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　床用ワックスを剥離洗浄した後に排出される剥離廃液。事業によって発生し、環境に負荷のある
化学物質を多く含んだ廃液でありながら、これまで産業廃棄物であるという明確な規定もなく、適
正処理の基準もあいまいだった。今年５月、全国ビルメンテナンス協会は７条からなるガイドライ
ン※1 を示し、関係法令・条例に従って適切に処理することを促した（本誌2014年８月号参照）。
　ところで、剥離廃液の処理をめぐる問題を、業界外の一般の人たちはどう受け止めるだろうか―
―。今年９月、全国学生環境ビジネスコンテスト＜em factory2014＞※2 で、「剥離廃液処理」が
取り上げられた。初めて耳にした「剥離廃液」という言葉。しかもその認知を高め、どのようにビ
ジネス展開すればよいか。難題に挑んだ学生たちが導き出した答えは「市民を巻き込むこと」だっ
た――。

※２「em factory（エムファクトリー）」
「環境問題をビジネスという切り口で解決していこう」との思いから、11年前に学生が自主的
に始めた活動で、“Eco”な“Money”を“作り出す場（factory）”がその名の由来。毎年環
境ビジネスをプランニングするコンテストを開催している。環境問題に関心をもった学生が
チームを組み、環境ビジネスに取り組む企業やコンサルタントの協力を得ながら、６日間寝食
を共にしてビジネスプランを考案し、その出来ばえを競う。環境とビジネスの両立、実現性の
高さなどが評価のポイント。こうした取り組みを通じて、環境という軸をもった“人財”を輩
出し、学生ならではの視点で企業が抱える環境に関する課題解決に寄与することを目的として
いる。

学生たちが考える適正処理の社会的認知向上と普及

剥離廃液を
ビジネスする

※１「剥離洗浄廃液の処理・排出方法に関するガイドライン」
７条からなる指針と技術解説、参考資料で構成。全国ビルメンテナンス協会ホームページ（http://
www.j-bma.or.jp/）からダウンロードできる

【ガイドライン７条】
第１条：剥離洗浄廃液は、関係法令・条例を順守し、適切に処理・排出する
第２条：剥離洗浄廃液は、排出する建築物の設備を十分に調査した上で、適切な方法により排出す
る
第３条：剥離洗浄廃液の排出者（排出事業者）を明確にする
第４条：剥離洗浄廃液の処理・排出に係る費用負担を明確にする
第５条：剥離洗浄廃液の処理・排出の記録・管理をする
第６条：床維持剤・剥離剤などの構成成分を、商品メーカーに確認する
第７条：産業廃棄物処理業者へ委託する場合は、必ず許可を得た業者を選定する

剥離廃液を
ビジネスする
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評価項目
点数
配分

評価ポイント

実
現
性

環境面

35

・当該環境問題について、適切に認識できているか。
・その環境問題について、当該企業が取り組む理由や意
義が明確であるか。
・環境負荷の低減は図られているか。

ビジネス面

・当該企業の規模、業種、リソース等を踏まえているか。
・提供しようとする製品/サービスに優位性はあるか。
・収支予想は根拠に基づいて算出されているか。持続的
に収益が出るようなブランか。

斬新さ 20

・発想や着眼点が斬新なものであるか。
・学生の立場を活かしたアイディアが盛り込まれている
か。
・独自性を出す工夫が盛り込まれているか。

プレゼン 10

・説明は論理的で説得力はあるか。
・資料は見やすく分かりやすいか。
・時間配分は適切か。
・プランの魅力やプレゼンターの想いは伝わるか。

床 ワ ッ ク ス 剥 離 廃 液 の 適 正 処 理 に 対 す る
社会的認知向上につながるビジネスプランを考案せよ

学生たちが考えた
剥離廃液処理のビジネスプラン
㈱グンビル「ライブ・プロジェクト」の市場創出

９月15日(祝)～ 20日(土)の６日間、東京都渋谷区にある国立オリンピック記念青少年総合
センターで、全国学生環境ビジネスコンテスト「em factory2014」が開催された。「環境
問題の解決に貢献するビジネス」を学生たちが競いあうイベントに、11回目を迎えた今回、
㈱グンビルの剥離廃液処理システム「ライブ・プロジェクト」が課題として取り上げられ
た。学生たちが考えだしたビジネスプランとは……!?

