2)旧大蔵省の記事
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2-3)暮らしの水 国土交通省福山河川事務所 アオコの発生抑制に貢献

エアブローに磁気処理を取付

貯水量 5,700 万㎥

磁気処理取付

日量 40,000 ㎥の処理

約 10km

400 戸

河川

処理前 処理後

半年後
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2-4)国土交通省 高屋川記事

国土交通省 高屋川河川事業に設置
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2-5)医療への対応 ロシア文献より

医療における磁化水の利用の大きな将来性を裏付ける。ジュネーブの物理学者デ・ガルシュの観

察と筆者の試験結果をまとめた。彼は数十名の患者について消化器の治療と外傷の治療などに磁化

水の使用が有益であることを明らかにした。精神療法的効果の可能性をなくすことにさえ成功した。

尿路結石症の治療分野での研究が推進された。水の磁気処理条件で得られた極めて希望的な結果

はこの方向の将来性を裏付けている。血圧の正常化に磁化水を用いる場合にも興味深い結果が得ら

れる。２４名のアテローム性動脈硬化症患者について観察した。一般の臨床検査と並んで、たん白

総量およびたん白留分（コレステロール）についての血清の研究も行われた。すべての患者の血清

中のコレステロールの出発含有量は常態よりも高く、２３５から

４４３mg％までの範囲内にあった。１ヵ月半の磁化水の投与の後、血清中のコレステロールの含

有量は６７－３２mg％だけ低減した。大多数の患者でアルブミンの含有量が増し、γグロブリン

の含有量が減少した。また患者の全般的症状が改善された。

ソチ市、レーニン記念病院の高血圧症患者と第 1 段階の第 2 期アテローム性動脈硬化症患者に対

する磁化海水浴の治療効果を調べた。３２名の４０才以上の患者を観察した。

診察カルテ中の主訴は、頭痛、耳鳴、心臓部の痛み、眠りの浅さ、気分のいら立ち、および疲

れ易さであった。

観察した患者グループのサナトリウム・温泉治療スケジュールには磁化海水による温浴

コースが含まれた(温度３６－３７℃、１日おきに１０min 間入浴、１コース１０浴槽)。
治療コースを経た大多数の患者で、頭痛、耳鳴、疲れ易さおよび心臓部の痛みの愁訴が

なくなった。またほとんどすべての患者ですい眠が正常化した。（冠状血液循環の改善、心筋中

の代謝プロセスの改善、左心室への負担の軽減。）磁化水浴による治療コースの実施後は高血圧症

患者の血圧が下降傾向を示した(治療前の平均数値は１４８．５／８７．３であったが、治療後に

は１２９．５／８０．５水銀柱 mm まで低下した）。

治療後に認められた遊離へパリンの明瞭な増加やフィブリナーゼのかん散時間の減少は

調査患者グループにおける肯定的動勢として評価された。

ヴェ・ヴェ・バトフは治療過程を著しく速めるハイドロマッサージ時の磁化水の効果的作用を指

摘した。エル・イ・ミハイロワ(口腔医学中央研究所)は、磁化水による口腔のうがいが歯石の除去

と歯肉炎の治癒に役立つことを示した。下部四肢の閉塞性血栓脈管炎患者の治療を行った。４５名

から成るグループ中の４５名で肯定的治療効果が得られ、例えば交互びっこ症候と足の痛みが著し

く弱まるかまたは消滅し、オッシログラフ指数と機能試験データが根本的に改善された。同じ水で

も磁気処理をほどこさないバスでは効果がはるかに低かった。

皮膚医学分野での磁化水の使用の将来性について指摘した。紫外線照射をほどこした３０名の

人間についての皮膚の紅斑反応の発達状況の観察は、磁化水の作用を受けた皮膚区間で一層活発

な脈管反応（潜在期間の短縮や紅斑と水腫の強化）が生じることを示した。

また磁化塩化ナトリウムで血液を処理する際に人間の白血球の浸透圧が変化することもわか

った。

慢性再発性皮膚病患者の臨床観察は、湿しんと神経性皮膚病の昂進時期に直接患部に湿布の形で

磁化水をアプリケーションする際の治療学的効果を立証した。この場合は強い炎症現象(皮膚の紅

斑反応と浸出反応度)が目立って減少する。以上の研究結果からアレルギー性皮膚病の総合治療に

は磁化水の利用を推奨することができる。
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2-6)BCO ハピネスご利用者の声 家庭用⓵②

