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1 1997年3月 三重県松阪市飯高町 リフレッシュパーク 管理棟 120 放流(SE) 商用電源 三重県 （旧　飯高町）

2 1997年10月 群馬県利根郡みなかみ町 真沢の森 宿泊施設 96 放流(SE) 商用電源 群馬県 （旧 月夜野町役場）

3 1998年4月 福岡県飯塚市穂波町 小正西古墳公園 公園の公衆トイレ 100 放流 商用電源 福岡県 （旧 穂波町役場）

4 1998年6月 岐阜県郡上市和良町 和良川公園オートキャンプ場① オートキャンプ場 54 放流(SE) 商用電源 岐阜県 （旧 和良村役場）

5 1998年11月 三重県多気郡多気町 のびのびパーク天啓 公園の公衆トイレ 100 放流 商用電源 三重県 （旧　多気町役場）

6 1998年11月 岡山県苫田郡鏡野町 富総合福祉センター 福祉センター 300 放流(SE) 商用電源 岡山県 （旧 富村役場)

7 1999年2月 兵庫県明石市 石ケ谷墓園 墓園の公衆トイレ 96 放流 商用電源 兵庫県 明石市役所

8 1999年5月 三重県津市白山町 リバーパーク真見（水環境整備事業） 公園の公衆トイレ 48 放流 商用電源 三重県 津農林事務所

9 1999年8月 埼玉県入間郡毛呂山町 箕和田湖管理利用施設 管理釣り場・公衆便所 20 放流 商用電源 埼玉県 川越農林センター改良部

10 1999年9月 滋賀県米原市伊吹町 伊吹山頂公衆便所 山のトイレ 160 再利用（トイレ） 商用電源 国定公園 滋賀県 自然保護課

11 1999年9月 広島県東広島市 憩いの森オートキャンプ場 オートキャンプ場 120 放流(SE) 商用電源 広島県 東広島市役所

12 1999年11月 富山県南砺市城端町 桜ケ池公園 公園の公衆トイレ 20 再利用（トイレ） 商用電源 富山県 （旧 城端町役場）

13 1999年11月 新潟県柏崎市 善ごんの滝 観光地の公衆トイレ 32 放流 商用電源 新潟県 柏崎市役所

14 2000年3月 岡山県備前市 夕立受山園地 展望台の公衆便所 30 再利用（トイレ） 太陽光（蓄電） 国立公園 岡山県 自然保護課

15 2000年3月 三重県多気郡大台町 登山道休憩所　公衆便所（森林空間整備事業） 山のトイレ 10 再利用（トイレ） 太陽光（蓄電） 三重県 （旧 宮川村役場）

16 2000年3月 群馬県邑楽郡板倉町 渡良瀬遊水地　親水広場　公衆便所 公園の公衆トイレ 48 再利用（トイレ） 商用電源 国交省 利根川上流工事事務所

17 2000年3月 栃木県栃木市藤岡町 渡良瀬遊水地　子供広場　公衆便所 公園の公衆トイレ 48 再利用（トイレ） 商用電源 国交省 利根川上流工事事務所

18 2000年3月 滋賀県八日市市 河辺いきものの森 ネイチャーセンター 146 再利用（トイレ） 商用電源 滋賀県 （旧　八日市市役所）

19 2000年5月 広島県竹原市 大久野島海水浴場 海水浴場 96 再利用（SE） 太陽光（系統連携） 国立公園 環境省 自然保護局

20 2000年5月 長野県大町市 個別排水処理施設整備事業 民間施設 10 放流 商用電源 長野県 （旧 八坂村役場）

21 2000年5月 三重県伊勢市小俣町 総合公園大仏山公園 公園の公衆トイレ 120 放流 商用電源 三重県 伊勢建設事務所

22 2000年7月 兵庫県尼崎市 海岸公園（海岸環境整備事業） 海岸公園の公衆トイレ 96 放流 商用電源 兵庫県 尼崎港湾管理事務所

23 2000年7月 三重県津市白山町 滞在型農園施設（山村振興等農林漁業特別対策事業） 滞在型市民農園 178 放流 商用電源 三重県 （旧 白山町役場）

24 2000年11月 大分県佐伯市 道の駅やよい 道の駅 130 放流 商用電源 大分県 （旧 弥生町役場）

25 2000年11月 新潟県新発田市豊浦町 豊浦総合運動公園「真木山中央公園」 運動公園の公衆トイレ 112 放流 商用電源 新潟県 （旧 豊浦町役場）

26 2000年11月 石川県金沢市 松根城址跡 城址公園の公衆トイレ 10 再利用（トイレ） 商用電源 石川県 金沢市役所

27 2000年12月 奈良県吉野郡下北山村 前鬼トイレ（国立国定公園整備事業） 山のトイレ 80 再利用（トイレ） 太陽光（蓄電） 世界遺産・国立公園 奈良県 下北山村役場

28 2000年12月 広島県三次市作木町 ふれあい公園 公園の公衆トイレ 112 放流 商用電源 広島県 （旧 作木村役場）

29 2001年3月 愛知県豊橋市 岩屋緑地公園　公衆便所 公園の公衆トイレ 128 再利用（トイレ） 太陽光（系統連携） 愛知県 豊橋市役所

30 2001年3月 愛知県豊橋市 豊橋総合ｽﾎﾟｰﾂ公園　公衆便所 公園の公衆トイレ 128 再利用（トイレ） 太陽光（系統連携） 愛知県 豊橋市役所

31 2001年3月 長崎県大村市 日岳公園 公園の公衆トイレ 64 再利用（トイレ） 商用電源 長崎県 大村市役所

32 2001年8月 福岡県嘉麻市嘉穂町 古処山キャンプ村 「遊人の杜」 キャンプ場 90 放流 商用電源 福岡県 （旧 嘉穂町役場）

33 2001年8月 兵庫県加西市 加西東産業団地公園 公園の公衆トイレ 48 放流 商用電源 兵庫県 土地開発公社

34 2001年8月 香川県さぬき市 四国八十八番札所　大窪寺 お寺の公衆トイレ 144 再利用（トイレ） 商用電源 大窪寺（香川県　８８番寺）

35 2001年9月 三重県いなべ市北勢町 川原農村公園（中山間地域総合整備事業十社地区） 農村公園の公衆トイレ 32 放流 商用電源 三重県 （旧 北勢町役場）

環境に優しい高度処理浄化槽（ソフィール）　←詳しくはこちら

ソフィール（土壌微生物膜合併処理浄化槽）　実績表

※　実績表には施設の閉鎖や下水道接続、震災などで現時点で利用されていない物件、施設が供用開始になっていない物件も含まれています。
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環境に優しい高度処理浄化槽（ソフィール）　←詳しくはこちら

