
グリストラップ・マイスター
グリストラップ自動洗浄システム

マイスター株式会社

悪臭を除去
悪臭を解消し気持ちよく
快適な環境に改善

油脂類を分解
排水管のつまりを

解消・防止して常に清潔に

殺菌効果
厨房の衛生問題を改善し
職場を快適で安全に

清掃コスト削減
掃除の負担を大幅に軽減し
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排水を浄化し下水道や
浄化槽の環境にも貢献

害虫駆除6
オゾンによる
害虫駆除効果

グリストラップの掃除が驚くほど
楽に！簡単に！低コストに！

業界で唯一のバイオとオゾンを併用
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グリストラップ・マイスター

悪臭を除去 バイオとオゾンの効果で劣化した
油脂類を分解し悪臭を除去します。
年間を通して悪臭を抑えます。

悪臭を解消し気持ちよく
快適な環境に改善

油脂類を分解 最新バイオ製剤が油脂類を分解処
理。専門業者の高圧洗浄が不要にな
り経費削減できます。

排水管のつまりを
解消・防止して常に清潔に

殺菌効果 オゾンエアレーションで殺菌処理
し、害虫の発生を抑えます。厨房の衛生問題を改善し

職場を快適で安全に

清掃コスト削減 掃除の時間と手間とコストをカット。
従業員の方の負担も軽減でき、
人材流出の防止につながります。

掃除の負担を大幅に軽減し
3K仕事を解消

水質改善
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5 油脂類を分解しキレイな状態で排
水するので行政の水質検査も安心。
つまりもなくなり逆流リスクも解消。

害虫の発生を抑え、雑菌を滅菌し、
ネズミなどの害獣も寄せ付けませ
ん。

排水を浄化し下水道や
浄化槽の環境にも貢献

害虫駆除6
オゾンによる
害虫駆除効果

消毒剤等によるショックの影響が少なく、排水系の機能低下を防止します。多様な環境下で機能する
多種類のバクテリア混合剤により優れた効果を発揮します。人体に害のない安全な濃度（0.10ppm）
で投入しますが、雑菌や害虫の抑制には抜群の効果を発揮します。

●室内保存（5℃～45℃の範囲） ●凍結厳禁 
●長時間高温、高湿度下の保存を避けること 
●眼・呼吸器への刺激性有（保護マスク使用） 
●過度の吸入を避けること ●エアゾール状
の噴霧を避けること ●眼・皮膚・衣服への直
接接触を避けること ●取り扱い後は十分に
水洗いをすること ●子供の手の届かない場
所に保管すること

バイオ製剤

■使用方法

バイオ製剤１：水１９
■使用上の注意

■成分

バイオ投入時と1か月後の透明度・生物相の変化
良好時の指標となる原生動物の増加、大幅な透明度改善が見られる。

環境浄化型微生物（8種類）の相乗的配合による水中懸濁液
米国環境庁・農務省・食品医薬局・労働安全局の基準に適合

オゾンエアー部
型式

入力電源
消費電力
外形寸法
本体重量
テスト機能
動作確認
材質

GM-1000
AC100V　50/60Hz
30W
幅335 × 高さ340 × 奥行160 mm
約9.06㎏
単独動作テストSW
外部ランプ表示
ステンレス製軽防水

タンク寸法
本体重量
オゾン濃度
設置方法
液タンク
液ポンプ
エアーポンプ

幅255 × 高さ340 × 奥行205 mm（給排気口幅15ｍｍ）
約10.65㎏　（バイオ製剤5L含む）
0.10ppm
壁掛け・据置兼用型
最大5L
5㏄/分　6㏄/分
25L/分

※1.5t以上のプラント向け、大規模施設、工場向け規格や、オーダーメイドにも対応いたします。

バイオタンク部

専用ポリタンクに水で20倍に希釈して使用します。残量
が少なくなったら補充します。頻度はおよそ２ヶ月に１度
と管理も簡単です。バイオ製剤にはオレンジの色がつい
ており、残量は一目で確認できます。

排水管に排水される水には、油脂分を分解して増殖したバイオが含まれ
ており、排水管内部の汚れも溶かしていく洗浄効果があります。２～３
週間で排水管内部にバイオフィルムを形成し、清潔な環境を保ちます。

弊社のバイオ製剤は強力微生物により難分解物質を分解する最新のバイオテクノロジー製品です
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設置について

設置例

開発、製造、販売、設置、アフターケアまで、すべて弊社が行います。ワンス
トップだからこそ可能な素早く手厚いサポートで、安心安全な厨房環境改善
を応援します。浄化槽が設置されている施設でも、大変効果があります。