水の塩素臭がなくおいしく、ノド越しがいい。

煮炊きものがおいしくなった。

ご飯の黄ばみがなくなりパサパサしなくなった。

煮炊きものが傷みにくくなった。

煮炊きものの時間が短い。

お茶・コーヒーの出がよく、おいしくなった。

水割り・湯わりがおいしくなった。

氷の透明度が上がり溶けにくくなった。

乾しシイタケなどの戻し時間が短くなった。

少ない材料でダシがよくとれる。

味がしみ込みやすい。

トイレの掃除が簡単になった。

便器の黄ばみが付きにくくなった。

水タンクの中のヌメリがなくなった。

トイレ・浄化槽の臭いがほとんどなくなった。

洗濯物の汚れ落ちがよい。

洗剤の量が少量ですむ。

洗濯槽が汚れなくなった。

雨天時の半乾きが減った。

洗濯物の仕上がりが柔らかくなった。

柔軟剤がほとんど必要なくなった。

肌のキメは細かくツルツルになり、化粧ののり

がよくなった。

髪にツヤがでてきた。

抜け毛が極端に減った。

水仕事しても肌荒れしにくくなり、ハンドクリ

ームが不要になった。

アカギレの完治が早い。

食べ物がおいしくなった。

水虫が止まった。

アセモができにくくなった。

花粉症にならなくなった。

汗がよく出るようになった。

アトピー性皮膚炎が治まってきた。

血圧が安定してきた。

血糖値が下がり、中性脂肪・コレステロールが安定して

きた。

腸が丈夫になった。

通風の痛みが減ってきた。

メニエール病が起らなくなった。

便通がよくなり便が臭わなくなった。

便秘が解消してきた。

肺気腫が治り、旅行にいけるようになった。

冷え性で夜中によく目が覚めていたが、よく眠れるよう

になった。

ジンマシンが起らなくなった。

ハゲていた頭に毛がはえてきた。

全身の毛がなくなっていたのが、元どおりになってきた。

排水口やスポンジ受け、三角コーナーのヌメリが大幅

に減少した。

食器洗いの洗剤がほとんど必要なくなった。

食器の泡切れ油切れがよい。

キュウスや湯呑みの茶シブが取れてきた。

水回りの湿り気が減少した。

流し台の排水が詰まらなくなった。

ステンレス面がきれいになってきた。

ヤカンやポットに湯垢が付かなくなった。

浄水器のフィルターが汚れなくなった。

お湯がやわらかかくなり、肌にやさしくなった。

肌への刺しこみがなくなった。

お湯の透明度が上がった。

体の芯まで温まり湯冷めしにくくなった。

体の垢がよく落ちるようになった。
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お湯を落とした際、浴槽の水際の線上の湯垢が付

かなくなった。

シャンプー、石けん、ボディソープの使用量が

大幅に減った。

床のヌメリがなくなり、滑りにくくなった。

タイルや天井のカビが付かなくなった。

お湯が冷めにくくなった。

風呂釜の汚れがなくなった。

シャワーの水圧が上がった。

風呂場の掃除に洗剤が要らなくなった。

生け花・切り花が何倍も長持ちする。

犬小屋の臭いがなくなった。

洗車が楽になり、車が汚れにくくなった。

ワックス掛けが容易になった。

花や野菜の生育が活発になった。

金属類に水がかかっても錆びなくなった。

蛇口からサビが出なくなった。

散水の後のアオコが出なくなった。

排水溝にボウフラがわかなくなった。

熱帯魚に水道水が直接使えるようになった。

水槽の水が汚れにくくなった。

井戸水の菌類・鉄分が減った。

手足の少々の油汚れは水洗いで落ちる。
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３．設置事例集

3-1）スケール対策事例
某大手電子部品製造工場での事例
        設置前                     設置後

某大手自動車会社様での事例

どちらも新品のホースでスタートし四ケ月後にホース内部を観察し比較

した結果、左の BCO ハピネス有りには全く付着が見られない。右の未処理

の場合スケールの付着が確認出来る。
某大手石膏ボード製造工場の事例（熱交換器）

配管内部に 1ｍｍ程度のスケール分が被

膜の様に付着している。

※硬さはドライバーで削らないと剥がれ

ない程に固い。

一部スケールの形跡があるが剥離が

進み配管の素地が見える。

左：磁気処理のホース 右：未処理のホース

設置前 設置後（3 ヵ月後）

スケールが全体に付着している。効率が

悪い状態。
付着していたスケールが剥離している

のが確認出来る。効率維持に繋がった。
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3-2）赤錆対策事例

某鉄道会社様宿舎の事例
設置前           設置後（１ケ月後） 設置後（3 ケ月後）

          （H10.7.17 撮影）          
                      
                          

   

            鉄 [mg／L]           色度 [度]               濁度 [度] 
ＢＣＯﾊﾋ゚ﾈ

ｽ

設置前

設置

１ヶ月

後

設置

３ヶ月

後

ＢＣＯﾊﾋ゚ﾈ

ｽ

設置前

設置

１ヶ月

後

設置

３ヶ月

後

ＢＣＯﾊﾋ゚ﾈ

ｽ

設置前

設置

１ヶ月

後

設置

３ヶ月

後

１Ｆ 0.37 0.04 0.03 １Ｆ 7 1 未満 1 未満
  

１Ｆ 1.2 0.1 未

満

0.1 未

満

２Ｆ 0.16 0.13 0.03 ２Ｆ 4 3 1 未満 ２Ｆ 1.1 0.5 0.1 未

満

３Ｆ 1.2 0.44 0.22 ３Ｆ 30 6 3 ３Ｆ 3.0 0.5 0.1
   （飲料基準：0.3mg／L 以下）               （飲料基準：５度以下）              （飲料基準：２度以下）

  設置後の効果

   ＢＣＯハピネス設置直後は、一時的に配管内の赤錆の剥離作用が見られたが、時間経過とともに、

赤水の減少し、約３ヶ月後には、赤水が解消され飲料基準もクリアした。老朽化による配管交換をせずに

済んだため、莫大な費用を削減することが可能となった。

（岡山県）県立高校様の事例
             設置前          設置約 1 週間後         設置約 4 ヶ月後

    
           （H11.10.22 採水）      （H11.11.2 採水）        （H12.2.15 採水）

項 目 ＢＣＯハピネス設置前 設置約１週間後 設置約４ヶ月後

一般細菌    ４３ ／mL ８ 個／mL ０ 個／mL
鉄 ２．１ mg／L ０．６６ mg／L ０．１６ mg／L

色 度    ５６ 度 １８ 度 ３．２ 度

濁 度    ９．２ 度 ２．７ 度 ０．２ 度

判 定 水質基準に適合しない 水質基準に適合しない ◎ 水質基準に適合する

設置後の効果
   配管の老朽化に伴い、赤錆の発生により生徒達が使用する飲み水の問題や、配管交換等の費用負担

  が莫大な費用となる為、BCO ハピネスにより配管保護対策を行い、莫大な費用がかからずに対策が

可能となった。また飲み水の水質基準にも 4 カ月後には適合となり衛生面の向上が図れ、飲料水とし

て使用可能となった。
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脱水ケーキ１４％削減!! 凝集剤３３％削減!!  -57 万円/年