ソフィール（土壌微生物膜合併処理浄化槽）　実績表

※　実績表には施設の閉鎖や下水道接続、震災などで現時点で利用されていない物件、施設が供用開始になっていない物件も含まれています。

36 2001年11月 秋田県藤里町(白神山地内） 白神山地　岳岱地区　公衆便所 山のトイレ 128 再利用（トイレ） 風力・太陽光（蓄電）+発電機 世界遺産 秋田県 藤里町役場

37 2001年11月 秋田県藤里町(白神山地内） 白神山地　くるみ台地区　公衆トイレ 山のトイレ 22 放流 風力・太陽光（蓄電）+発電機 世界遺産 秋田県 藤里町役場

38 2001年12月 島根県出雲市 宍道湖ネイチャーランド 公園の公衆トイレ 51 再利用（トイレ） 太陽光（系統連携） 島根県 （旧 平田市役所）

39 2001年12月 岩手県宮古市 重茂漁港　（漁港漁村活性化対策） 漁港の公衆トイレ 64 再利用（トイレ） 商用電源 岩手県 宮古地方振興局

40 2001年12月 岩手県宮古市 音部漁港　（漁港漁村活性化対策） 漁港の公衆トイレ 64 再利用（トイレ） 商用電源 岩手県 宮古地方振興局

41 2002年1月 岐阜県瑞浪市 竜吟の森自然ふれあい館 ネイチャーセンター 15 再利用（トイレ） 商用電源 岐阜県 瑞浪市役所

42 2002年2月 愛知県豊橋市 岩屋緑地公園展望台　公衆便所 公園の公衆トイレ 64 再利用（トイレ） 風力・太陽光（蓄電） 愛知県 豊橋市役所

43 2002年2月 岩手県釜石市 白浜（鵜）漁港 ①　（漁港漁港漁村活性化対策） 漁港の公衆トイレ 80 再利用（トイレ） 商用電源 岩手県 釜石地方振興局

44 2002年3月 埼玉県秩父郡皆野町 美の山公園 公園の公衆トイレ 96 再利用（トイレ） 商用電源 ジオパーク 埼玉県 秩父環境管理事務所

45 2002年3月 奈良県宇陀郡御杖村 みつえ青少年旅行村 オートキャンプ場 101 放流 商用電源 奈良県 御杖村役場

46 2002年5月 三重県いなべ市藤原町 いなべ市農業公園 「エコ福祉広場エリア」 公園の公衆トイレ 194 放流 商用電源 三重県 （旧 藤原町役場）

47 2002年6月 埼玉県さいたま市 見沼氷川公園 公園の公衆トイレ 96 放流 商用電源 埼玉県 さいたま市役所

48 2002年6月 富山県富山市大山町 有峰林道 大多和公衆便所 山のトイレ 16 放流 商用電源 富山県庁営繕課

49 2002年6月 茨城県土浦市 田村トイレ 公衆トイレ 96 再利用（トイレ） 商用電源 国交省　霞ヶ浦工事事務所

50 2002年6月 島根県江津市 菰沢公園野外活動ゾーン キャンプ場 76 放流 商用電源 島根県 江津市役所

51 2002年7月 山口県下関市豊北町 しおかぜの里　「角島」 飲食店・物販・トイレ 439 放流 商用電源 国定公園 山口県 （旧 豊北町役場）

52 2002年7月 長崎県対馬市厳原町 美女塚公園 公園の公衆トイレ 80 再利用（トイレ） 商用電源 長崎県 （旧 厳原町役場）

53 2002年9月 秋田県山本郡八峰町 白神山地周辺　留山 山のトイレ 80 再利用（トイレ） 太陽光（蓄電）+発電機 ジオパーク 秋田県 （旧 八森町役場）

54 2002年11月 北海道函館市 道南四季の杜公園　丘の家 公園の公衆トイレ 388 再利用（トイレ） 商用電源 北海道 函館土木現業所

55 2002年11月 北海道函館市 道南四季の杜公園　野原の丘 公園の公衆トイレ 349 再利用（トイレ） 商用電源 北海道 函館土木現業所

56 2002年11月 長崎県島原市 平成新山ネイチャーセンター ネイチャーセンター 132 再利用（トイレ） 商用電源 ジオパーク・国立公園 長崎県 民生活環境部

57 2002年11月 秋田県藤里町(白神山地内） 白神山地　駒ヶ岳地区 山のトイレ 64 再利用（トイレ） 風力・太陽光（蓄電）+発電機 世界遺産 秋田県 藤里町役場

58 2002年11月 秋田県藤里町(白神山地内） 白神山地　小岳地区 山のトイレ 64 再利用（トイレ） 風力・太陽光（蓄電）+発電機 世界遺産 秋田県 藤里町役場

