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ハイポノI1iWB バルキング防止解消用 
特 畏 

●フロック形成菌を豊富に配合しています。化学的凝集成分を配合していないため、 

膜分離型浄化槽（MBA）のシーディング剤としてもこ使用頂けます。 

●フロック形成菌が優占種となることにより、活性汚泥の沈降不良トラブルを未然に 

予防します。 

●糸状菌が異常繁殖している場合は、 「バルハンター」で糸状菌を駆除した後に 

こ使用下さい。 

~ポノwlCR 脱窒素促進用
特 長 

●高い脱窒素活性を有する脱窒素細菌群を配合しています。 

●生物学的窒素除去プロセスにおいて脱窒素反応を加速することにより、窒素除去 

機能を安定させます。 

●し尿処理場において、浄化槽汚泥比率が高くなり、低負荷状態になっている場合に 

使用することで処理が安定します。 

ws大型施設用ンーディング維持管理用 
特 長 

に変換します。 

●新規の立上げ、古くなった活性汚泥の作り直し、長期間休止時の維持管理用として、 

幅広くこ使用頂けます。 

●穎粒になっていますので、投入時の粉立ちガ少なくなっています。 

嬢麟な舞 
ハィポルカDL 油脂分解促進用維持管理用
~離長 

●油脂分解酵素に油脂分解菌を配合しています。 

●油脂分解酵素を主成分にしていますので、固形化した動物油などの液状化の 

促進や、汚泥の中に蓄積した油脂分の分解にも速効的効果を発揮します。 

●液体品であるため、定量ポンプによる連続注入が可能です。 

シコクの高活性微生物削（栄農剤配合） 

后熱 

ハイ1lfノけis、ミクロフローラCNP 膜分離型浄イヒ槽（MBR）のンーディング

ハイポル力S（シーディング用微生物剤） 

ミクロフローラCNP（活性栄養剤） 
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●膜の目詰まりを起こし難い汚泥を速やかに調整できます。 

●目詰まりの原因となるような凝集成分等は含有していません。 

●前記「ハイポル力WB」も同用途にこ使用頂けます。 
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※MLSS:3,000mgルの汚泥を調整する際に は、ハイポル力S: 1 50mg/L、ミクロフローラCNP:5,000mgルをMBA槽に添加する。 



オ ディライトシリ ズ余剰シ看泥減量用 
オーディライトシリーズは、薬剤と専用溶解器を用いた余剰汚泥の減量システムです。 

①余剰汚泥の処分コストが高い ②余剰汚泥を濃縮したスラリーで引抜き処分している 

③高いMLSSになってしまい困っている ④糸状性バルキングが起こるため、MLSSを高くできない 

などの問題を抱えている現場に適しています。 

オーディライトp 

定量供給型溶解器 

特 長 

ォ曹・ディライトT-20ロ 
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●初期投資が安価である。 

溶解器はコンパクトかつシンプルな機構ですので、高額の初期投資は不要です。 

●確実な汚泥減量効果を実現。 

オーディライトにより効果的な汚泥の溶菌、再BOO化が行われますので、確実に汚泥減量が達成できます。 

●コストパフォーマンスが大きい。 

ランニングコストは薬剤費とブロアーの電気代だけであるため、大きなコストメリットが生じます。 

●簡単なメンテナンス。 

日常のメンテナンスは溶解器に持ち込まれる異物の清掃と薬剤の補充のみです。メンテナンスに手間がかかりません。 
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＜オーディライト溶解器＞ 
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薬剤との接触により 

細胞膜が損傷 

C02H20 

細胞質 細胞膜 

活性汚泥 

微生物菌体 

、、- - 

活性汚泥微生物群により消化分解 
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、細胞質の溶出ハ細胞膜の崩壊I 