■コンクールの課題と審査
「em factory」主催の全国学生環境ビジネスコン

テストには、全国から多くの大学生・大学院生がエ
ントリー。初対面の者同士がチームを組み、企業か
ら提示された課題に対し、コンサルタント企業のサ
ポートを受けながら、環境配慮型ビジネスプランを
６日間かけて作成する。そして最終日の午後に、練
りに練ったプランが発表される。

審査は環境・ビジネス両面での実現性が重視さ
れ、学生ならでは斬新さとプレゼンテーションの内
容が加味される（表１）。

今年、課題提供したのは７企業・団体。㈱日清製
粉グループ本社、日本ハム㈱、㈱ブリヂストンと
いった日本を代表する企業に加え、㈱ミダック、日
本グリーンパックス㈱といった廃棄物処理やリサイ

表２ 各チームの課題
①グンビルチーム
　本文参照
②日清製粉グループ本社チーム
　世界的な人口増加や気候変動に伴い予想される食料不足
の問題に対し、日清製粉グループが2050年までに問題解決
に貢献できるビジネスプランを考案せよ。
③日本ハムチーム
　食品を選ぶ際の判断材料に環境という要素が加わるよう
なビジネスプランを考案せよ。
④日本グリーンパックスチーム
　地方自治体が行うごみ処理行政サポート業務に関して、
新たな事業モデルを構築する。
⑤ブリヂストンチーム
　自転車の製造・販売・使用・廃棄というライフサイクル
を意識し、環境貢献につながる新しいシステム／ビジネス
を考案せよ。
⑥ミダックチーム
　廃棄物処理・リサイクル業は、産業の上流に位置する廃
棄物排出者に事業を縛られがちである。このことを踏まえ、
㈱ミダックの、上流に縛られない今後の事業展開を考えよ。
⑦南相馬市チーム
　南相馬市では、放射能物質による環境汚染から、風評被
害が発生している。南相馬市民が製造する商品の販売を１
つの切り口として、風評等を超えて継続的に南相馬と関係
をもつ人びとが増える手法を提案せよ。

表１　参考資料：審査基準
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クル事業を展開する企業、それに原発事故の被害を
受けた南相馬市も参加した。

そして、もう１社が、群馬県伊勢崎市のビルメン
企業、㈱グンビル（高野健社長）だ。同社は剥離廃
液専用の産業廃棄物中間処理業の認可を得て、現在
処理施設を稼働中（本誌2012年12月号特集参照）。
環境関連の展示会などに出展し、ＰＲに努めている
が、なかなか社会的認知が進まない悩みを抱える。

こうした企業や自治体が、実際に抱えている問題
を課題として提供し、学生たちが独自の発想でプラ
ンを立案する。現実のビジネスの課題にチャレンジ
するところがじつにおもしろい。

各社が提供した課題は表２のとおりで、グンビル
チームの課題は次のようなものだった。「床ワック
スは商業施設等で床に塗布されたワックスを薬剤を
用いて剥離するときに発生する。これは産業廃棄物
の廃アルカリに該当し、環境負荷が高いため、適正
処理が必要である。そこで、床ワックス剥離廃液お
よび適正な処理に対する社会的認知向上につながる
ビジネスプランを考案せよ」おそらく清掃のアルバ
イトでもしないかぎり、存在さえも知らないであろ
う剥離廃液というものを、学生たちはどにようにビ
ジネスとして成立させようとするのか。以下に、４
名の学生たちが考案したプランを紹介する。

床ワックス剥離廃液とは
　㈱グンビルは、ビルの清掃や衛生管理、設備管理や
運転保守管理などの業務を行っている会社です。みな
さんは、「床ワックス剥離廃液」というものに、たぶ
んなじみのない方が多いと思います。ビルや百貨店、
コンビニなどにはきれいなツヤのある床があります
が、その美観を維持するために、ワックスが塗られて
います。しかし人の歩行などによって、損傷したり摩
耗したりして劣化していきます。美観を保つために、
定期的に薬剤（剥離剤）を使って古いワックスを剥離
し、新たにワックスを塗り直さなければなりません。
そのときに、発生するのが剥離廃液です。この廃液は
産業廃棄物であり、水質基準を大きく上回るため、そ
のまま排水することはできません。

しかし、社会的な認知がされておらず、不法に処理
される場合もあります。床ワックスや剥離剤は、化学
メーカーがビルメンテナンス会社に供給するのですけ
ども、容器については環境負荷の少ないものに切り替
わっていますが、環境負荷の少ない成分の開発にまで
は至っていないのが現状です。