59 2002年12月 北海道函館市 道南四季の杜公園　花の丘 公園の公衆トイレ 208 再利用（トイレ） 商用電源 北海道 函館土木現業所

60 2003年1月 岩手県宮古市 宿漁港 漁港の公衆トイレ 96 再利用（トイレ） 商用電源 岩手県 宮古市役所

61 2003年1月 島根県出雲市 斐川環境学習センター 環境学習センター 61 放流 商用電源 島根県（旧 斐川町役場）

62 2003年2月 三重県いなべ市藤原町 梅林公園 公園の公衆トイレ 143 放流 商用電源 三重県 （旧 藤原町役場）

63 2003年3月 長崎県大村市 野岳湖　水辺の広場 公園の公衆トイレ 48 再利用（トイレ） 商用電源 長崎県 大村市役所

64 2003年3月 長崎県大村市 野岳湖中央サイト 公園の公衆トイレ 116 再利用（トイレ） 商用電源 長崎県 大村市役所

65 2003年3月 奈良県吉野郡下北山村 交流ふれあい広場 公園の公衆トイレ 96 再利用（トイレ） 商用電源 奈良県 下北山村役場

66 2003年9月 岡山県真庭市蒜山 鬼女台園地 観光地の公衆トイレ 128 再利用（トイレ） 太陽光（蓄電）+発電機 国立公園 岡山県 自然環境課

67 2003年10月 三重県津市美杉村 三多気の桜（ふるさと水と土ふれあい事業） 桜の名所　公衆トイレ 45 再利用（トイレ） 商用電源 三重県 津農林事務所

68 2003年11月 島根県出雲市 西谷墳墓群史跡公園 公園の公衆トイレ 128 放流 商用電源 島根県 出雲市役所

69 2004年2月 福岡県嘉麻市稲築町 稲築公園　公衆トイレ 公園の公衆トイレ 96 放流 商用電源 福岡県 （旧 稲築町役場）

70 2004年3月 大阪府高槻市 摂津峡公園 公園の公衆トイレ 244 放流 商用電源 大阪府 高槻市役所

https://www.alcoinc.co.jp/mizu/sofil/
https://www.alcoinc.co.jp/mizu/sofil/
https://www.alcoinc.co.jp/mizu/sofil/
https://www.alcoinc.co.jp/case/shirakami-dakedai/
https://www.alcoinc.co.jp/case/shirakammi-kurumi/
https://www.alcoinc.co.jp/case/shinjiko/
https://www.alcoinc.co.jp/case/omoe-fishing-port/
https://www.alcoinc.co.jp/case/otobe-fishing-port/
https://www.alcoinc.co.jp/case/ryugin/
https://www.alcoinc.co.jp/case/iwaya-park/
https://www.alcoinc.co.jp/case/shirahama-fishing-port/
https://www.alcoinc.co.jp/case/minoyama-park/
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https://www.alcoinc.co.jp/case/arimine/
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https://www.alcoinc.co.jp/case/komozawa/
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https://www.alcoinc.co.jp/case/tomeyama/
https://www.alcoinc.co.jp/case/okanoie/
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https://www.alcoinc.co.jp/case/fureai-park/
https://www.alcoinc.co.jp/case/kimendai/
https://www.alcoinc.co.jp/case/mitaki-cherry-blossoms/
https://www.alcoinc.co.jp/case/nishitani/
https://www.alcoinc.co.jp/case/inatsuki-park/
https://www.alcoinc.co.jp/case/settukyou/
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71 2004年3月 青森県弘前市相馬村 相馬ダム　農山村広場公園 ダム公園の公衆トイレ 64 再利用（トイレ） 商用電源 青森県 （旧 相馬村）

72 2004年3月 栃木県芳賀郡市貝町 塩田調整池　（県営水環境整備事業） 公園の公衆トイレ 15 再利用（トイレ） 商用電源 栃木県 宇都宮土木事務所

73 2004年3月 長崎県大村市 野岳湖東サイト キャンプ場・公園のトイレ 144 再利用（トイレ） 商用電源 長崎県 大村市役所

74 2004年3月 奈良県宇陀郡曽爾村 掛公園 公園の公衆トイレ 64 再利用（トイレ） 商用電源 奈良県 曽爾村役場

75 2004年3月 三重県尾鷲市 三木浦マリンパーク（県営漁港海岸環境整備事業） 海水浴場 51 放流 商用電源 三重県　尾鷲農林事務所

76 2004年3月 石川県金沢市 平栗いこいの森 公園の公衆トイレ 80 再利用（トイレ） 商用電源 石川県 金沢市役所

77 2004年6月 滋賀県米原市伊吹町 伊吹山１合目　公衆便所改修 山のトイレ 96 再利用（トイレ） 商用電源 国定公園 滋賀県 （旧 伊吹町役場）

78 2005年3月 愛知県瀬戸市 あいち海上の森　「里山サテライト」　エコトイレ 里山の公衆トイレ 96 再利用（トイレ） 商用電源 愛知県 農林水産部 森林保全課

79 2005年3月 岩手県釜石市 白浜（鵜）漁港 公衆トイレ②（漁港活性化対策） 漁港の公衆トイレ 80 再利用（トイレ） 商用電源 岩手県 釜石地方振興局

80 2005年3月 滋賀県守山市 湖岸緑地　赤野井吉川地区　公衆便所 公園の公衆トイレ 144 再利用（トイレ） 商用電源 滋賀県 公園緑地事務所

81 2005年3月 滋賀県近江八幡市 湖岸緑地　岡山園地 公衆便所 公園の公衆トイレ 112 再利用（トイレ） 商用電源 滋賀県 自然環境保全課

82 2005年3月 愛知県田原市 緑が浜２号緑地　エコトイレ 公園の公衆トイレ 96 再利用（トイレ） 商用電源 愛知県 田原市役所

83 2005年3月 福島県郡山市 東部森林公園 多目的広場 公園の公衆トイレ 48 再利用（トイレ） 商用電源 福島県 郡山市役所

84 2005年3月 兵庫県高砂市 あらい浜風公園（東播磨港荒井地区緑化工事） 海岸公園の公衆トイレ 96 放流 商用電源 兵庫県 加古川土木事務所

85 2005年3月 大阪府堺市 自然ふれあいの森 公園の公衆トイレ 45 放流 商用電源 大阪府 堺市役所

86 2005年6月 兵庫県朝来市和田山町 白井大町公園 公園の公衆トイレ 64 放流 商用電源 兵庫県（旧 和田山土地改良事務所）

87 2005年6月 三重県松阪市飯高町 泰運寺園地　（自然公園等整備事業） 山のトイレ 96 再利用（トイレ） 太陽光（系統連携） 国定公園 三重県 松阪農林事務所

88 2005年7月 岐阜県郡上市 和良川オートキャンプ場② オートキャンプ場 32 放流(SE) 商用電源 岐阜県 郡上市役所

89 2005年8月 愛知県岡崎市 オネストン（株）岡崎工場 民間の工場 29 再利用（トイレ） 商用電源 オネストン（株）

90 2005年9月 福岡県北九州市若松区 響灘北緑地 公園の公衆トイレ 64 再利用（トイレ） 商用電源 福岡県 北九州市港湾空港局

91 2005年10月 青森県中津軽郡西目屋村 白神ライン 津軽峠駐車帯トイレ（緊急地方道路整備） 駐車場の公衆トイレ 96 再利用（トイレ） 太陽光（蓄電）+発電機 世界遺産 青森県 弘前県土整備事務所

92 2005年10月 秋田県秋田市 北野田公園 運動公園 120 放流 商用電源 秋田県 秋田市役所

93 2005年11月 新潟県魚沼市 奥レク都市公園 根小屋地区 公園の公衆トイレ 64 再利用（トイレ） 商用電源 新潟県 魚沼地域振興局

94 2006年1月 愛知県名古屋市守山区 小幡緑地（本園）　芝生広場 公園の公衆トイレ 112 再利用（トイレ） 商用電源+発電機 広域避難所 愛知県 尾張建設事務所

95 2006年3月 三重県多気郡大台町 三ツ谷池　（景観利用保全施設） 公園の公衆トイレ 51 再利用（トイレ） 商用電源 三重県 松阪農林事務所

96 2006年3月 愛知県大府市 奥池地区　（水環境整備事業） 公園の公衆トイレ 32 放流 商用電源 愛知県 知多農林水産事務所

97 2006年3月 大阪府高槻市 二料山荘改装 宿泊施設 60 放流(SE) 商用電源 大阪府 高槻市役所

98 2006年3月 宮崎県日向市 お倉ヶ浜海水浴場 海水浴場 224 放流(SE) 商用電源 宮城県 日向市役所

99 2006年3月 滋賀県野洲市 マイアミ浜オートキャンプ場 Aサイト オートキャンプ場 128 再利用（トイレ） 商用電源 （独）水資源機構琵琶湖開発総合管理所