〈ばっ気槽〉 

~ 

流入→ 原水槽ト ばっ気槽 
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簡易型溶解器 

→放流 

（注）返送汚泥ラインにオーディライト溶解器を接続できない場合は、 

ばっ気槽に接続することができます。 

H 農集排 N農集排 I 農集排 ~浄化センタ― 

処理方式 〇D法 〇D法 
連続流入 
間欠ばっ気 

OD 法 
（下水） 

計画水量（m3ノ日） 380 690 297 1,000 

実処理水量（m3ノ日） 260 520 295 150 

薬剤使用量（錠剤kgノ日） 1.5 2.2 1.5 1.0 

薬剤費（円ノ水量m) 8.7 6.3 7.6 10.0 

専用溶解器償却費（円ノ水量m) 02 1.4 0.1 a3 

汚泥処分形態 濃縮汚泥 濃縮汚泥 濃縮汚泥 脱水ケ一キ 

導入前汚泥発生量（DSkgノ水量mう 0.101 0.068 0.089 0.133 

汚泥処分費単価（円ノDSkg) 283 320 700 125 

導入前汚泥処分費（円／水量肩) 28.6 21.8 62.3 16.6 

最終到達減量率（%) 61.6 53.0 57.3 40.5 

導入後汚泥発生量（DSkgノ水量肩） 0.0 39 0.032 0.038 0.07 9 

導入後汚泥処分費（円ノ水量m3) 11.0 10.2 26.6 9.9 

コストメリット額（円ノ水量mり 8.7 3.9 28.0 A 3.6 

コストメリット額（千円ノ年） 826 740 3,01 5 A 197 
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（注） 

コストメリット額は、汚泥処分費の 

コストダウン額から薬剤費、専用 

溶解器償却費を弓Iいて求めた 

もので、汚泥処分に関わる労務費、 

設備費、その他の薬剤費等の 

コストダウンは含まれておりま 

せん。 
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渓流シリ ズ速効性強力脱臭用 パルキスシリ 
対象臭気、求められる速効・持続性、また使用方法によって複数の銘柄から選択頂けます。 

濃縮汚泥に対する添加例 

渓流KR-20MLを300mg/L添加後、 脱水 

ケーキを作成、35セの恒温室にて24時間 

ことに計測を実施しました。 

汚泥濃度 46.200mg/L 

排水処理施設における臭気発生場所および薬剤添加場所例 

硫化水素 一 
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→ーブランク →-KR -20ML 

アラセンサーシリーズ 各種消泡用 

シリコン系 アルコール系 

殿体アワセンサーLS 師アワセンサーLE 

●発泡原因に応じて最適な銘柄から選択頂けます。 

管 告 
■銘柄 ~ 
渓流KR-20、渓流KR-20ML、 渓流KS-20、 渓流KSC-20. 

バルハンターG、バルハンター手200、バルハンターST-50 

オーディライトT-200、オーディライトP 

ズマスキング用 
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→ーブランク →一ーKR-20ML 

シリコン系（固形） 

アワセンサーH 
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●アワセンサーHを付属のネットに入れ、発泡して 
いる場所の水面上で泡に接触するように設置 