脱水ケーキ３４％削減!! 凝集剤２５％削減!! -1,100 万円/年

脱水ケーキ２７％削減!!（含水率 78％→70％） -1,100 万円/年

3-3）排水事例

※上水道水給水配管への設置 のぼり旗の印刷工場 日処理 70 ㎥

※流量調整槽の循環、ブロワ配管への設置 食品加工工場 日処理 400 ㎥
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単価 設置前(年間) 設置後(年間) 対前年比 削減金額(年間)円

中和剤(苛性) １００円／kg ７，０００ ４，８００ ３１．４％ ２２０，０００

凝集剤(PAC) ３０円／kg １５，６００ １０，４００ ３３．３％ １５６，０００

搬出汚泥量 １０,０００円／t １２６ １０６ １４．３％ ２００，０００

年合計 －５７６，０００

排水処理施設における中和剤、凝集剤使用量の減量は溶解力の向上、凝集力の向上が大きな

要因となっており、凝集剤の削減は搬出汚泥の減量にも貢献している結果が得られた。

単価 設置前(年間) 設置後(年間) 削減金額(年間)円

薬剤 ＰＡＣ ３０円／kg ４０，３２０kg ３０，２４０kg ３０２，４００

薬剤 高分子 ５００円／kg ３０，２４０kg ２５，２００kg ２，５２０，０００

消泡剤 ５５５円／ℓ １，５１２ℓ ０ℓ ８３９，１６０

搬出汚泥量 １０，０００円/ｔ １，２６０ｔ ８３１．６ｔ ４，２８４，０００

ブロワ電力量 １２円／kwh ７２５，７６０kw ４５３，６００kw ３，２６５，９２０

金額計 －１１，２１１，４８０

年間 1,100 万円もの経費削減に貢献 稼働日数は２５２日／年

※曝気槽への新設循環、汚泥貯留槽への新設循環 石油会社

汚泥含水率

（％）

汚泥発生量

（ｔ/年）

汚泥量削減率

（％）

汚泥処分費用

（￥/年）

削減金額（￥/年）

設置前 78 1400 42,000,000
設置後 70 1027 27 30,800,000 11,200,000

※試算条件 汚泥搬出量 1,400ｔ/年 汚泥処分費用 ￥30/kg（運賃込み）

搬出汚泥の減量化（脱水ケーキの含水率低減）含水率 78％⇒70％に、設置前後の搬

出汚泥量が 27％削減したため、産業廃棄物処理費用¥42,000,000/年が¥30,800,000/
年になり¥11,200,000/年の大幅な運転管理費用が削減する結果が得られた。



3-4）貯水槽の事例

１．豆腐店の高架水槽

       設置前                 設置３ヵ月後       

  高架水槽内に汚れがたまっている           

高架水槽内の汚れがきれいに落ちている

２．事務所ビルの貯水槽（貯水槽清掃前に撮影）
  設置以前の状況（平成 13年）         設置後の状況（平成 15 年）

        

平成 13 年 10 月ＢＣＯハピネスＢＫ－５０設置。設置後は定期清掃前の確認で槽内の汚れが付かなくなった。

３．ビルの受水槽
ＢＣＯハピネス ＢＮ－５０ 設置（平成３年４月） 設置１１年２ヶ月後（平成１４年６月）

上水道水が受水槽に入る前に、ＢＣＯハピネスを設置しただけで、設置後１１年２ヶ月間、一度も受水槽内

の清掃をしていないが、上記写真（右）で見る様に、汚れは一切付いていない。

貯水槽内の壁面への汚れ（水アカ、細菌類の繁殖など）が抑制され、

衛生面が向上した。
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3-5）温泉施設での細菌類抑制事例
細菌類増殖抑制効果（大腸菌・一般細菌・レジオネラ属菌）

  温泉水 水質比較 （上水道「 飲料水」の基準で検査）

   同じ温泉原水を利用するホテル（｢ＢＣＯハピネス｣設置ホテル・未設置ホテルの２社）の比較

塩素イオン 一般細菌数 大 腸 菌 群

温 泉 原 水 １，２００ mg／Ｌ     ３０ ／mL 陰 性

○ △ □ ホ テ ル １，２７０ mg／L ２７，０００ ／mL 陽 性

季譜の里   ３９０ mg／Ｌ     ４０ ／mL 陰 性

  

温泉原水

   一般細菌数：30／mL
    大腸菌群： 陰 性

   

某ホテル 大浴場
   「磁気装置」未設置

   一般細菌数：27,000／mL
    大腸菌群： 陽 性

菌が繁殖し、大腸菌も陽性
※実際は基準オーバーにより

運用してはいけないレベルである。

季譜の里
     大浴場 男湯

    循環経路及び上水道給水元に

    「磁気装置」設置

   一般細菌数：40／mL
    大腸菌群： 陰 性

源泉と比較しても水質維持が出来ている。

※菌類繁殖が抑制されているため。

BCO ハピネスの活用によって食中毒などを防ぎ、温泉内のヌメリの抑制による転倒

防止、また清掃が楽になる等の利点があります。
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3-6）病院・福祉施設の設置事例
（1）医療法人 永和会 下永病院 （精神病院・ケアセンター）