100 2006年3月 滋賀県野洲市 マイアミ浜オートキャンプ場 Cサイト オートキャンプ場 112 再利用（トイレ） 商用電源 （独）水資源機構琵琶湖開発総合管理所

101 2006年4月 福岡県田川郡添田町 英彦山青年の家キャンプ場 キャンプ場 56 放流 商用電源 国定公園 福岡県 建築都市部

102 2006年5月 滋賀県米原市 伊吹山3合目　公衆便所改修 山のトイレ 96 再利用（トイレ） 商用電源 国定公園 滋賀県 米原市役所

103 2006年7月 徳島県板野郡松茂町 月見ヶ丘海浜公園　雑排水処理 宿泊施設の雑排水処理 301 再利用（トイレ）(SE) 商用電源 徳島県 県土整備部

104 2006年7月 徳島県板野郡松茂町 月見ヶ丘海浜公園　トイレ3号 公園の公衆トイレ 128 再利用（トイレ） 商用電源 徳島県 県土整備部

105 2006年8月 徳島県板野郡松茂町 月見ヶ丘海浜公園　管理棟 管理棟のトイレ 301 再利用（トイレ）(SE) 商用電源 徳島県 県土整備部

https://www.alcoinc.co.jp/mizu/sofil/
https://www.alcoinc.co.jp/mizu/sofil/
https://www.alcoinc.co.jp/mizu/sofil/
https://www.alcoinc.co.jp/case/souma-dam-park/
https://www.alcoinc.co.jp/case/shiota-pond/
https://www.alcoinc.co.jp/case/nodake-east-site/
https://www.alcoinc.co.jp/case/kake-park/
https://www.alcoinc.co.jp/case/mikiura-marine-park/
https://www.alcoinc.co.jp/case/hiraguri/
https://www.alcoinc.co.jp/case/mountain-ibuki-1st/
https://www.alcoinc.co.jp/case/kaisho-satellite/
https://www.alcoinc.co.jp/case/shirahama-fishing-port-2/
https://www.alcoinc.co.jp/case/akanoi/
https://www.alcoinc.co.jp/case/okayamaenti/
https://www.alcoinc.co.jp/case/midorigahama/
https://www.alcoinc.co.jp/case/toubu-forest-park/
https://www.alcoinc.co.jp/case/arai-coast-park/
https://www.alcoinc.co.jp/case/fureainomorii/
https://www.alcoinc.co.jp/case/shiraioomati-park/
https://www.alcoinc.co.jp/case/taiun-temple/
https://www.alcoinc.co.jp/case/wara-auto-camp-site/
https://www.alcoinc.co.jp/case/honeston/
https://www.alcoinc.co.jp/case/hibikinada/
https://www.alcoinc.co.jp/case/nishimeya/
https://www.alcoinc.co.jp/case/kitanoda-park/
https://www.alcoinc.co.jp/case/okurec/
https://www.alcoinc.co.jp/case/obata-park-1/
https://www.alcoinc.co.jp/case/mitsuya-pond/
https://www.alcoinc.co.jp/case/okuike/
https://www.alcoinc.co.jp/case/niryou-inn/
https://www.alcoinc.co.jp/case/oguragahama-beach/
https://www.alcoinc.co.jp/case/maiami-beach-a/
https://www.alcoinc.co.jp/case/maiami-beach-c/
https://www.alcoinc.co.jp/case/hikosan-camp-site/
https://www.alcoinc.co.jp/case/mount-ibuki-3rd-line/
https://www.alcoinc.co.jp/case/tsukimigaoka-1/
https://www.alcoinc.co.jp/case/tsukimigaoka-1/
https://www.alcoinc.co.jp/case/tsukimigaoka-1/
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106 2006年8月 徳島県板野郡松茂町 月見ヶ丘海浜公園　トイレ1号 公園の公衆トイレ 94 再利用（トイレ）(SE) 商用電源 徳島県 県土整備部

107 2006年8月 徳島県板野郡松茂町 月見ヶ丘海浜公園　トイレ2号 公園の公衆トイレ 128 再利用（トイレ） 商用電源 徳島県 県土整備部

108 2006年8月 滋賀県野洲市 マイアミ浜オートキャンプ場 テニスコート オートキャンプ場 112 再利用（トイレ） 商用電源 （独）水資源機構琵琶湖開発総合管理所

109 2006年10月 新潟県魚沼市 枝折峠 山のトイレ 96 再利用（トイレ） 太陽光（蓄電） 新潟県 魚沼市役所

110 2006年12月 広島県三次市 灰塚ダム下流 公園の公衆トイレ 96 放流 商用電源 国交省　江の川総合開発工事事務所

111 2007年1月 熊本県玉名郡長洲町 多目的公園　パークファイブ　 公園の公衆トイレ 96 放流 商用電源 熊本県 有明広域行政事務組合

112 2007年1月 愛知県名古屋市 小幡緑地公園（本園）　駐車場　 公園の公衆トイレ 64 再利用（トイレ） 商用電源+発電機 広域避難所 愛知県 尾張建設事務所

113 2007年2月 茨城県筑西市 県西総合公園　 公園の公衆トイレ 128 再利用（トイレ） 商用電源 茨城県 筑西土木事務所

114 2007年3月 愛媛県八幡浜市 平家谷公園　 公園の公衆トイレ 222 放流(SE) 商用電源 愛媛県 八幡浜市役所

115 2007年3月 愛知県瀬戸市 あいち海上の森　駐車場　エコトイレ 里山の公衆トイレ 64 再利用（トイレ） 商用電源 愛知県 あいち海上の森センター

116 2007年3月 兵庫県明石市 明石北わんぱく広場 公園の公衆トイレ 97 再利用（トイレ） 商用電源 兵庫県 明石市役所

117 2007年3月 島根県大田市 石見銀山公園入口　公衆トイレ改修 観光地の公衆トイレ 113 放流 商用電源 世界遺産 島根県 大田市役所　

118 2007年3月 広島県三次市 灰塚ダム知和ウェットランド 公園の公衆トイレ 96 再利用（トイレ） 商用電源 国交省　江の川総合開発工事事務所

119 2007年5月 岩手県上閉伊郡大槌町 大槌漁港　（強い水産業づくり交付金） 漁港の公衆トイレ 96 再利用（トイレ） 商用電源 岩手県 釜石地方振興局

120 2007年6月 群馬県渋川市伊香保町 伊香保森林公園管理棟 公園の公衆トイレ 128 再利用（トイレ） 商用電源 群馬県 渋川環境森林事務所

121 2007年6月 山口県下関市 吉母海水浴場（海岸環境整備） 海水浴場 128 放流 商用電源 山口県 下関市

122 2007年7月 三重県熊野市 紀南地区農村公園（紀南地区県営中山間事業(広)） 公園の公衆トイレ 111 放流 商用電源 三重県 熊野農林事務所

123 2007年8月 島根県大田市 石見銀山世界遺産センター（石見銀山拠点施設整備事業） 世界遺産センター 250 再利用（トイレ） 商用電源 世界遺産 島根県 大田市役所