して下さい。 

取り扱い上の注意 

有害性 混合禁止 子供注意 

S 
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パワーフロックシリーズ 沈降不良トラブル解消用 

汚泥との相性、また使用方法によって5つの銘柄から選択頂けます。 

汚泥沈降促進剤（汎用） 放線菌スカム解消剤 高粘性汚泥用沈降促進剤 

パワーフロックM・127 駅ワーフロツクNロ・110 皿ワーフロックL・119 
贈侵 

●沈降不良トラブル全般に、 

幅広く効果を発揮します。 

‘ 特『最 

●放線菌によるぱっ気槽の発泡 
および沈殿槽でのスカム浮上 

現象を解消します。 

パワーフロックの沈降性改善効果 

薬剤投入前 

I 
薬剤投入1時間後 

て~ 
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●高粘性汚泥などの沈降性を 

改善します。 
●糸状菌の抑制効果を兼ね備 

えていますので、単独または 
「バルハンター」と併用で 
糸状性バルキングの根本 
原因の解消用としても使用 

できます。 

完溶型沈降促進剤 

パワーフロックM・130 
一 ー駒最 

●水に完溶するので、定量 
ボンプによる連続注入が 
可能です。 

Nロ・110のスカム解消効果 

沈降不良慢性化現場用 

パワーフロックL・200 
~重“~ 

●沈降不良が慢性化した汚泥には、 
1 00-200 倍希釈液をばっ気 
槽下流部に連続注入することで、 
汚泥の流出対策とすることがで 
きます。 

●使用する場合は連続注入設備を 
こ準備下さい。 

（沈殿槽で正常に沈降するようになるので、汚泥引抜量を増やし、汚泥日令を短くして系外へ排除して下さい。） 

バルハンターシリーズ
塩素系速溶性駆除剤 

バルハンターG 
贈風 

●ばっ気槽に直接投入するため、短期間に確実な効果が得られます。 
ノー 

、、 

※注意 

バルハンターCの使用により、糸状菌などの死骸で処理水が濁ったり、 

ばっ気槽が発泡したりすることがあります。 

ssの流出の恐れがある場合は、「パワーフロック」で強制沈降、発泡が 

激しい場合は、「アワセンサー」で消泡して下さい。 

糸状性バルキング 

糸状性バルキング解消用 

、、 

/ 
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塩素系徐溶性駆除剤 

ワ百レハンターT-200 I（ルハンターST-50 
．ー特 長 」 

●ばっ気槽の活性汚泥を傷めずに、確実な効果が得られ、処理水が濁りません。 

●本品を市販の樹脂製力ゴなどに入れ、返送汚泥の計量升で溶解させて下さい。 

計量升がない場合は、返送ラインの最終落ち口（ばっ気槽上部）に本品が入った 

樹脂製力ゴを吊るして、汚泥を直接接触させて下さい。 

●ばっ気槽に到達するまでに、10秒以上の滞留時間を取れば、より効率良く糸状菌 

を駆除できます。 

薬剤投入場所 

，イリーチェツカー簡易水質分析キット
●各種水質を現場で簡単にかつ速やかに測定することができます。 

●測定項目は目的に合せて6種類からi割尺できます。 

「ー一銘 柄 ― 測 定 範 囲 

DH 5.8 -'8.O pH 

COD O-100mg /L 

亜硝酸 O.02--1 mg/L 

硝酸 1 ---45mg/L 

アンモニウム O-10mg /L 

りん酸 O.2 -10mg/L 

 I 
糸状性バルキングの解消 
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品 名 性状 特 長 使 用 量 包装形態 

ハイボルカS 粉末 
好気性菌と通性嫌気性菌を配合したシーデイング剤でt「ミク口フ口ーラCN P」と 
併用することで、投入後7--i 0日間で活性汚泥ができま支嫌気ろ床接触酸化槽、 
膜分離型浄化槽(MB R）の種付け、維持管理にもご使用頂けます． ●初期投入150rng/L（ばっ気槽容量基準）をぱっ気槽に投入． 

（できれば1日50rng/Lずっ、連続3日間で分割投入して下さいJ 
投入量（kg)＝ばっ気槽容量（m3)×0.15 (kg/rn3) 

●維持管理 毎週1回、lorng/L（ばっ気槽容量基準）をばっ気槽に投入． 
投入量（kg)＝ばっ気槽容量（rn3)×0.01 (kg/rn3) 

5 kg段ケ―ス 
(5kg×1袋） 

20kg段ケ―ス 
(5kg×4袋） 

ハイポル力R 粉末 
有機物の分解に優れた有用菌を豊富に配合しています．負荷変動や高負荷運転 
のため浄化機能が低下した場合の機能回復剤としてご使用頂けます． 

ハイポル力0 粉末 
高性能な油脂分解菌に油脂分解酵素を配合しています．レストラン、ホテル食品 
加エ場など油分の多い排水処理施設の維持管理や、機能回復剤としてご使用 

頂けます． 

ハイポルカ0L 液体 

油脂分解酵素に油脂分解菌を配合しています。油脂分解酵素を主成分にしていま 
すので、固形化した動物油などの液状化の促進や、汚泥の中に蓄積した油脂分の 
分解にも速効的効果を発揮します．また、液体品であるため、定量ボンブによる連続 
注入が可能です． 

●ノルマルへキサン抽出物質量（n-hex）がわかっている場合 
投入量（Lノ日）＝排水量（rn3ノ日）Xn・hex濃度（mg/L)十1.000 X 0.05 

●ノルマルへキサン抽出物質量（n-hex）が不明の場合 
投入量（Lノ日）＝排水量（rn3ノ日）x 0.01 
* n-hex濃度を200rng/L で試算していますので、 

現場の状況によって投入量を加減して下さい， 

5Lポリ容器内装段ケース 
20Lポリ容器内装段ケ―ス 

ハイポルカK 粉末 
酸発酵に優れた通性嫌気性菌を配合した、嫌気消化槽のシ一デイング剤です． 
有機物を有機酸やアルコ一ルに分解（液化）し、次のメタン発酵（絶対嫌気性菌 
による発酵）への繋ぎをスムーズにします． 

●初期投入loOrng/L（嫌気消化槽容量基準）を嫌気肖化槽に投入． 
投入量（kg)＝嫌気消化槽容量（rn3)×0.1 (kg/rn3) 

●維持管理 毎週1回、 30rng/L（嫌気i肖化槽容量基準）を嫌気肖化槽に投入． 
投入量（kg)＝嫌気肖化柵容量（m3)×0.03 (kg/rn3) 