本体設置場所からグリ
ストラップまでの距離
が遠いため、ホース類を
排水口に通して設置。

棚に本体を設置。

設置場所がないため、
バイオタンクのカバー
を外して設置。

設置場所が遠いため、
4ｍ先のグリストラップ
までホース類をシンク
の下に這わせて設置。

ワンストップの安心感。
清潔で安全な厨房環境へ最短で導きます。

電源があり、グリストラップ・マイスター本体が水没しない平坦な場所なら、
屋外への設置も可能です。直射日光が当たらないようご注意ください。

コンビニエンスストアのシンク下のような非常に狭い場所にも設置できます。

屋外にも設置可能。
お客様の環境に応じてカスタマイズいたします。

設置条件
以下の条件が満たされる場所に設置できます。

○

○ ○

○100Vの電源がある 設置場所が平坦である

直射日光が当たらない 本体が水没しない



介護施設

豚骨ラーメン店

とんかつ店

設置前後の変化

和食料亭（新規設置）

設置前 設置後 設置前

設置前

設置1週間後

設置前 設置後 設置1週間後

リゾートホテル

設置前 設置後 設置1週間後

設置1週間後

設置1週間後

コンビニエンスストア（小型試験機）

設置前 設置1週間後

グリストラップ・マイスター設置前と設置後、設置1週間後の変化を写真でご紹介します。

下水道条例の排水基準値

グリストラップ内の水質調査結果
グリストラップ・マイスター

設置後設置前

ノルマルヘキサン抽出物質含有量
（ 動植物油脂類又は鉱油含有量）

生物化学的酸素要求量（BOD）

水素イオン濃度（PH）

×54mg

×890mg

△ 7.1PH

○ 21mg

○ 340mg

○ 6.0PH

動植物油脂類：30mg以下
鉱油類：5mg以下

1リットルにつき

1リットルにつき

水素指数

600mg未満

5PHを超え9PH未満
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バイオ投入開始
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毎日の管理

グリストラップ・マイスター 管理仕様書

使用上の注意

バイオの補充方法

バイオ製剤１：水１９

本機の役割

バイオが油脂を分解して、アクがグリストラップ内に浮いてきます。
ひしゃくで取り除き、燃えるゴミで捨ててください。
油脂分は分解されていますので臭いやベトつきはありません。
最低でも3日に1回アク取りを行ってください。

バスケットのゴミは毎日取り除いてください。

❶ バスケットのごみを取り除きます

❷ アクを取ります

❸ 清掃完了

バイオの残量が少なくなったら補充します。補充の頻度はおよそ
２ヶ月に１度です。バイオは切らさない様にしてください。

ボトルをボックスから取り出します

ボトルをボックスに戻します

チューブをボトルから抜きます

チューブをボトルに戻します

バイオ製剤を水で希釈します

バイオ製剤を投入します

水を投入します

●室内保存（5℃～45℃の範囲）
●凍結厳禁
●長時間高温、高湿度下の保存を避けること
●眼・呼吸器への刺激性有（保護マスク使用）
●過度の吸入を避けること
●エアゾール状の噴霧を避けること
●眼・皮膚・衣服への直接接触を避けること
●取り扱い後は十分に水洗いをすること
●子供の手の届かない場所に保管すること

安全が確認された中性(ph)の液体で
人体には無害で環境にも優しく
安心して取り扱うことができます

バイオ製剤 １： 水 １９で希釈します。
ボトルに投入量の目印が付いています。

赤い矢印までバイオ製剤を入れます。

青い矢印まで水を入れます。

タイマーで機械が作動し、バイオを注入して油分を分解、オゾンで防臭・防虫・殺菌します。

たった２STEP！
バスケットのごみとアクを取るだけで
毎日簡単・清潔にお使いいただけます！



設置・ご購入までの流れ

お支払い方法

ご発注、工事日程を決めます

取り付け工事日決定

グリストラップと設置場所までの距
離を現地調査やデータで確認します

設置場所確認 電源の確保

現地調査や画像データから最善
の取り付け方法を選定します

取り付け方法の選定

２～３日で
ドロドロだった汚水に
透明感が取り付けて

３日ほどで
臭いがなくなります

通常２時間程度で終了します

取り付け工事

通常運転で1週間試験運転を
行います

試験運転

汚れや臭いの様子を見てオゾン・
バイオ・タイマーを調整します

設置場所から電源の距離を確認
します

調整

約２週間で設置から試験運転が
終わります

工事完了

本体のオゾンエアーのコントロール部とバイオタンク部をグリストラップの近くに設置し、３本の細い配管を接続します。

※リースには事前審査が必要です

現金 銀行振込 リース


