
グリース阻集器（NXシリーズ）製品例

SHASE-S217-2016適合品

独自のノウハウで高性能化を実現

仕切板は特殊構造により、槽内の流れの勢いを抑え、
油の細分化を防止するとともに、均一に流速を制御。

SUS製トラップ部
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大きな分離槽を確保することで、
油の浮上分離を促す。

独自の構造により、サイホン現象
による油の流出を防止。

概　要
　業務用厨房からの排水には特に多量の油脂分が含まれてお
り、この油脂分は冷却凝固して排水管内に付着して排水管を
詰まらせる大きな原因となる。この排水中の油脂を浮上分離
させて回収するのがグリース阻集器である。
　ホーコス株式会社では、設置条件に合わせ各種グリース阻
集器をラインナップしているが、空気調和・衛生工学会の新
規格『SHASE-S217-2016』の適合品である「グリース阻集器
（NXシリーズ）」を新しく発売した。
　同製品は日本阻集器工業会性能試験合格認定品として、同
工業会の認定証票の貼り付けを許されており、適正な容量・
構造をもったグリース阻集器であることが証明されている。

製品ラインアップ
●本体材質
　ステンレス製、FRP型
●設置条件
　地中埋設、床吊、シンダー埋込
●導入方式
　側溝導入式、パイプ導入式

施工実績
・レストラン等営業用厨房
・小型飲食店（ビルインテナント）厨房
・学校・病院等厨房
・食品工場　等

特　長
１．同社従来品と比較し、設置面積は最大41％（平均27％）、
槽内容積は最大48％（平均40％）の縮減を達成。

排水金具

グリース阻集器（NXシリーズ）

ホーコス株式会社
〒720-8650　広島県福山市草戸町2-24-20
TEL  084-922-2855　FAX 084-922-8945
URL  https://www.horkos.co.jp/ 　 mail  kikei@horkos.co.jp

［資料請求先］建築設備機器営業本部（TEL.084-922-2855、FAX.084-922-8945）
［拠点］東京支店（TEL.03-6858-4430）、名古屋支店（TEL.052-688-7140）、大阪支店
（TEL.06-7711-0620）、広島支店（TEL.082-264-2527）、郡山工場・物流センター（TEL. 
024-943-5501）　※他22営業所あり。詳細はホームページにて確認のこと
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２．許容流入流量が実水量比およそ150％で、貯留水量より
許容流入流量が大きい。
３．コンパクトなのでレイアウトの自由度が大きい。
４．槽が浅いため、清掃しやすく安全。
５．丈夫で清掃しやすいシンプルな構造のため、取り付けや
清掃が楽に行える。

従来のグリース阻集器
（HGR-V200P　許容流入流量 200L/min）

L1110×W610×H650　実水量212L

新型グリース阻集器
（HGR-NX200P　許容流入流量 200L/min）

L1020×W550×H600　実水量135L

よりコンパクトに

・部品数の削減

・可動式のバスケット取手 ・丸洗いが可能

今まで清掃しにくかった、
仕切板のガイドもない

凹凸部が少なく、
清掃が楽に

仕切板

運搬時

清掃時

部品点数が少なく取り外し、取り付けが容易で清掃の負担軽減

片手で簡単に運搬・清掃が可能 部品を全て外せば丸ごと清掃
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概 要

「ハイセパーレ」は、特殊ポリプロピレン繊維製の高性能
の油吸着材。疎水性（水をはじきやすい）と親油性（油類を
吸着しやすい）に富み、高い吸着能力と油保持力を持ってい
る。非常に軽く水に浮くので、取り扱いや回収も簡単である。
含油廃水を濾過して排水基準値以下にすることができ、ま