20kg段ケ―ス 
(10kg×2袋） 

ハイポル力‘ニューws 穎粒 

栄養剤を配合したシ一デイング微生物剤です．添加量の約50％が速やかに 
MLSS に変換します。①新規の立上げ ②古くなった活性汚泥の作り直し 
③長期間休止時の維持管理用として、幅広くご使用頂けます。また、穎粒に 
なっていますので、投入時の粉立ちが少なくなっています． 

●初期投入200 - 1,500rng/L （ばっ気槽容量基準）をばっ気槽に投入． 
投入量（kg)＝ばっ気槽容量（rnりX 0.2 - 1.5 (kg/rnり 

●維持管理毎週1回、50mg/L（ばっ気槽容量基準）をばっ気柵に投入． 
投入量（kg)＝ばっ気槽容量（rnり×0.05 (kg/rnり 
★膜分離型浄化槽(MB R）のシ一デイングにはハイポル力ニューwsは 
ご使用頂けません．ハイポルカWBをご使用下さい．MLSSを3,000rng/Lに 
調整する場合、投入量は6,000rng九 となります． 

20kg段ケ―ス 
(5kg×4袋） ハイボルカWB 粉末 

フ口ック形成菌を豊富に配合しています．化学的凝知父分を配合していないため、 
膜分離型浄化槽（MBR）のシ一デイング剤としてもご使用頂けまt 糸状菌が異常 
繁殖している場合はレ-c-/レ、ンタ一」で糸状菌を駆除した後にご使用下さい． 

ハイボルカCR 粉末 

高い脱窒素活性を有する脱窒素細菌群を配合しています。生物学的窒素除去 
プ口セスにおいて脱窒素反応を加速することにより、窒素除去機能を安定させます． 
し尿処理場において、浄化槽汚泥比率が高くなり、低負荷状態になっている場合に 
使用することで処理が安定します, 

●受入量に対して100 -300rng/L をばっ気槽に投入． 
投入量（kgノ日）＝し尿・浄化槽汚泥量（kLノ日）x 0.1 --0.3 (kg/kL) 

渓流K SC -20 液体 強力な酸化力で、酸性ガスとアル力リ性ガスの両方を分解します．（噴霧不可） ●対象物容量lm3 に対し、100 -- 500rnL添加． 20kg ポリ容器 

j))K S -20 

医薬用外劇物 
液体 強力な酸化力で、硫化水素ガスなどを速やかに分解します．（噴霧不可） 

●対象物容量lm3 に対し、100 -500rnL添加． 

20kgポリ容器内装段ケース 

溌tK R -20 液体 金属塩（Zn系）が硫化水素などを分解し、強力に捕捉します．（噴霧不可） 

I)(K R -20 ML 液体 金属塩（Zn系）と静菌剤の相互作用で、長期持続性に優れています．（噴霧不可） ●対象物容量lm3に対し、100 -300rnL添加． 

i晃tKA -20 液体 アンモニアガスなどのアルカリ性ガスを速やかに分解します．（噴霧不可） ●対象物容量lm3 に対し、300 - 500mL添加． 

) )))EK N -20 液体 脱臭作用が穏やかで、皮膚刺激性も少ない商品になっています．（噴霧司） 
●対象物容量lm3に対し、300 - 500rnL添加． 
●固形物表面積lrn2に対し、200 -300rnL散布または噴霧． 

- i3(KN -20 F 液体 
渓流KN -20に柑橘系の植物エキスを配合しているので、爽やかな香りを残します． 

（噴霧可） 

渓流K P -20 粉末 
金属塩（Fe系）が悪臭成分を強力に捕捉します．粉末なので水分の添加ができない 
対象物に適しています。 

●対象物容量lrn3に対し0.5 - 1.0kg添加． 
20kg段ケ一ス 
(5kg×4袋） 

バルキス 液体 
天然の植物エキスを主成分にしたマスキング剤です．悪奥による環境問題をスッキリと 
解決します．香りの好みに応じて、A、ハ一ブミントから選択頂けます．（噴霧可） 