124 2008年2月 岡山県浅口郡里庄町 つばきの丘運動公園　管理棟 運動公園の公衆トイレ 145 再利用（トイレ） 商用電源 岡山県 土地開発公社

125 2008年3月 滋賀県彦根市 湖岸緑地　 「三ツ谷」地区 公園の公衆トイレ 128 再利用（トイレ） 商用電源 滋賀県 公園緑地事務所

126 2008年3月 群馬県甘楽郡下仁田町 さくらの里森林公園　 公園の公衆トイレ 128 再利用（トイレ） 商用電源 群馬県 富岡環境森林事務所

127 2008年3月 島根県大田市 石見銀山公園　本谷地区　 観光地の公衆トイレ 64 放流 商用電源 世界遺産 島根県 大田市役所

128 2008年7月 兵庫県宝塚市 宝塚すみれ墓苑 墓苑の公衆トイレ 164 再利用（散水） 商用電源 兵庫県 宝塚市役所

129 2008年11月 岡山県浅口郡里庄町 つばきの丘運動公園　トイレ棟 運動公園の公衆トイレ 144 再利用（トイレ） 商用電源 岡山県 土地開発公社

130 2009年3月 三重県志摩市 おりきの松公園（まちづくり交付金事業） 防災公園の公衆トイレ 20 再利用（トイレ） 商用電源 防災公園 三重県 志摩市役所

131 2009年3月 大阪府池田市 五月山霊園　 霊園の公衆トイレ 96 再利用（トイレ） 商用電源 大阪府 池田市役所

132 2009年3月 大阪府和泉市 松尾寺公園　 公園の公衆トイレ 93 再利用（トイレ） 商用電源 大阪府 和泉市役所

133 2009年3月 滋賀県大津市 湖岸緑地堅田雄琴地区　公衆トイレ改修 公園の公衆トイレ 80 再利用（トイレ） 商用電源 滋賀県 土木交通部

134 2009年3月 大阪府泉南郡岬町 いきいきパークみさき　多目的公園　 公園の公衆トイレ 130 放流 商用電源 大阪府 岬町役場

135 2009年10月 神奈川県愛甲郡愛川町 あいかわ公園　北駐車場 駐車場の公衆トイレ 58 再利用（トイレ） 商用電源 神奈川県 厚木土木事務所

136 2009年10月 宮城県登米市 北上川河川歴史公園　 公園の公衆トイレ 96 再利用（トイレ） 商用電源 宮城県 登米市役所

137 2010年1月 島根県松江市 レクリエーション広場　チェリーロード　 公園の公衆トイレ 64 再利用（トイレ） 商用電源 島根県 松江市役所

138 2010年1月 秋田県由利本荘市 浜館公園　 公園の公衆トイレ 64 再利用（トイレ） 商用電源 ジオパーク 秋田県 由利本荘市役所

139 2010年1月 東京都西多摩郡 野山北・六道山公園 「石畑公園」 公園の公衆トイレ 128 再利用（トイレ） 商用電源 東京都 西部公園緑地事務所

140 2010年2月 島根県隠岐郡西ノ島町 島根鼻公園オートキャンプ場 オートキャンプ場 17 放流 商用電源 ジオパーク 島根県 西ノ島町役場

https://www.alcoinc.co.jp/mizu/sofil/
https://www.alcoinc.co.jp/mizu/sofil/
https://www.alcoinc.co.jp/mizu/sofil/
https://www.alcoinc.co.jp/case/tukimigaoka-2/
https://www.alcoinc.co.jp/case/tukimigaoka-2/
https://www.alcoinc.co.jp/case/maiami-beach-b/
https://www.alcoinc.co.jp/case/shioritouge/
https://www.alcoinc.co.jp/case/parkfive/
https://www.alcoinc.co.jp/case/parkfive/
https://www.alcoinc.co.jp/case/obata-park-2/
https://www.alcoinc.co.jp/case/kensei-park/
https://www.alcoinc.co.jp/case/heikedani/
https://www.alcoinc.co.jp/case/kaisho-forest-2/
https://www.alcoinc.co.jp/case/wanpaku-park/
https://www.alcoinc.co.jp/case/ginzan-park/
https://www.alcoinc.co.jp/case/wati-wet-land/
https://www.alcoinc.co.jp/case/ooduchi-fish-port/
https://www.alcoinc.co.jp/case/ikaho/
https://www.alcoinc.co.jp/case/yoshimo-beach/
https://www.alcoinc.co.jp/case/kinan-agri-park/
https://www.alcoinc.co.jp/case/ginzan-world-heritage-center/
https://www.alcoinc.co.jp/case/sougou-park/
https://www.alcoinc.co.jp/case/kogan-mitsuya/
https://www.alcoinc.co.jp/case/sakura-park/
https://www.alcoinc.co.jp/case/ginzan-hontani/
https://www.alcoinc.co.jp/case/sumireboen/
https://www.alcoinc.co.jp/case/sougou-park/
https://www.alcoinc.co.jp/case/oriki-park/
https://www.alcoinc.co.jp/case/satukiyama-cemetery/
https://www.alcoinc.co.jp/case/matsuoji-toilet/
https://www.alcoinc.co.jp/case/kogan-ogoto-toilet/
https://www.alcoinc.co.jp/case/ikiiki-park/
https://www.alcoinc.co.jp/case/aikawa-park/
https://www.alcoinc.co.jp/case/kitakami/
https://www.alcoinc.co.jp/case/cherry-road/
https://www.alcoinc.co.jp/case/hamadate-park/
https://www.alcoinc.co.jp/case/rokudouzan-park/
https://www.alcoinc.co.jp/case/shimanebara-auto-camp-site/
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141 2010年3月 福島県郡山市 東部森林公園　炊事棟 公園の公衆トイレ 85 放流 商用電源 福島県 郡山市役所