設置年月： 平成１３年６月

設置機種： 磁気装置ＢＫ－５０ ×１基（受水槽一次側）

      磁気装置 ＢＫ－８０ ×１基（曝気用ブロアー用）

      磁気装置（旧タイプ）×１基（撹拌ブロアー用        ）

設置経緯： 本施設は山頂付近に立地しているため、ふ

もとの民家の水不足を防ぐための水量規制が設けられている。

       この対応として、２年前に中水システムを導入したが、臭気および排水の着色問題が解決でき

なかったため、浄化設備の能力向上を目的に、磁気装置を設置した。

「ＢＣＯハピネス ＢＫ－５０」設置現場（受水槽）               曝気用ブロアー用に

「ＢＣＯハピネス ＢＫ－８０」設置状況
   

                          

                              

受水槽の一次側に「ＢＣＯハピネス ＢＫ－５０」設置状況

      

ＢＣＯハピネス設置以前の状況
   沈殿槽に毎日薬品を投与していたため、４５日毎に活性汚泥の引抜き（タンクローリー ５～６台分）            

  を行っていた。

磁気装置

Ｂ エアーブロアー

凡例

調

整

槽

 
 

 
 

曝

気

槽

 
 

 
 

沈

殿

槽

 
 

 
 

Ｂ Ｂ

受水槽

食 堂

風呂等

トイレ

上水道

ウォシュレットのみ上

水道

中水システム

P19



ＢＣＯハピネス設置前の浄化設備内の様子

ＢＣＯハピネス設置１０日後
曝気槽（500 人槽）内の様子       

  設置以前の状況と比較すると、浄化槽内に好気性微生物が繁殖しており、浄化能力が高まっている。

トイレ内の様子

           沈殿槽で処理した中水を、トイレの洗浄水として使用している。          

           悪臭も無く、中水が上水並に浄化されている。

ＢＣＯハピネス設置後の効果              
  ・設置３日後には臭気が無くなった。

  ・沈殿槽のＳＳの数値が減少し、水質が改善されたため、設置後３日目より､中水として

   中水システムに廻した。

  ・ＢＯＤ、ＣＯＤの数値が１０mg／L 以下に低下した。

・設置前は、6 回／年の頻度で汚泥の引き抜きを行っていたが、設置後は、3～4 回／年の引き抜きで

済むようになった。1 回の引き抜きで 20 万円程度のコストがかかっており、1 年で 40～60 万円のコ

スト削減となった。
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（2） 幸町記念病院腎不全センター

（更正医療人工透析指定医療機関）  
設置目的 ： 水道水の活性化

       超純水生成の効率化

       配管保護

  

（４） 松江生協病院（総合病院）

設置目的 ： 赤サビの除去・防止

（６） 老人健康施設 アルテピアせと

設置目的 ： 貯水槽の汚れ防止

       入居者の健康保持

       上水道配管の保護
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（３） 福山クリニック（内科・人工透析）

設置目的 ： 水道水の活性化

超純水生成の効率化

（５） 河合内科
（消化器科・循環器科・呼吸器科・放射線科）

設置目的 ： 赤サビ・除去の防止

       トイレ・浄化槽の減臭

（７） 医療法人 サンクリニック（産婦人科）

    設置目的 ： 上水道水の活性化



地下水

一ヶ月後

変化なし

磁気水

一ヶ月後

根が 10cm 位

張っていた

電解水は

一ヶ月後に

枯れている

3-7）その他の設置事例

磁気水によるコシヒカリ栽培検証比較

検証方法：育苗時に磁気水で育てる場合と通常水で育

てる場合の２パターンを使用し、田植え⇒収穫⇒稲穂の

粒子の数量を比較検証した。
（※隣合った田んぼの為、土壌や気温等もほぼ同様な条件）

磁気水使用      通常水使用

（粒子 151 個）3 割強 UP（粒子 113 個）

（粒子 171 個）8 割 UP （粒子 93 個）

芝の生育比較(１ｹ月後)      野菊の実験
    

地下水     磁気水

根の成長が見られ風などに強い。

平成１５年８月３０日撮影

水稲（冷夏時）の生育比較

育苗で磁気処理水（写真右）を使用すると、冷夏にもか

かわらず、平年並の株の成長が見られた。また根が太く

なるのも特徴の一つである。

磁気処理水
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溶解力の向上・残留塩素について

油の抽出量比較テスト
試料：上水道水 ３ℓ                    

方法：綿布(５cm角)に機械油2.5gを含浸し試料とする。６枚用意。

水道水と磁気処理水500ccが入った２つの同型容器に試料３枚をそれぞれに浸漬。

超音波で2分間攪拌する。

それぞれの水に溶出した機械油の抽出量をJIS K0102試験法にて計測。

結果：磁気処理水は水道水と比較して油の抽出量が３０％向上。

考察：この結果から、洗剤の使用量が約３割減らせ界面活性力の向上がうかがえる。

通過前後での残留塩素の比較(水道水)