●原り夜～約100倍希釈液を奥気の状況に応じて適量を直接散布または噴霧． 20kgボリ容器内装段ケ―ス 

ミク口フ口ーラCN P 粉末 
3大必須栄養素の炭素源（B 0 D)、窒素源（N)、リン源（P）をバランス良く 
配合した栄養剤です． 

●500mg/L （ばっ気槽容量基準）をばっ気槽に投入． 
投入量（kg)＝ばっ気槽容量（m3)×0.5 (kg/rnり 

★長期間、設備に排水が流入しない時は、1週間ごとに投入。 
★ミク口フ口一ラCNP. Cは共にlkgの投入量で0.4kgのBOD源 
として換算されます。 

20kg段ケ―ス 
0okgX 2袋） 

ミク口フ口一ラC 粉末 炭素源（BOD）としての栄養剤です。 

ミク口フ口ーラN 粉末 窒素源（N）としての栄養剤です． ●ミク口フ口一ラN 
投入量（kgノ日）=BOD総負荷量（kgノ日）xix 0.14 

●ミク口フ口一ラP 
投入量（kgノ日）=BOD総負荷量（kgノ日）xix 0.05 

●液体ミク口フ口一ラNP 
投入量（kgノ日）=BOD総負荷量（kgノ日）xix 0.33 

ミク口フ口ーラP 粉末 リン源（P）としての栄養剤です． 

20kgボリ容器内装段ケ―ス 
1m3コンテナ：1,150kg 

液体ミク口フ口一ラNP 液体 
窒素源（N) 1 5 %、リン源（P) 3％の割合に調整している液体栄養剤です。 
液体品であるため、定量ポンブによる連続注入が可能です． 

パワーフ口ックM-127 粉末 沈降不良トラブル全般に、幅広く効果を発揮します（汎用）。 ●ぱっ気槽内活性汚泥量（kg）に対し、5-logノ日をばっ気槽に投入． 
投入量（kgノ日）＝ばっ気槽内活性汚泥量（k8)x2 x 0.005 -0 .01 (kgノ日） 
*7 日分の薬剤を準備して下さい．なお、ND -lb は3日分をご準備下さい． 
★定量ボンプを用いる場合はM-130は1 -3 ％の水溶液、 L -119は 
20-60倍希釈してご使用下さい。 

●L -119による糸状性バルキング抑制効果 
投入量（kgノ日）＝ばっ気槽内活性汚泥量（kg) x2x 0.01 (kgノ日） 
*3 日分の薬剤を準備して下さい． 

20kg段ケ―ス 
(5kg×4袋） パワ一フ口ックM-130 粉末 水に完溶するので、定量ポンブによる連続注入が可能です。 

バワ一フ口ックND-lb0 粉末 放線菌によるばっ気槽の発泡および沈殿槽でのス力ム浮上現象を解消します。 

20kg石油缶 バワ一フ口ックL -119 液体 
高粘性汚泥などの沈降性を改善します．糸状菌の抑制効果を兼ね備えていますので、 
単独またはレ勺レ、ンタ一」と併用で糸状性ノUレキングの根本原因の解消用としても 
使用できます． 

バワ一フ口ックL -200 液体 
沈降不良トラブル全般に幅広く効果を発揮します（汎用）．また、液体品であるため、 
定量ボンブによる連続供給ができ、夜間及び休日の無人管理が可能です。 

●ばっ気槽内活性汚泥量（kg）に対し、1 - 2gノ日をばっ気槽に投入． 
投入量（kgノ日）＝ばっ気槽内活性汚泥量（kg)x2 x 0.001-0 .002(kgノ日） 