床ワックスを剥離する作業は利用者のいない時間帯
に行われることも多く、ビルのオーナーは廃液にまで
認知が及ばなかったり、そこまで責任を感じていな

かったりという問題もあります。

グンビルの「ライブ・プロジェクト」とは
現在、適正処理として、大きく２つの方法がありま

す。１つは一般的な方法として、産廃物処業者による
焼却処理です。そして、もう１つはろ過処理です。そ
のなかでも㈱グンビルが生みだしたものは「ライブ・
プロジェクト」と命名された床ワックス剥離廃液の新
しい処理方法です。このライブ・プロジェクトは、剥
離廃液を排水の基準値以下になるまできれいにしま
す。その過程で発生するポリマーを発電燃料として再
資源化します。効率的に廃液処理することで、顧客に
対しても費用負担を軽減し、環境問題や法規制の強化
にも対応したものです。

理念としては、大きく３つあります。
１．焼却処理などに比べてCO2を60％削減する
（焼却処理に比べて１トン当たり329kgの削減）

２．電気に生まれ変わる
（１トンのポリマーが一般家庭の半年分の電力に）

３．ゼロエミッションの達成
（削減や再利用によって捨てるものが何もない）
ライブプロジェクトがどのようにして生まれたの

か。ここに一つの物語があります。ある日、社員が敷

グンビルチームの
発表内容

特集
剥離廃液をビジネスする

＜メンバー＞ 敬称略

石井孝宜（同志社大学）
黒岩静香（鎌倉女子大学）
高橋花歩（東京都市大学）
福原淳史（関西学院大学）
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地内でワックス剥離廃液をこぼしてしまい、草が枯
れ、長いあいだ草が生えなかったそうです。そのとき
に、剥離廃液の環境負荷の高さやリスクを強く意識
し、なんとかしようと取り組みをはじめられました。

「市民」を切り口に認知度向上のアプローチ
そのようななかで、私たちに与えられた課題が「床

ワックス剥離廃液および適正な処理に対する社会的認
知向上につながるビジネスプランを考案せよ」という
ものです。要するに、床ワックス剥離廃液の社会的認
知度が低く、いま現在、市場がありません。そのため
私たちは、今回提案するプランによってなにか大きな
利益を上げるというよりは、まずは市場をつくる、認
知度を上げて市場をつくることによって、結果として
廃液処理事業の収益を上げようと考えました。剥離廃
液の適正処理を当たり前にする。現在、グンビルでも
展示会などでそうしたアプローチはされていますが、
現状なかなか普及していません。そこで私たちは、一
つの切り口として市民に対して社会的認知度を高めて
いこうと考えました。

剥離廃液を排出するのは企業です。しかし、直接的
な影響を受けるのはやはり市民だと思います。そして
市民というのは、そのような環境に対する活動、自分
たちも動き出さなきゃというときには強い力を発揮す
ると思い、企業にアプローチして現状動いていないな
かで、市民を巻き込んでこの環境問題を解決していこ
うと考えました。

ターゲットは新潟の米農家
そこで、私たちがターゲットにしたのが新潟の米農

家です。
理由として、米農家というのは廃液の不適切な処理

の被害を直接的に受けると考えました。水田は川から
農業用水を直接引いているため、川が汚染されれば直
接的な影響なり被害を受けることになります。それか
ら、米は水が命ですので、やはりきれいな川というも
のが大事だと思いました。さらに、農家には農業協同
組合という組織がありますので、行政にも強い交渉力
があるのではないかと考えました。新潟県にした理由
は、過去に第二水俣病という水質汚濁の公害で被害を
受けていますので、そのような環境意識が強く、そこ
にアプローチすれば浸透性は高いのではないかと考え
ました。

そこでまず、米農家の方に廃液についての講習会
（セミナー）を提供しようと思います。月に２回、30

人規模で２時間程度、参加費500円で実施します。
500円というのは、認知度の向上のためとはいえ、
あくまでもこれはビジネスなので交通費程度はいただ
こうとの考えから有料としました。

私たちは、単に啓蒙だけで終わらせるつもりはあり
ませんし、ボランティアでもありません。ここで認知
度を高めて全国に展開していくことで、行政や企業に
対するアプローチ、変えていかなければならないとい
う風土をつくろうというのがねらいです。そして最終
的に、私たちの剥離廃液処理事業の収益拡大や、市場
拡大につながると考えています。