塩素に水中の電子が結びつき還元されるため、酸化作用が弱まります。その結果、この作用に

よる手荒れ・肌荒れが緩和し、「水中の不純物の酸化により発生する化合物（＝塩素臭の素）」も

減少するため、美味しい水を供給できます。また、法で定められた残留塩素量を維持されている

ため、(社)日本水道協会の認証登録Ｚ-１１０号を取得〔安全性・信頼性〕。

〔油抽出量 mg／ℓ〕

0

10

20

30

水道水磁気処理水

油の抽出量 30%ｱｯﾌﾟ

（社）日本水道協会

認証登録 Z－１１０号

〔残留塩素 mg／L〕

0

0.5
0.5

1.0

1.5

通過後通過前
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玄米茶の実験
                     

(設置前の天井にカビが発生している)

印刷局の用水改善
設置前後の比較：水回りの菌類の発生抑制・スライムの付着抑制

       抄紙機（未設置ライン）                 抄紙機（設置ライン）磁気処理

   微細繊維が付着している。          微細繊維の付着がなくなり、洗浄時の

薬品類等が少なくなった。

       プレス毛布（未設置ライン）               プレス毛布（設置ライン）磁気処理

    プレス毛布の汚れが付着している。     プレス毛布の汚れの付着が減り、洗浄回数が減少。

菌の発生が抑制され、綺麗に。また洗剤等による洗浄が不要となった。

1 週間経過しても腐敗していない。

玄米茶に通常の水道水とハピネス水を入れ一週間後撮影。                        

普通の水道水を入れたもの(青カビが発生している。)

黒カビを大幅に解消(ニヶ月後)

温泉・ホテルにて

P24



4．実績一覧表    4-1) 民間企業実績抜粋

ＢＣＯハピネス設置実績一覧表
顧客名 主な設置目的

JX 日鉱日石エネルギー 火力発電の排水処理のスケール対策

三菱自動車工業 水島製作所 【自動車部品工場】（岡山） 冷却塔のスケール対策

JFE 福山製作所【製鉄工場】（広島） 冷却塔のスケール対策

NTN㈱岡山製作所【ベアリング製造工場】（岡山） 排水処理のカルシウムスケール対策

㈱ジェイアール西日本リネン【洗浄工場】（岡山） 洗剤使用量の節減及び排水処理改善

ダスキン大阪南工場【洗浄工場】（大阪） 排水処理の再利用水の水質改善

山陽板紙工業(株） 【製紙工場】（岡山） 排水の水質改善ＣＯＤ対策及び臭気対策

西日本衛材【製紙工場】（兵庫） 排水処理の改善ＣＯＤ対策

ユニチカ【ビニロン製造工場】（兵庫） 洗浄槽のスライム発生抑制

萩原工業㈱本社工場（岡山） 冷却塔のスケール対策

㈱ワコール本社ビル（京都） 上水道水の活性化

山陽放送（RSK）本社（岡山） 赤水対策

三井金属鉱業㈱日比精錬所（岡山） 熱交換器のスケール対策

天野実業株式会社 【食品工場】（岡山） 臭気対策及び排水処理のコスト削減

あづまフーズ株式会社 【食品工場】（三重） 排水処理の放流水質の改善

ミヤマブロイラー(株) 【若鶏肉処理工場】（群馬） 排水処理のＣＯＤ改善

(株)吉備長食品【うどん・そば製造】（岡山） 商品品質改善（菌類発生抑制）

㈱サンマルク【洋菓子工場】（岡山） 排水処理の改善（ｎ-へキサン値対策）

玉川食品株式会社（香川） 豆腐の品質向上

湯郷グランドホテル（岡山） 一般細菌類、レジオネラ菌、大腸菌群類の対策

医療法人 永和会 下永病院（広島） 上水道水の活性化

十條スポーツクラブ（福岡） 温泉の浴槽に付着するスケール対策

龍野コルク（兵庫） 冷却塔のスケール対策

曙ブレーキ山陽製造株式会社【自動車部品製造工場】（岡山） 冷却塔のｽｹｰﾙ防止

中元クリーニング 本社（広島） 排水処理の改善

シャープ株式会社 福山工場 【ＬＳＩ事業部】（広島） 排水処理の有機フッ素化合物処理対策

リョービミツギ株式会社【ダイカスト成型工場】（広島） 冷却塔のスケール対策

荏原製作所 水処理

中国電力(株)三隅発電所（島根） 配管の保護

(株)スマイル【ノボリ旗製造工場】（愛媛） 上水道水の活性化

タカヤ繊維株式会社 【染色工場】（岡山） 排水処理の改善

水島工業㈱（岡山） 冷却塔のスケール対策

松江生協病院（島根） 赤水対策

カイタック㈱（岡山） 赤水対策

長崎バイオパーク（長崎） 池水の浄化

羽村市動物公園（東京） 池水の浄化

リーガルホテル 【レストラン】（東京本部） 品質の向上

【両備不動産】 両備グレースタワーⅠ Ⅱ（岡山） 上水道水の活性化

【カイタック不動産】 リビングコートマンション全て（岡山本部） 上水道水の活性化

【あなぶき興産】 α ステイツマンション（池）全て 池水の浄化

【トーシンパートナーズ】 フェニックスマンション（東京・神奈川） 上水道水の活性化

【セイキョウホーム】 ルミナスマンション全て（広島本部） 上水道水の活性化

出光興産 知多製油所（愛知） 排水処理の臭気改善

荒川化学工業 水島工場（岡山） 脱水ケーキ搬出量の削減
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4-2) 官公庁実績抜粋