142 2010年3月 群馬県邑楽郡板倉町 邑楽東部第一排水機場 管理事務所 10 再利用（トイレ） 商用電源 農水省　渡良瀬川中央農地防災事業所

143 2010年3月 静岡県牧之原市 スズキ相良コース 工場の整備室 10 再利用（トイレ） 商用電源 スズキ㈱

144 2010年3月 山形県天童市 天童公園 公園の公衆トイレ 80 再利用（トイレ） 商用電源 山形県 天童市役所

145 2010年3月 東京都小笠原村父島 小笠原諸島　父島　三日月山北麓園地　公衆トイレ改修 観光地の公衆トイレ 112 再利用（トイレ） 商用電源 世界遺産・国立公園 東京都 総務局 小笠原支庁

146 2010年5月 島根県雲南市木次町 さくらおろち湖「尾原ダム」自転車競技本部施設 自転車競技の本部施設 144 放流 商用電源 島根県 雲南県土整備事務所

147 2011年1月 岩手県花巻市 花巻空港緩衝緑地　 公園の公衆トイレ 32 再利用（トイレ） 商用電源 岩手県 花巻空港事務所

148 2011年3月 大阪府枚方市 山田池公園　南地区実りの里　 公園の公衆トイレ 208 再利用（トイレ） 商用電源 防災公園 大阪府 枚方土木事務所

149 2011年3月 沖縄県八重山郡竹富町黒島 黒島ビジターセンター ビジターセンター 48 再利用（トイレ） 商用電源 国立公園 環境省 九州地方環境事務所

150 2011年4月 愛知県幡豆郡一色町佐久島 佐久島クラインガルテン 宿泊施設 150 再利用（トイレ） 商用電源 愛知県 （旧 一色町役場）

151 2011年4月 島根県奥出雲町 さくらおろち湖「尾原ダム」ボート競技本部施設 ボート競技の本部施設 144 放流 商用電源 島根県 雲南県土整備事務所

152 2011年6月 茨城県神栖市 鹿島港海岸　日川海水浴場　 海水浴場 128 放流 商用電源 茨城県 鹿島港湾事務所

153 2011年12月 滋賀県米原市 伊吹山3合目公衆便所改修工事 山のトイレ 96 再利用（トイレ） 商用電源 滋賀県 米原市役所

154 2012年1月 栃木県下野市 すがた川霊園墓地 霊園の公衆トイレ 96 放流 商用電源 栃木県 下野市役所

155 2012年3月 三重県津市大里町 大里地区親水公園　（地域用水環境整備事業） 公園の公衆トイレ 64 再利用（トイレ） 商用電源 三重県 津農林事務所

156 2012年12月 岩手県二戸市 稲庭高原パークゴルフ場 パークゴルフ場 97 放流 商用電源 岩手県 二戸市役所

157 2013年3月 東京都小笠原村父島 小笠原諸島　父島　宮之浜園地　公衆トイレ改修 観光地の公衆トイレ 20 再利用（トイレ） 商用電源 世界遺産・国立公園 東京都 総務局 小笠原支庁

158 2013年5月 島根県隠岐郡隠岐の島町 中谷駐車場 観光地の公衆トイレ 98 再利用（トイレ） 商用電源 ジオパーク・国立公園 島根県 自然環境課

159 2013年11月 鳥取県鳥取市 殿ダム記念広場 公園の公衆トイレ 235 放流 商用電源 鳥取県 鳥取市役所

160 2013年12月 三重県津市河芸町 三行地区親水施設　（地域用水環境整備事業） 公園の公衆トイレ 48 再利用（トイレ） 商用電源 三重県 津農林事務所

161 2014年2月 三重県志摩市磯部町 志摩市火葬場　「悠々苑」 火葬場 80 再利用（トイレ） 商用電源 国立公園 三重県 志摩市役所

162 2014年9月 福岡県糟屋郡久山町 久山町総合運動公園　Aゾーン 公園の公衆トイレ 96 放流 商用電源 福岡県 久山町役場

163 2015年2月 愛知県一宮市 阿古井池公園　（水環境整備事業） 公園の公衆トイレ 64 放流 商用電源 愛知県 尾張農林水産事務所

164 2015年2月 三重県多気郡明和町 斎宮池　明和町　（地域用水環境整備事業） 公園の公衆トイレ 80 再利用（トイレ） 商用電源 三重県 松阪農林事務所

165 2015年3月 愛知県新城市 乳岩峡　公衆トイレ改築 観光地の公衆トイレ 64 再利用（トイレ） 商用電源 国定公園 愛知県 新城市役所

166 2015年3月 東京都小笠原村父島 小笠原諸島　父島　小港園地　公衆トイレ改修 観光地の公衆トイレ 20 再利用（トイレ） 商用電源 世界遺産・国立公園 東京都 総務局 小笠原支庁

167 2015年3月 愛知県丹羽郡扶桑町 木曽川扶桑緑地公園　「上流エリア」　公衆トイレ改修 公園の公衆トイレ 64 再利用（トイレ） 商用電源 愛知県 扶桑町役場

168 2015年3月 愛知県丹羽郡扶桑町 木曽川扶桑緑地公園　「下流エリア」　公衆トイレ改修 公園の公衆トイレ 96 再利用（トイレ） 商用電源 愛知県 扶桑町役場

169 2015年4月 大分県日田市 田来原公園 公園の公衆トイレ 82 散水利用 商用電源 大分県 日田市役所

170 2015年11月 新潟県三条市 条南あおば公園 公園の公衆トイレ 80 再利用（トイレ） 商用電源+発電機 防災公園 新潟県　三条市役所

171 2015年12月 新潟県長岡市 国営越後丘陵公園　あそびの里　休憩施設 公園の公衆トイレ 149 放流 商用電源 国営公園 国交省　国営越後丘陵公園事務所