た長時間保存しても性能上の変化がないという特長がある。
ES‐１００は粗取用、ES‐５００は二次濾過用として使用する。

各種油に対する吸着倍率

油の種類
銘柄 A重油 B重油 C重油 灯油 スピンドル油 タービン油 エンジン油

ES‐１００ ８ １１．６ １８．５ ８．７ ９．２ １０．３ １４．３

ES‐２００ １６．１ ２１ ２３．７ １５．７ １８．９ １６ ２７．９

ES‐５００ １３．９ １５．４ １６．３ １４．３ １４．６ １６．２ １５．９

※上記の値は測定値であり、保証値ではない。

製品規格

銘 柄 規 格 厚 み 重 量 入り数

ES‐１００ １m幅×５０m ７．０mm １０kg／ロール ５０m／ロール

ES‐１００K ５０cm×５０cm ７．０mm ０．０５kg／枚 １００枚／箱

ES‐１００M １m×１m ７．０mm ０．２kg／枚 ５０枚／箱

ES‐２００ １．５kg×６玉 ― １．５kg／玉 ９kg／箱

ES‐５００ １m×５０m ５．５mm ２０kg／ロール ５０m／ロール

※別サイズの要望は応相談。

銘柄と使用例

●ロールタイプ（ES‐１００、ES‐５００）

［使用例］
・工場含油廃水の濾過、浮遊
油の吸着

・機械周りや床面のモレ油処
理

●カット品タイプ（ES‐１００K、ES‐１００M）

［使用例］
・工場排水ピット等の油回収
材として

・海洋、港湾、河川等の事故
流出油吸着用

●綿状タイプ（ES‐２００）

［使用例］・濾過器、充てん材用

油防除材

ハイセパーレ
オイルフィルター（含油廃水濾過材）

オイルキャッチャー

日祥株式会社 〒１０１‐００４１東京都千代田区神田須田町２‐３‐１
TEL（０３）５２９４‐１３００ FAX（０３）５２９４‐１３５０

電子メール ホームページ http://www.nissho-ch.co.jp/

資料請求先 大阪支店 TEL（０６）６４４８‐６１０１ FAX（０６）６４４８‐６１０８

大阪支店

〒５３０‐６１０８ 大阪府大阪市北区中之島３‐３‐２３

TEL（０６）６４４８‐６１０１ FAX（０６）６４４８‐６１０８

名古屋支店

〒４５０‐０００２ 愛知県名古屋市中村区名駅４‐４‐１０

TEL（０５２）５８３‐５７００ FAX（０５２）５８３‐６００１

ロールタイプ

カット品タイプ 綿状タイプ

ハイセパーレ 製品写真 設置例（廃水濾過、床面の油吸着）
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概 要

「ハイセパーレ」は、特殊ポリプロピレン繊維製の高性能
の油吸着材。疎水性（水をはじきやすい）と親油性（油類を
吸着しやすい）に富み、高い吸着能力と油保持力を持ってい
る。非常に軽く水に浮くので、取り扱いや回収も簡単である。
含油廃水を濾過して排水基準値以下にすることができ、ま

た長時間保存しても性能上の変化がないという特長がある。
ES‐１００は粗取用、ES‐５００は二次濾過用として使用する。

各種油に対する吸着倍率

油の種類
銘柄 A重油 B重油 C重油 灯油 スピンドル油 タービン油 エンジン油

ES‐１００ ８ １１．６ １８．５ ８．７ ９．２ １０．３ １４．３

ES‐２００ １６．１ ２１ ２３．７ １５．７ １８．９ １６ ２７．９

ES‐５００ １３．９ １５．４ １６．３ １４．３ １４．６ １６．２ １５．９

※上記の値は測定値であり、保証値ではない。

製品規格

銘 柄 規 格 厚 み 重 量 入り数

ES‐１００ １m幅×５０m ７．０mm １０kg／ロール ５０m／ロール

ES‐１００K ５０cm×５０cm ７．０mm ０．０５kg／枚 １００枚／箱

ES‐１００M １m×１m ７．０mm ０．２kg／枚 ５０枚／箱

ES‐２００ １．５kg×６玉 ― １．５kg／玉 ９kg／箱

ES‐５００ １m×５０m ５．５mm ２０kg／ロール ５０m／ロール

※別サイズの要望は応相談。

銘柄と使用例

●ロールタイプ（ES‐１００、ES‐５００）

［使用例］
・工場含油廃水の濾過、浮遊
油の吸着

・機械周りや床面のモレ油処
理

●カット品タイプ（ES‐１００K、ES‐１００M）

［使用例］
・工場排水ピット等の油回収
材として

・海洋、港湾、河川等の事故
流出油吸着用

●綿状タイプ（ES‐２００）

［使用例］・濾過器、充てん材用

油防除材

ハイセパーレ
オイルフィルター（含油廃水濾過材）

オイルキャッチャー

日祥株式会社 〒１０１‐００４１東京都千代田区神田須田町２‐３‐１
TEL（０３）５２９４‐１３００ FAX（０３）５２９４‐１３５０

電子メール ホームページ http://www.nissho-ch.co.jp/

資料請求先 大阪支店 TEL（０６）６４４８‐６１０１ FAX（０６）６４４８‐６１０８

大阪支店

〒５３０‐６１０８ 大阪府大阪市北区中之島３‐３‐２３

TEL（０６）６４４８‐６１０１ FAX（０６）６４４８‐６１０８

名古屋支店

〒４５０‐０００２ 愛知県名古屋市中村区名駅４‐４‐１０

TEL（０５２）５８３‐５７００ FAX（０５２）５８３‐６００１

ロールタイプ

カット品タイプ 綿状タイプ

ハイセパーレ 製品写真 設置例（廃水濾過、床面の油吸着）
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　特殊な繊維を使用したシートは、ハサミやカッターで簡単
に裁断ができるうえ、繊維のほぐれや脱落が少ない。
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日祥株式会社
〒101-0041　東京都千代田区神田須田町2-3-1
TEL 03-5294-1300　FAX 03-5294-1350
URL http://www.nissho-ch.co.jp/
［資料請求先］大阪支店（TEL.06-6448-6101、FAX.06-6448-6108）
［拠点］大阪支店（〒530-6108　大阪府大阪市北区中之島3-3-23、TEL.06-6448-6101、
FAX.06-6448-6108）、名古屋支店（〒450-0002　愛知県名古屋市中村区名駅4-4-10、
TEL.052-583-5700、FAX.052-583-6001）

油防除材

ハイセパーレ
オイルフィルター（含油廃水濾過材）
オイルキャッチャー

各種料金他 環境・災害対策資材
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