ＢＣＯハピネス設置実績一覧表
顧客名（県名） 主な設置目的

財務省印刷局  岡山・小田原工場（岡山・神奈川） 製品品質の向上

国土交通省中国地方整備局 福山河川国道事務所（広島）                                       
高屋川河川浄化施設

水質悪化の防止                                         
（アオコ等の富栄養化防止）

国土交通省中国地方整備局（広島）八田原ダム管理所                                                                水質悪化の防止 （アオコ等の富栄養化防止）                                     

国土交通省中国地方整備局  八田原ダム管理所 追加設置（広島） 水質悪化の防止（アオコ等の富栄養化防止）                                     

国立印刷局 王子工場（東京） 冷却水配管内赤錆防止

ＪＲ東日本・高崎支社（群馬） 赤水対策

山口県維新百年記念公園（山口） アオコ・ボウフラの発生抑制

岡山城内堀（岡山） 赤水対策（地下水の水質改善）

福山市緑町公園（広島） 池水の浄化

神辺町誠和ハイツ（広島） 集落排水の浄化

岡山県英田郡美作町 町営露天風呂（岡山） レジオネラ属菌の発生抑制

岡山農業会館【本館】（岡山） 上水道水の活性化

建部町営 汲み取り式トイレ（岡山） 臭気の改善

群馬県吉岡町汚泥炭化設備（群馬） 炭化稼動時の臭気の改善

小山町  福良地区 農業集落排水処理施設（栃木） 塩素無害化

片品村菅沼処理場 農業集落排水処理施設（群馬） 臭気の改善及び汚泥の減量

国土交通省中国地方整備局 江の川総合開発事務所（広島） ダム湖（灰塚ダム）の水質向上 アオコ等の富栄養化防止

群馬県高崎市箕郷町 鳴沢湖（群馬） 湖（１２万８０００㎥）の水質向上 アオコ等の富栄養化防止

岡山県信用保証協会（岡山） 上水道水の活性化

岡山県環境保全事業団（岡山） 上水道水の活性化

ＪＲ東日本・高崎支社（群馬） 赤水対策

井原鉄道【第３セクター】（岡山） 電車内給水配管へのカルシウムスケール防止

（旧）日本道路公団 高崎管理事務所（群馬） 上水道水の活性化

関越自動車道 上里 SA【上下線】（群馬） 臭気の改善及び水質改善

中国自動車道 上月 PA【上り】（兵庫） カルシウムスケール防止

韓国高速道路 ムンマク休憩所（韓国） 排水処理の水質浄化

岡山県立岡山工業高等学校（岡山） 赤水対策

岡山県立笠岡高等学校（岡山） 赤水対策

岡山県立笠岡商業高等学校（岡山） 赤水対策

岡山学芸館高校（岡山） 赤水対策

加計学園【岡山理科大学】（岡山） 排水処理設備における汚泥の減量

広島大学付属福山中学校・高等学校（広島） 赤水対策

（旧）岡山県道路公社 一本松【道の駅】（岡山） 水質改善

島根県安来市 市営 鷺の湯（島根） カルシウムスケール防止及び細菌の発生抑制

鳥取県西伯郡岸本町 社会福祉センター ゆうあいパル（島根） レジオネラ属菌、一般細菌の発生抑制

岡山県上房郡賀陽町 簡易水道（岡山） 赤水対策

社団法人 福山労働会館（広島） 上水道水の活性化

広島県山県郡加計町 交流センター（広島） 上水道水の活性化

岡山農業会館【本館】（岡山） 上水道水の活性化

四国の浄水場 薬剤の削減
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4-3) 配管保護対策導入実績抜粋
ＢＣＯハピネス設置実績一覧表