簡単なフロー図です。グンビルはお金をいただいて
セミナーを提供します。そのなかで環境意識を高めて
いくことで、行政団体に働きかけてくれるのではない
か。そしてそのような風土が形成されることによっ
て、地域周辺のビルや行政の建物も適切な処理をしな
ければならないという意識が生まれた、処理の事業に
つながっていくのではないかと考えています。

ロードマップ
ロードマップとしましては、まずは小さな地域で始

め、徐々に範囲を拡大していきたいと思っています。
その過程で、認知度の高まった地域で廃液処理の受注
も増えるのではないかと考えました。

一応10年が目安ですが、全国的に認知を広めてい
くことによる市場の拡大と、それからグンビル自体の
差別化による増益というものを考えています。市場規
模は、床ワックスだけの規模を調べるのは難しく、予
測の条件としてビルメンテナンス業界の市場規模とグ
ンビルの年間売上、年間に取り扱った廃液量、それか
ら１Ｌあたりの処理費を使って市場規模を予測しまし
た。これによれば、年間の廃液量の市場規模はおよそ
11万８千トン。実際の処理費用の予測は年間およそ
94億円となります。床ワックスだけではなく、空調

フロー図
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■審査委員長も大いに評価
審査の結果、残念ながら入賞は逃したが、発表を

終えたあとの学生たちの達成感に満ち溢れた表情が
印象的だった。剥離廃液処理の認知度向上とビジネ
ス展開という、専門誌でも困難な課題に挑んだ４人
の大学生に心から敬意を表したい。

審査委員長を務めた環境省総合環境政策局環境経
済課の齋藤英亜課長補も、発表はとても有意義だっ
たと評価。「農家やビルオーナーを巻き込んだサプ
ライチェーン全体でこの廃液のリスクを回避しよう
と、水のリスクに対してアプローチをかけたのは大
いに正しいと思います」とコメントした。プロの目
からは別の見立てや異論もあろうが、そもそもビル
メンテナンス業自体が環境とビジネスを両立させた
業種である。業界内だけを見るのではなく、サプラ

イチェーン全体でビジネスを考えることが重要だ。
学生たちが指摘した「市民」という視点はとても新
鮮だった。

や厨房などの洗浄廃液なども見込めば、さらに市場規
模は大きいものだと考えています。

セミナー自体の収支はさほどありませんが、この事
業だけでなにか大きな利益を出そうというよりも、あ
くまでも廃液処理の社会的認知を高めていくためのも
のだと考えています。

市場創出後の売上高
市場創出後の売上高。これは目安なんですけども、

さきほども申し上げたように、私たちは市場を開拓し
ていくことから始めていきます。そして、市場開拓後
は独自の技術によって、そこのシェアを多くとってい
きたいと考えています。市場創出後の優位性なんです
けども、さきほど出てきたライブプロジェクトという
のは模倣困難で、なおかつ業界で独自の処理技術で
す。ここは大きな差別化であり、優位性であると考え

ています。そしてこれによって、価格競争を回避でき
ると考えています。さらに、まだ未開拓の市場ですの
で、成功しなければいけないなと考えています。

実現可能性
農林水産省は、化学肥料、化学農薬の使用を減ら

し、環境にやさしく持続性の高い農業生産方式を推進
する農家を「エコファーマー」として認定する制度を
設けていますが、その認定件数が2004年から2014 
年の10年間で２倍以上に膨れています。これは、環
境に対する意識の高い農家が増加していることの表れ
です。

さらに、私たちが一番最初に着目した新潟県では
「にいがたクリーンランド戦略プラン」という、人と
環境にやさしい農業を県内全域へ普及するという取り
組みがあります。この流れにも乗っていけるのではな
いかと考えています。

まとめ
正直、このコンテストに参加するまで、床ワックス

剥離廃液の問題などまったく知らなかったのですが、
このような問題を知ったからには、やはり全国に剥離
廃液の適正処理の認知を広めることが私たちの使命で
はないかと感じました。
（注記：当日の発表内容を編集部で整えさせていただきました）