172 2016年3月 静岡県西伊豆町 堂ヶ島瀬浜公園　 公園の公衆トイレ 96 放流 太陽光（蓄電） ジオパーク 静岡県　西伊豆町役場

173 2016年3月 福岡県新宮町 立花山登山口　 観光地の公衆トイレ 32 再利用（トイレ） 商用電源 国定公園 福岡県　新宮町役場

174 2016年3月 広島県東広島市 龍王山総合公園 公園の公衆トイレ 128 放流 商用電源 広島県　東広島市役所

175 2016年4月 三重県度会郡玉城町 斎宮池　玉城町　（地域用水環境整備事業） 公園の公衆トイレ 64 再利用（トイレ） 商用電源 三重県 松阪農林事務所

https://www.alcoinc.co.jp/mizu/sofil/
https://www.alcoinc.co.jp/mizu/sofil/
https://www.alcoinc.co.jp/mizu/sofil/
https://www.alcoinc.co.jp/case/toubu-forest-park/
https://www.alcoinc.co.jp/case/oura/
https://www.alcoinc.co.jp/case/suzuki/
https://www.alcoinc.co.jp/case/tendou-park/
https://www.alcoinc.co.jp/case/titijima-mikazuki/
https://www.alcoinc.co.jp/case/sakuraorochi-dam/
https://www.alcoinc.co.jp/case/hanamaki-airport/
https://www.alcoinc.co.jp/case/yamadaike-toilet/
https://www.alcoinc.co.jp/case/kuroshima/
https://www.alcoinc.co.jp/case/sakushima/
https://www.alcoinc.co.jp/case/sakuraorochi-dam/
https://www.alcoinc.co.jp/case/nitikawa-beach/
https://www.alcoinc.co.jp/case/ibuki-3th-line/
https://www.alcoinc.co.jp/case/sugatagawa-cemetery/
https://www.alcoinc.co.jp/case/oozato/
https://www.alcoinc.co.jp/case/inaniwa-parkgolf/
https://www.alcoinc.co.jp/case/titijima-miyanohama/
https://www.alcoinc.co.jp/case/nakatani-parking/
https://www.alcoinc.co.jp/case/tonodam/
https://www.alcoinc.co.jp/case/ootani-pond/
https://www.alcoinc.co.jp/case/yuuyuuen/
https://www.alcoinc.co.jp/case/hisayama-azone/
https://www.alcoinc.co.jp/case/akoi-park/
https://www.alcoinc.co.jp/case/saiguu-pond-meiwa/
https://www.alcoinc.co.jp/case/tiiwa/
https://www.alcoinc.co.jp/case/titijima-kominato/
https://www.alcoinc.co.jp/case/fusou-2/
https://www.alcoinc.co.jp/case/fusou-1/
https://www.alcoinc.co.jp/case/taraibara-park/
https://www.alcoinc.co.jp/case/jyounanaoba-toilet/
https://www.alcoinc.co.jp/case/asobinosato-1/
https://www.alcoinc.co.jp/case/sehama-toilet/
https://www.alcoinc.co.jp/case/tatibana-mountain-toilet/
https://www.alcoinc.co.jp/case/ryuuouzan/
https://www.alcoinc.co.jp/case/saiguu-pond-tamaki/
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176 2016年5月 山口県長門市 ながとスポーツ公園 防災公園の公衆トイレ 153 再利用（トイレ） 商用＋太陽光（蓄電） 防災公園 山口県　長門市役所

177 2016年9月 島根県出雲市 斐伊川放水路記念館　「水防倉庫」 水防倉庫 27 再利用（トイレ） 商用電源 国交省　中国地方整備局出雲河川事務所

178 2017年3月 熊本県球磨郡水上村 水上スカイヴィレッジ　「クロスカントリーコース」 クロスカントリーコース 63 放流 商用電源 熊本県　水上村役場

179 2016年12月 福岡県筑紫郡那珂川町 桑河内ふれあい公園　 公園の公衆トイレ 493 再利用（トイレ） 商用電源 福岡県　那珂川町役場

180 2017年2月 島根県安来市 中海ふれあい公園　 公園の公衆トイレ 369 放流 商用電源 島根県　安来市役所

181 2017年3月 大阪府泉南郡岬町 いきいきパークみさき多目的広場　 公園の公衆トイレ 128 放流 商用電源 大阪府　岬町役場

182 2017年3月 愛知県西尾市 岡ノ山遊ぼっ茶広場 公園の公衆トイレ 96 再利用（トイレ） 商用電源 愛知県　西尾市役所

183 2017年3月 千葉県流山市 運河水辺公園　観光トイレ 公園の公衆トイレ 64 再利用（トイレ） 商用電源+発電機 防災公園 千葉県　流山市役所

184 2017年3月 静岡県賀茂郡西伊豆町 田子みなと公園　 公園の公衆トイレ 96 放流 商用電源 静岡県　西伊豆町役場

185 2017年5月 兵庫県神戸市 キーナの森（しあわせの森） 公園の公衆トイレ 115 放流 商用電源 兵庫県　神戸市役所

186 2017年5月 愛知県新城市 新城総合公園　芝生広場東　A3 公園の公衆トイレ 64 放流 商用電源 愛知県 新城設楽建設事務所

187 2017年8月 福岡県京都郡みやこ町 伊良とぴあ館 物産館、農家レストラン 166 放流 商用電源 福岡県 みやこ町役場

188 2017年10月 山口県山陽小野田市 浜河内緑地公園 公園の公衆トイレ 112 放流 商用電源 山口県 山陽小野田市役所

189 2017年10月 福岡県筑紫郡那珂川町 五ヶ山ダムゾーン２ 公園の公衆トイレ 96 再利用(トイレ) 商用電源 福岡県五ケ山ダム建設事務所

190 2017年10月 岐阜県郡上市 高鷲叺スポーツ広場 ラクビークラブハウス 60 放流 商用電源 岐阜県 郡上市役所

191 2017年11月 兵庫県高砂市 高砂海浜公園 公園の公衆トイレ 192 再利用(トイレ) 商用電源 兵庫県加古川土木事務所

192 2017年11月 愛知県北設楽郡豊根村 茶臼山高原芝桜の丘 公園の公衆トイレ 80 再利用(トイレ) 商用電源 国定公園 愛知県 豊根村役場

193 2018年3月 岐阜県養老郡養老町 養老公園テニスコート 運動公園の公衆トイレ 96 放流 商用電源 国定公園 岐阜県 大垣土木事務所

194 2018年3月 愛知県新城市 新城総合公園　中央広場北　C4 公園の公衆トイレ 51 放流 商用電源 愛知県 新城設楽建設事務所

195 2018年3月 福岡県京都郡みやこ町 森林公園環境教育棟 集会場 10 放流 商用電源 福岡県 みやこ町役場

196 2018年8月 宮城県名取市 北釜地区防災公園 公園の公衆トイレ 80 再利用(トイレ) 商用電源 防災公園 宮城県 名取市役所

197 2018年9月 兵庫県宝塚市 武田尾公園 公園の公衆トイレ 64 放流 商用電源 兵庫県 宝塚市役所

198 2018年9月 岐阜県養老郡養老町高林 養老公園 公園の公衆トイレ 80 放流 商用電源 国定公園 岐阜県 大垣土木事務所

199 2018年11月 三重県いなべ市大安町 三重県営北勢中央公園 公園の公衆トイレ 96 放流 商用電源 三重県県土整備部営繕課

200 2019年2月 沖縄県竹富町西表浦内 浦内便所整備工事 公園の公衆トイレ 7 3次利用 太陽光（蓄電） 国立公園 沖縄県　竹富町役場

201 2019年3月 静岡県富士宮市 東海自然歩道根原公衆トイレ 山の公衆トイレ 80 放流 太陽光（蓄電） 国立公園 静岡県富士土木事務所、静岡県庁観光政策課