顧客名 主な設置目的

三菱自動車工業 水島製作所 【自動車製造工場】 （岡山） クーリングタワーの冷却水のスケール対策

NTN㈱岡山製作所 【ベアリング製造工場】 （岡山） カルシウムスケール対策

三井金属鉱業㈱日比精錬所 【金属加工工場】 （岡山） クーリングタワーの冷却水のスケール対策

水島工業株式会社 【自動車製造工場】 （岡山） クーリングタワーの冷却水のスケール対策

萩原工業㈱本社工場 【ビニールシート製造工場】 （岡山） クーリングタワーの冷却水のスケール対策

イーグル工業株式会社 【自動車部品製造工場】 （岡山） クーリングタワーの冷却水のスケール対策

株式会社オークシード 【印刷工場】 （岡山） 印刷機のスケール対策

天野実業株式会社 里庄工場 【食品工場】 （岡山） クーリングタワーの冷却水のスケール対策

株式会社大善 【ダンボール製造工場】 （岡山） 地下水のスケール対策

井原鉄道（第三セクター） 【電車】 （岡山） 電車内積み込みタンクの上水のスケール対策

かようアイランド株式会社 【ビニールシート製造工場】（岡山） クーリングタワー冷却及び金型冷却のスケール対策

曙ブレーキ山陽製造株式会社 吉備第二工場【自動車部品製造工場】（岡山） クーリングタワーの冷却水のスケール対策

株式会社アステア 第６工場 【自動車部品製造工場】 （岡山） クーリングタワーの冷却水のスケール対策

栄進金属工業株式会社 【金属加工工場】 （岡山） クーリングタワーの溶接機冷却水のスケール対策

ウチヤマ化成株式会社 【発泡スチロール加工工場】 （岡山） クーリングタワー冷却及び金型冷却のスケール対策

中尾フィルター株式会社 【フィルター製造工場】 （岡山） クーリングタワーの冷却水のスケール対策

シャープタカヤ 【電子部品製造工場】 （岡山） クーリングタワーの冷却水のスケール対策

岡山イーグル 【自動車部品製造工場】  （岡山） クーリングタワーの冷却水のスケール対策

JFE 福山製作所 【製鉄工場】 （広島） クーリングタワーの冷却水のスケール対策

リョービミツギ株式会社 【ダイカスト成型工場】 （広島） クーリングタワー冷却及び金型冷却のスケール対策

株式会社日本化薬福山 【化学工場】 （広島） クーリングタワーの冷却水のスケール対策

広島イーグル 【自動車部品製造工場】  （広島） クーリングタワーの冷却水のスケール対策

鳥取ビブラコースティック 【自動車部品製造工場】  （鳥取） クーリングタワーの冷却水のスケール対策

明治製作所 【自動車部品製造工場】  （鳥取） クーリングタワーの冷却水のスケール対策

島根イーグル株式会社 【自動車部品製造工場】 （島根） 地下水のスケール対策

鷺の湯温泉 【温泉の源泉】 （島根） 温泉のスケール対策

イワミ村田製作所株式会社 【電子部品製造工場】 （島根） 地下水のスケール対策

ヒラタ工業株式会社 【鋳物金型製造工場】 （島根）
クーリングタワーの冷却水・鋳物金型のスケール対

策

オージェイケイ株式会社 【ビニール製造工場】 （島根） クーリングタワーの冷却水のスケール対策

塩ヶ平温泉 【温泉施設】 （島根） 温泉のスケール対策

イーグルハイキャスト 【船舶用オイシール製造工場】  （島根） クーリングタワーの冷却水のスケール対策

広島アルミニウム工業 大国工場 【アルミダイキャスト製造工場】（島根） クーリングタワーの冷却水のスケール対策

中国自動車道 上月 PA（上り） 【高速自動車 PA】 （兵庫） 地下水のスケール対策

龍野コルク 【発泡スチロール製造工場】 （兵庫） クーリングタワー冷却及び金型冷却のスケール対策

白水館 【旅館】 （和歌山） 温泉のスケール対策

十條スポーツクラブ 【スポーツ施設】 （福岡） 温泉のスケール対策

JX 日鉱日石エネルギー株式会社 大分製油所 【石油製造工場】 （大分） 火力発電のアンモニアストリッパーのスケール対策

NOK 熊本工場 【自動車部品製造工場】  （熊本） クーリングタワーの冷却水のスケール対策

メイクヒルズ CC 【ゴルフ場】 （群馬） 温泉のスケール対策

NOK 福島工場 【自動車部品製造工場】  （福島） クーリングタワーの冷却水のスケール対策
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4-4) 排水処理設備への導入実績抜粋