地域でのセミナー開催
・農家での廃液適正処理の認知度向上
・個人の農家、農業組合から行政への働きかけ

徐々に都道府県単位、地方単位に拡大
・地方新聞などメディアに取り上げられる
・徐々に認知度も広がり、廃液処理受注数増加

全国の80%程度のコメ農家に認知
・ビルオーナーに廃液の適正処理証明を求めるように
・市場自体の拡大、グンビルは差別化により大幅な増益

ロードマップ

左から、課題提供した㈱グンビル営業企画部・蜂須崇史さん、
高橋花歩さん、黒岩静香さん、福原淳史君、石井孝宜君

特集
剥離廃液をビジネスする
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■黒岩静香（鎌倉女子大学家政学部）
　剥離廃液自体がどういうものなのか、どの様な処理方法があ
るのか私は全く知りませんでした。普段フローリングやワックスで
ツルツルの綺麗な床に囲まれながら生活しています。日々生活す
る建物に多く使われているワックス。しかし、私はワックスが年に
一度程度貼り替えが必要だということ、剥離する際に剥離廃液
が出ることすらしりませんでした。
　グンビルチームになり、始めて剥離廃液適性処理に向けた社
会的認知度の向上について真剣に一週間考えました。無知の
中、仲間同士の意見•グンビルさんやコンサルタントの方の助言
をいただきながら一つのビジネスプランを考えました。今回グン
ビルさんの剥離廃液適性処理方法Live Projectを学び環境負荷
が少ないことやゼロエミッション達成など、多くの利点を知りまし
た。
　無限の様に錯覚してしまう地球の資源は有限であることを誰も
が知っているはずなのに、日々の生活に埋れ目を背けている人が
多い気がします。グンビルさんのLive Projectは人間にとっても
地球にとってもWin×Winな関係だと私は感じました。
　地球と付き合っていかなければならない人類、文明発達でど
んどん進化する地球に聳えるビルや建物。次世代の為にもどん
な処理方法が良いのか考え知り地球を思いやり、LiveProjectが

「当たり前」になればきっと世界は少し変るはず。

■石井孝宜（同志社大学商学部）
　「なんて環境の世界は広く、深いのだろう」コンテストが終わっ
てまず私はこう思いました。今回のコンテストに参加するまでは株
式会社グンビルさんのことは知らず、ましてや床ワックス剥離廃
液など知る由もありませんでした。環境問題といえば温暖化や大
気汚染等であり、廃棄物の問題に関してもいわゆる山中に不法
投棄されているものというイメージでした。
　しかし、プランを考えるために剥離廃液やビルメンテナンス業
界について調べる中で、この問題の深刻さや改善の必要性を感
じました。またそれと同時に、自分が知らないだけで企業の抱え
る環境問題は無数にあり、まだまだ手つかずなところが多いのだ
と思いました。私は環境ビジネスに関わる企業に勤めたいと考え
ており来春から就職活動が始まるのですが、この経験のおかげ
で、企業を探す視野が大きく広がりました。
　プレゼンテーションでも言ったのですが、せっかくこのような機
会を頂いたので、これからより多くの人に剥離廃液を始め環境問
題に対する認知を広めていけたらなと思います。

■福原淳史（関西学院大学経済学部）
　僕がこのビジコンに参加した理由は主に２つあります。まず１
つは元々コンサルやマーケティングに興味があり中小企業診断士

の勉強をしていたことです。２つ目は幼い頃から自然が大好き
で、稚拙な言い方をすると、都市を緑でいっぱいにしたいという
野望もあり環境に興味があるからでした。
　グンビルの担当になった時は、床ワックス剥離廃液適性処理
の社会的認知度向上という早口言葉のような課題にハテナが
いっぱいでした。他のチームと違いまずこのマイナーな物をどう
興味を持ってもらうように説明するかも難題でした。
　しかし他の３人とスタッフの２人、そしてグンビルの社員さんの
力を借りて理解し、それを人に説明できるようにもなりました。
　５泊６日の長い時間議論を続け、後半は疲れもありましたが
チームの雰囲気が他のどのチームよりも楽しかったた
め、乗り越えることができました。
　僕はこのビジコンを通して、環境保全を進めるには普段目につ
かないマイナーな所にも着目する必要性を感じました。勿論その
環境破壊をするものの規模が大きいものに注目するのが効率は
いいですが、それにある程度行き詰まっているのが現実なので尚
更です。
　このビジコンでは他にもチームワークやビジネスプランの策定
の手順、コンサルタントさんの論理的な思考能力を学びました。
更に何より多くの高い意識を持つ仲間と出会えました。
　その１人と来年度からコンサルティングの学生団体を立ち上げ、
活動していく予定です。これも一期一会を提供してくれたem fac
toryさんのおかげだと思いました！
　また次回も参加できたらなと思います！