202 2019年3月 福島県いわき市 中間貯蔵施設区域内 除染ダンプ待機場 パーキングエリア 96 再利用(トイレ) 商用電源 環境省 福島地方環境事務所

203 2019年3月 新潟県新潟市西区 きらら西公園 公園の公衆トイレ 71 放流 商用電源 新潟県　新潟市役所

204 2019年3月 山口県山口市 美濃ケ浜海浜公園 海岸公園の公衆トイレ 96 放流 商用電源 山口県　山口市　観光交流課

205 2019年3月 宮城県塩竈市 千賀ノ浦市場　公衆トイレ 公衆トイレ 64 再利用(トイレ) 商用電源 宮城県仙台地方振興事務所

206 2019年5月 宮城県名取市 名取市墓地公園（一般墓地） 墓地公園 117 再利用(トイレ) 商用電源 宮城県　名取市役所

207 2019年5月 宮城県名取市 名取市墓地公園（被災者等墓地） 墓地公園 48 再利用(トイレ) 商用電源 宮城県　名取市役所

208 2019年11月 大分県大分市 道の駅のつはる 道の駅 138 再利用(トイレ) 商用電源 大分市土木建築部建築課

209 2020年2月 大分県大分市 材料山(コア山)跡地施設（多目的広場） 公園の公衆トイレ 125 再利用(トイレ) 商用電源 大分市土木建築部建築課

210 2020年3月  福岡県糟屋郡宇美町 一本松公園 公園の公衆トイレ 114 再利用(トイレ) 商用電源 福岡県　宇美町役場

https://www.alcoinc.co.jp/mizu/sofil/
https://www.alcoinc.co.jp/mizu/sofil/
https://www.alcoinc.co.jp/mizu/sofil/
https://www.alcoinc.co.jp/case/nagato-sports-park/
https://www.alcoinc.co.jp/case/hiikawahousuiro/
https://www.alcoinc.co.jp/case/minakami-sky-village/
https://www.alcoinc.co.jp/case/kuwakouchifureai-park/
https://www.alcoinc.co.jp/case/nakaumi-park-toilet/
https://www.alcoinc.co.jp/case/ikiiki-park-toilet/
https://www.alcoinc.co.jp/case/okanoyamaasoboccha-park-tiolet/
https://www.alcoinc.co.jp/case/ungamizube-park-toilet/
https://www.alcoinc.co.jp/case/tagominato-park-toilet/
https://www.alcoinc.co.jp/case/kina-forest/
https://www.alcoinc.co.jp/case/shinshiro-east-a3/
https://www.alcoinc.co.jp/case/iratopia/
https://www.alcoinc.co.jp/case/hamakouchi-green-park/
https://www.alcoinc.co.jp/case/gokayamadam/
https://www.alcoinc.co.jp/case/takasukamasukogen/
https://www.alcoinc.co.jp/case/takasago-beach/
https://www.alcoinc.co.jp/case/hagitaro-mt/
https://www.alcoinc.co.jp/case/yoropark/
https://www.alcoinc.co.jp/case/shinshiro-north-c4/
https://www.alcoinc.co.jp/case/shinrinpark/
https://www.alcoinc.co.jp/case/kitakama-park/
https://www.alcoinc.co.jp/case/takedao-park/
https://www.alcoinc.co.jp/case/yoropark-2/
https://www.alcoinc.co.jp/case/hokusei-central-park/
https://www.alcoinc.co.jp/case/urauchi/
https://www.alcoinc.co.jp/case/nebara/
https://www.alcoinc.co.jp/case/chukanchozo/
https://www.alcoinc.co.jp/case/kirarapark/
https://www.alcoinc.co.jp/case/minogahama-park/
https://www.alcoinc.co.jp/case/koshinoura-toilet/
https://www.alcoinc.co.jp/case/michi-notsuharu/
https://www.alcoinc.co.jp/case/zairyoyama/
https://www.alcoinc.co.jp/case/ipponmatsu/
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No.
施工
年月

設置場所 施設名称（整備事業名） 施設概要
人槽
（人）

システム
のタイプ

電源 備考 施主

環境に優しい高度処理浄化槽（ソフィール）　←詳しくはこちら

ソフィール（土壌微生物膜合併処理浄化槽）　実績表

※　実績表には施設の閉鎖や下水道接続、震災などで現時点で利用されていない物件、施設が供用開始になっていない物件も含まれています。

211 2020年3月 愛知県新城市 新城総合公園　西第二駐車場 公園の公衆トイレ 70 放流 商用電源 愛知県 新城設楽建設事務所

212 2020年3月 宮城県南三陸町 南三陸町震災復興祈念公園　トイレ棟A 公園の公衆トイレ 144 再利用(トイレ) 商用電源 防災公園 宮城県 南三陸町CMJV

213 2020年3月 宮城県南三陸町 南三陸町震災復興祈念公園　トイレ棟B 公園の公衆トイレ 80 再利用(トイレ) 商用電源 防災公園 宮城県 南三陸町CMJV

214 2020年3月 宮崎県延岡市川島町 川島ふれあい健康公園 公園の公衆トイレ 96 再利用(トイレ) 商用電源 宮城県　延岡市役所

215 2020年6月 静岡県御殿場市 富士山御殿場口新五合目公衆トイレ 山の公衆トイレ 195 再利用(トイレ) 商用電源 静岡県　御殿場市

216 2020年7月 福島県大熊町 中間貯蔵（大熊1工区）土壌貯蔵施設(大熊Aエリア) 駐車場の公衆トイレ 112 再利用(トイレ) 商用電源 環境省 福島地方環境事務所

217 2020年7月 福島県大熊町 中間貯蔵（大熊1工区）土壌貯蔵施設(大熊Bエリア) 駐車場の公衆トイレ 48 再利用(トイレ) 商用電源 環境省 福島地方環境事務所

https://www.alcoinc.co.jp/mizu/sofil/
https://www.alcoinc.co.jp/mizu/sofil/
https://www.alcoinc.co.jp/mizu/sofil/
https://www.alcoinc.co.jp/case/shinshiro-west-2/
https://www.alcoinc.co.jp/case/mtfujigotenba/
https://www.alcoinc.co.jp/case/okumaic-a/
https://www.alcoinc.co.jp/case/okumaic-b/