ＢＣＯハピネス設置実績一覧表

顧客名 主な設置目的

山陽板紙工業㈱【製紙工場】 （岡山） ＣOD 負荷の軽減、臭気対策

財務省 国立印刷局 【製紙工場】 （岡山・神奈川・東京） 細菌類抑制、排水処理設備の能力ＵＰ

㈱ジェイアール西日本リネン 【クリーニング工場】 （岡山） 洗剤の使用量削減、排水処理設備の能力ＵＰ

タカヤ繊維㈱ 【染色工場】 （岡山） 染料の減量化

㈱ショーワ 【染色工場】 （岡山） 染料の減量化

㈱角南染工場 【染色工場】 （岡山） 染料の減量化

備南染工㈱ 【染色工場】 （岡山） 染料の減量化

坂本デニム 【染色工場】 （岡山） 染料の減量化

堀江染工 【染色工場】 （岡山） 染料の減量化

㈱晃立 【染色工場】 （岡山） 染料の減量化

白十字藤田ファクトリー 【洋菓子工場】 （岡山） 排水処理設備の能力ＵＰ

㈱吉備長食品 【うどん・そば製造工場】 （岡山） 製品の品質改善

天野実業株式会社 里庄工場 【カップ麺類等の製造工場】 （岡山） 臭気対策

㈱サンマルク 【洋菓子製造工場】 （岡山） ｎ-ヘキサン対策

㈱大善 【ダンボール製造工場】 （岡山） 排水処理設備の能力ＵＰ

かようアイランド㈱賀陽工場 【ビニールシート製造工場】 （岡山） 排水処理設備の能力ＵＰ

加計学園 岡山理科大学 【私立大学の合併浄化槽】 （岡山） 合併浄化槽の能力ＵＰ

一本松(旧岡山県道路公社） 【道の駅の浄化槽】 （岡山） 観賞池への放流水の水質改善

高屋川河川浄化施設（国土交通省中国地方整備局 福山河川事務所）浄化施設（広島） 凝集剤等の薬剤減量

神辺町誠和ハイツ 【集合住宅の合併浄化槽】 （広島） 臭気対策、河川への放流水の水質改善

ポップヒロシマ 【染色工場】 （広島） 凝集剤の減量、排水処理設備の能力ＵＰ

㈱ハクスイ 【クリーニング工場】 （広島） 洗剤の使用量削減、排水処理設備の能力ＵＰ

中元クリーニング本社工場 【クリーニング工場】 （広島） 河川への放流水の水質改善

池田糖化 【食品添加物製造工場】 （広島） 排水処理設備の能力ＵＰ

オタフクソース 【ソース製造工場】 （広島） 排水処理設備の能力ＵＰ、臭気対策

石井表記 [電子部品製造工場] （広島） 放流水の硫化水素発生抑制、洗浄力ＵＰ

シャープ福山工場ＬＳＩ事業部 【電子部品製造工場】 （広島） フッ素の浄化

医療法人永和会 下永病院 【病院】 （広島） 中水システムのトイレの臭気対策

松江生協病院 【病院】 （島根） 赤水対策、排水処理設備の能力ＵＰ

仁多産業 【染色工場】 （島根） 染料の減量化、排水処理設備の能力ＵＰ

島根イーグル㈱ 【自動車部品製造工場】 （島根） 地下水の赤水対策、合併浄化槽の能力ＵＰ

島根森紙業 【ダンボール製造工場】 （島根） 排水処理設備の能力ＵＰ、臭気対策

イワミ村田製作所 【電子部品製造工場】 （島根） 地下水の赤水対策、合併浄化槽の能力ＵＰ

西日本衛材 【製紙工場】 （兵庫） 排水処理設備の能力ＵＰ

ダスキン大阪南工場 【クリーニング工場】 （大阪・三重） 洗剤の使用量削減、排水処理設備の能力ＵＰ

ミヤマブロイラー㈱ 【若鶏肉処理工場】 （群馬） 排水処理設備の能力ＵＰ、臭気対策

片品村菅沼処理場 【農業集落の合併浄化槽】 （群馬） 合併浄化槽の能力ＵＰ

関越自動車道 上里ＳＡ（上下線） 【高速道ＳＡの浄化槽】 （群馬） トイレの臭気対策

関東重機 【金型廃油処理場】 （群馬） 排水処理設備の能力ＵＰ

出光興産 知多製油所 【石油製造工場の排水設備】 （愛知） 排水処理設備の能力ＵＰ

あずまフーズ㈱ 【海鮮珍味加工工場】 （三重） 排水処理設備の能力ＵＰ

三昌物産 【食肉加工工場】 （三重） 排水処理設備の能力ＵＰ

㈱スマイル 【のぼり旗製造工場】 （香川） 排水処理設備の能力ＵＰ
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4-5) 病院・福祉施設実績抜粋
病院施設関連 NO.1

顧客名 設置目的 設置年月 設置機種

幸町記念病院腎不全ｾﾝﾀｰ 水道水の活性化 平成 6 年     １２月 BN-50×1 基

(更正医療人工透析指定 超純水生成の効率化 B-20 ×1 基

            医療機関) 配管保護

森下病院 浄化槽・トイレの 平成 7 年     ９月 水槽用×1 基

         悪臭防止 B-30  ×1 基

高架水槽の汚れ防止 BN-50 ×1 基

河合内科 受水槽の汚れ防止 平成 7 年     １２月 BN-50×1 基

ﾄｲﾚ･浄化槽の減臭

配管内の赤錆除去

清水歯科医院 水道水の活性化 平成 8 年     ３月 B-30×1 基

配管内の赤錆除去

アルテピアせと 入居者の健康維持 平成 8 年     ６月 B-65×2 基

配管の維持

(老人保健施設) 受水槽の汚れ防止

医療法人 入院患者の健康保持 平成 8 年     ８月 B-65×1 基

     サン・クリニック 水道水の活性化

松江生協病院 配管内の赤錆除去 平成 9 年     ３月 BN-100×1 基

水道水の活性化

(島根県総合病院)

妹尾歯科医院 配管内の赤錆除去 平成 9 年     ５月 B-20×1 基

水道水の活性化

ノヅル等の目詰まり防止

鏑泉苑老人ホーム 水道水の活性化 平成 10 年     ３月 B-30×1 基

むつみ接骨院 水道水の活性化 平成 10 年     ５月 B-20×1 基

杉生外科脳神経外科 水道水の活性化 平成 11 年     9 月 B-30 ×1 基

地下水の活性化 平成 12 年      4 月 BK-50×1 基

トイレの悪臭防止

池のアオコ防止

福山クリニック 水道水の活性化 平成 12 年     １２月 BK-50×1 基

超純水生成の効率化

医療法人 永和会 水道水の活性化 平成 13 年     ６月 BK-50×1 基

   下永病院 浄化設備の能力向上 BK-80×1 基

B-20 ×1 基(旧型）

南部眼科 S 平成 14 年     ２月 B-30×1 基

P29



病院・福祉施設関連 NO.2
顧客名 設置目的 設置年月 設置機種

やいま南クリニック 浄化槽の改善 平成 14 年     ６月 B-20×1 基

こくら台ハートクリニック 浄化槽・トイレの 平成 14 年     ６月 ＢＫ-50×１基

         悪臭防止

配管の保護

やいま中央クリニック 配管の保護 平成 14 年     ７月 B-30×1 基

浄化槽の改善

エーエムメディカル 配管の保護 平成 14 年     ８月 B-30×1 基

浄化槽の悪臭改善

久田小児科 配管の保護 平成 14 年     ９月 Ｂ-30×１基

平川医院 水道水の活性化 平成 18 年     9 月 B-20×１基
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５.特許一覧                                      
１．ＢＣＯハピネス Ｂシリーズ（簡易型）

２．ＢＣＯハピネス ＢＮシリーズ(直結型)              

                                   

                     
３．ＢＣＯハピネスクリーンウォーターシステム                                     
                     

   

登録第１１３４３９１号

特許第２８８２５８２号
U.S.PAT.  No.:6,094,120 登録第１０３６５１７号

（社）日本水道協会           

認証登録 Z－１１０号

U.S.PAT.No.:6,299,768 B1

登録第１０３６５３４号

登録第１０３６５３６号

中国特許第 105534 号
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米国特許 patent
numer:5,891,332

第 3232440 号 第 3467005 号 香港特許 patent
numer:HK1008988 号

中国特許第 1005534 号