★定量ポンブを用いる場合は、100- 200倍希釈してご使用下さい． 
10kgポリ容器内芸段ケ―ス 

ニューフ口ックペース 粉末 
助剤を核にして、沈降性の良いフ口ックを形成します．原水のSS濃度が低い現場では 
沈降性が飛躍的に改善します。 

●100 -300mg /L （ばっ気槽容量基準）をばっ気柵に投入． 
投入量（kg)＝ばっ気槽容量（rn3)×0.1 -0 .3 (kg/rnり 

20kg段ケ―ス 
(10kg×2袋） 

ノくノW、ンターG 粉末 

塩素系速溶性の駆除剤．ばっ気槽に直接投入するため、短期間に確実な効果が 
得られます． 

「バルハンター」使用後、「ハイポル力WB」を併用することで、早期の良好な活性 
汚泥の形成と糸状菌の再繁殖を防止することができます． 

●ばっ気槽のMLSSの濃度を基準に薬剤使用量を算出して、1日1回の割合で、 

3日間連統して、ばっ気槽に均ーに投入して下さい。 
投入量（kgノ日）=（ばっ気槽容量rn3 ＋沈殿槽容量rn3)×投入濃度＋1,000 20kg段ケース 

(10kg×2袋） MLSS 濃度(rngノL) 1卿 2000 3卿 4000 5卿 6卿 7000 8000 

投入濃度(rngノlJ 40 50 65 75 85 95 1叩 110 

バJW、ンターT -200 錠剤 

塩素系徐溶性の駆除剤．ばっ気槽の活性汚泥を痛めずに、確実な効果が得られ、 
処理水が濁りません．本品を市販の樹脂製力ゴなどに入れ、返送汚泥の計量升で 
溶解させて下さい。計量升がない場合は、返送ラインの最終落ち口（ばっ気槽 
上部）に本品が入った樹脂製力ゴを吊るして、汚泥を直接接触させて下さい． 

●市販の樹脂製カゴなどに入れ、返送汚泥の計量升で、ばっ気槽容量lrn3に 
対して1日あたり20gの割合で溶解させて下さい。 
まt初日に80-b0Og/rn3 (4-S 日分）を一度に仕込み、2日目から20g/m3・日 
を目安に追加投入して下さい． 

投入量（kgノ日）＝ばっ気槽容量（rn3) x 0.02 (kg/rn3・日）x 10日間 15kg段ケース 
(5kgx 3袋） 

バルハンタ一ST -S0 錠剤 

●市販の樹脂製カゴなどに入れ、返送汚泥の計量升で、ばっ気槽容量1 m3に 
対して1日あたり25gの割合で溶解させて下さい． 
まず初日に100-125g/rn3 (4-5 日分港一度に仕込み、2日目から25g/rn3・日 
を目安に追加投入して下さい． 

投入量（kgノ日）＝ばっ気槽容量（mりx 0.025 (kg/rn3・日）x 10日間 

オーデイライトG 粉末 天然成分が汚泥内徴生物の活性を向上させ、微生物同士の自己消化を促進さ 
せます。 ●MLSSが3,000rng/L未満の施設は G. MLSS が3,000rng/L以上の施設 

はLをばっ気槽へ直接投入。 
G 投入量（kg)＝総活性汚泥量※3 (kg)×0.002 
L 投入量（kg)＝総活性汚泥量※3 (kg)×0.00 1 -0 .003 

20kg段ケース 
(5kgx 4袋） 

オ―デイライトL 液体 
弱い抗菌性を有するアミノ酸塩で、資化能力（有機酸の酸化・低分子化・無機化） 
が低下した微生物を減らし生き残った強い徴生物で汚泥の自己消化を促進させ、 
余剰汚泥の発生を減少させます． 

20kgボリ容器内装段ケース 

オ―デイライトP 粉末 強力な酸化力により、汚泥中の徴生物を再BOD化し、余剰汚泥の発生を減少 
させます。 

●専用溶解器を用いて薬剤を溶解． 
余剰汚泥の発生状況に応じて、最適銘柄をご提案できますので、弊社まで 
お問い合せ下さい． 

15kg段ケ―ス 
(5kgx 3袋） オ―デイライトT-200 錠剤 

アワセンサ―H 錠剤 泡の水滴で消泡成分が溶け出すセンサータイブの固形消泡剤です。（シリコン系） 
●アワセンサ一Hを付属のネットに入れ、発泡している場所の水面上で泡に接触 
するように設置して下さい． 

7.2kg段ケ―ス 
(200g錠剤×36錠） 

液体アワセンサ一LS 液体 シリコン系の液体消泡剤です。 
●ビー力ーテストで用量を決定し、原液または10倍希釈して使用して下さい． 

発泡原因に応じて、最適な銘柄から選択頂けます． 
18kg石油缶 

液体アワセンサーLE 液体 
アルコ一ル系の液体消泡剤です。 
膜分離型浄化槽(MB R）にもご使用頂けます． 

デイリーチエッ力ー チューブ 各種水質を現場で簡単にかっ速やかに測定することができます． 
●目的に合せて下記6種類からご選択下さい． 
銘柄：pH. COD 、亜硝酸、硝酸、アンモニウム、りん酸 

50回分イヒ粧箱50本入り 
150回分：段ケース 

（化粧箱×3箱） 

※l 800 総負荷量（kgノ日）＝流入水BOD潟度（mgル）×流入水量（m3ノ日）→1.000 

182 ばっ気槽内活性汚泥量（kg)＝ばっ気槽容量（m3) XML S S (mgル）+1.000 

※3 総活性汚泥量（kg)=（ばっ気槽容量m3＋沈殿槽容量m3) XML S S (rng/L)+1 .000 
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