■高橋花歩（東京都市大学メディア情報学部）
　私は現在、主に環境活動とビジネス系の活動をしています。
このコンテストの存在を知るまで、このふたつが掛け合わされるこ
とができると意識したことがありませんでした。日頃の活動の成
果を発揮してみたい、環境とビジネスをかけ合わせる視点が面
白い、ととても興味をひかれて参加することを決めました。
　コンテスト中の６日間は困難の連続でした。私はもともと直感
で決断や判断をしてきた人間だったので、論理的な思考、論理
を繰り広げるチームの皆になかなかついていけませんでした。で
も同時に論理的に考える必要性、楽しさを体感することもできま
した。グンビルさんから与えられた課題に関しても、ただのビジ
ネスプランとは少し異なるものが求められていたため、思うように
アイデアを出すことができずもどかしい気持ちでいっぱいでした。
　６日間でビジネスアイデアは幾度となく変容をとげましたが、最
終日に自分たちの納得のいくプランを皆で紡ぎだせたことはとても
嬉しかったです。20歳の夏休みに、毎日部屋にこもりっきりに
なって、ひとつの目的にむかって議論し合うという経験は何にも
かえがたい、かけがえのない経験になりました。

グ ン ビ ル チ ー ム で 学 ん だ こ と
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ライブ・プロジェクト、
全国へ

㈱グンビルは、10月27日付け
で新たな装置の産業廃棄物処分業
の許可を群馬県より取得した。そ
の剥離廃液処理システムは、１次
処理でポリマー分離や中和処理、
２次処理で残水に含まれる残渣を
分離する。この過程で発生するポ
リマーや残渣は、火力発電所など
で使われる固形燃料の原料として
供給する。（図参照）。

①発生ポリマーを再資源化す
る、②廃液処理費用を軽減する、
③環境問題・法規制強化に対応で
きる、という3つの特長を打ち出
し利用を促しているが、現時点で
は2012年に建設した処理施設（群
馬県伊勢崎市）に廃液を集めて処
理するしかなく、全国的な普及が
課題だった。

プラント建設から産業廃棄物処
分業の認可取得など、同社は群馬
県など行政の支援や指導も受けな
がら事業を進め、平成25年度「ぐ
んまの環境新技術・新製品」の認
定も受けている。そしてこのほ
ど、剥離廃液のほかにも、エアコ
ンや厨房などから排出される洗浄
廃液の処理についても事前協議が

終了し、着工届が受理された。用
途が広がったことで、ビルメンテ
ナンス企業もより利用しやすく
なったことから、小型処理装置の
レンタル事業に踏み切った。すで
に認可を得ている産業廃棄物処理
業者のほか、剥離洗浄を行うビル
メンテナンス企業にも貸し出す予
定だ。

産廃処分業の
許可取得が条件

最近では行政やビルオーナーに
も「剥離廃液は産業廃棄物であ
る」との認識が広まりつつあり、
同社はレンタルにあたって産業廃
棄物処理業の認可取得を条件とす
る。許可を取得するまでの間ビル
メンテナンス企業へは、自社処理
装置として自社分の床ワックス剥
離廃液を処理してもらい、許可後
に他社分の廃液を受け入れ可能と
する。また、許認可取得のための
支援も行うことにしている。

装置は１か月当たり10～100ト
ンの処理量を想定。容量に応じて
料金も設定する予定だ。貸し出し
後は、年間３回程度巡回してメン
テナンスを行い故障を未然に防
ぐ。また、このシステムはパソコ

全国のビルメンテナンス企業にレンタルへ
剥離廃液、エアコン・厨房等の洗浄廃液の処理が可能に

㈱グンビル　環境配慮型廃液処理装置「ＬＩＶＥシリーズ」

特集
剥離廃液をビジネスする

ンでリアルタイムで装置の運転状
況の監視もできる。

小型化したことで、従来のグン
ビルの設備と比べてイニシャルコ
ストもランニングコストも大幅に
削減。操作も簡略化して使いやす
くした。当然、設置面積もとらな
いので、中小規模のビルメン企業
でも効率的に運用ができる。

このシステムによる処理費用は
焼却処理と同程度を見込む。剥離
作業を定期的に実施している企業
や、地域で共同利用するグループ
などにぜひお勧めしたい。

問い合わせ
株式会社グンビル　
ＴＥＬ  0270-23-2124
ＵＲＬ  http://www.gunbiru.co.jp

㈱グンビルは床ワックス剥離廃液処理システム「ライブ・プロジェクト」
の小型装置を開発し、全国の処理業者にレンタルを開始する。日ごろ剥
離作業を行うビルメンテナンス企業にも、処理業の認可取得のサポート
をしてレンタルサービルの利用を促す。


