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はじめに
今まで私たちは、洗剤と言えば油汚れを落とす事にのみ関心を払ってきました。
その結果、自然破壊すなわち地下水の汚染や海・河川の汚濁、人体への悪影響などを引
き起こしてしまいました。
特に、家庭や工場では油を取り除く事によって、洗浄後の油と洗剤が、浄化施設や自
然界に対して悪影響を与えてきました。
それは、油がその物性を失っていないために起こる、油の「タタリ」なのです。
また従来の洗剤は、生分解（微生物による分解）性が悪いため、河川の汚濁から海洋
汚染、そして水道水や下水道への混入など、多くの問題を引き起こしています。
このような事に対し、環境改善問題が叫ばれている今日、業務用洗剤にも環境への配
慮が求められています。
油を取り除くだけではなく、排水が自然界に及ぼす影響、時間の経過とともに起こる施
設への弊害などの「二次汚染」を防止するために今日様々な分野において「とれとる」
シリーズは採用頂いております。

◆微細化＋加水分解で油の物性を失わせる。
従来の洗剤と「とれとる」シリーズの大きな違いは、
「油の物性を失わせる」ことにあ
ります。従来品は、界面活性剤で油を取り除くことは出来ても、油の物資を変えること
は出来ません。そのため、再結合して浮上してしまい、配管の閉塞やオイルボール、油
紋が発生してしまいます。
しかし、
「とれとる」シリーズは、それが持つ特性によってこの様な現象を阻止できる
のです。
「とれとる」シリーズには、油が接触すると油の粒子を極めて小さくしてしまう
（微細化）効果があります。この「微細化」が進めば進むほど、その比重は限りなく水
に近い状態になります。更に、水が加わることによって、細かくされた油の粒子間に水
が流入し、粒子間距離が広がり、分散されます。
（加水分散）
この「微細化」と「加水分散」の効果により、油はその物性を失い、再結合・再付着が
出来なくなります。
その結果、浮上油による油紋の発生を阻止し、結合による固化も防ぐことが出来るので
す。

◆「二次汚染」もしくは「再汚染」とは？
従来の洗剤は、汚れや油を高粘度状態のまま、洗剤分子で除去しようとし、汚れを剥が
す力を強めるため、界面活性剤がおおく必要となります。取り除いた油の粒子は大きく、
微生物の分解許容範囲を超えているため、全て分解しきるのに時間がかかります。微生
物が分解しきれなかった汚れが河川や海に流れ込み油紋やオイルボールを発生させます。
また、施設内では油の固化による配管閉塞等を引き起こし、悪臭発生原因ともなります。

◆界面活性剤は少ないほど良い
一般の洗剤の界面活性剤の含有量は非常に幅があり、２０％〜７０％もあります。
界面活性剤は自然界での分解が難しく、肌荒れなど皮膚障害の原因にもなります。
しかし「とれとる」シリーズは、原液で「とれとる」Ｊ−ＳＫで 9.7%、Ｊ−Ｋは 4.9%、
Ｊ−Ｍ系 で 5.5% と少なく、これを１０倍に希釈、使用した場合はそれぞれ 0.97%、
0.49%,0.55%となり、自然界の汚染を極力小さくし、手肌に優しい洗剤と云うことになり
ます。この事から泡立ちも抑えられるので、すすぎ水も少なくて済み、水道料金や下水
道使用料の節約と、洗浄工程の簡素化が計れます。
「とれとる」Ｊ−ＳＫ，Ｊ−ＭＲは基本的に原液使用タイプです。界面活性剤総量は 9.7%
ですが、生分解性が極めて良いものを厳選して使用しており、特に手肌の保護と洗浄力
を重視して配合しています。
また、現場サイドからの要望で「泡があると洗った気がする、汚れ落ちの目安になる
から発泡性の良いものがほしい」と云う要望と共に、もっと手荒れのひどい人の為の洗
剤という事で開発されております。
それが鉱物油脂対象の「とれとる」Ｊ−ＭR、動物油脂対象の「とれとる」Ｊ−ＳＫです。

◆国際規格で証明された生分解性
「とれとる」は、国際規格であるＯＥＣＤ化学品テストガイドラインのＢＯＤ法、Ｄ
ＯＣ法に基づいて生分解性の試験を行いました。
この基準をクリアすれば易分解性物質（環境中で容易に生分解する物質）と判断されま
す。
「とれとる」シリーズは、Ｊ−Ｍが生分解性７７％（ＤＣＯ法）、Ｊ−Ｋが生分解性８３％
（ＤＯＣ法）
、Ｊ−ＳＫが生分解性９５％（ＢＯＤ法）
（
（財）日本食品分析センター分析
値）と判定され、国際規格をクリアした環境対応製品です。

◆エマルジョン化（乳化）なし
事故流出油対策として使用した場合、従来の中和剤は白濁し、油分の再凝集・浮上が
ありましたが、
「とれとる」は水中に分散し、粒子間距離が広がる事により、再凝集しま
せん。
また、水系洗剤であるため、舗装や塗装面を傷めず、消防法上の備蓄制限がありません。
「とれとる」は、エマルジョン化（乳化）しませんので、道路や海、河川での油流出事
故対策での使用に適しています。
★希釈使用水は、軟水・硬水・海水を問いません。
★水系洗剤ですので、消防法上の備蓄制限がありません。
★本剤には、ＡＢＳ・ＬＡＳ・リン酸塩・砒素・重金属・メチルアルコール・蛍光増白
剤は含まれていません。

◆「とれとる」シリーズ製品ラインナップ（業務用）
※汚れには、多種多様のものがありますので、現場で希釈倍率、洗浄方法等お試しの上、
御使用ください。
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レンジフード・・・・・原液

求められるテーブル・ガラス面棟

れ拭取り洗浄

洗濯・・・１０Ｌにつき２０ｍｌ

の清掃に最適。

※原液使用の高発泡タイプで、抗菌「とれとる」
（無香タイプ及びシトラス配合）グレード、
又、手洗いが簡単な抗菌泡タイプで「銀の泡」を取り揃えております。
本剤は、Ｊ−Ｋが業務用で発砲を抑えた使用となっているため、通常使用される現場
の方々は、①泡が出ないと使った気がしない、②泡が出ないと汚れが落ちていない気
がする、③だから泡が出ないと出るまで使ってしまう等々のご意見がありました。
本剤は３倍以上に薄めて初めて効果がありますので、他の洗剤のように原液での使用
は、洗浄効果が逆に落ちてしまいます。この事はＪ−Ｍ（鉱物油脂対象＝濃縮型）も同
様です。
この様に一般の使用者の方々からの御意見から、通常お使い頂く上において違和感の
ない洗浄剤としたのが既述の抗菌「とれとる」＝（動植物油脂対象）と 、Ｊ−ＭＲ＝
（鉱物油脂対象）です。
ゆえに、発泡性が良く、消泡性も良く極めて高い洗浄力が得られる洗剤となっており
ます。但し、Ｊ−Ｋ，Ｊ−Ｍより希釈性は劣りますが洗浄力は遜色ありません。
希釈倍率の目安は３倍程度までを目安として下さい

◆「とれとる」＝高発泡タイプ、Ｊ−Ｋ（濃縮タイプ）＝底発泡タイプ
使用実例
１．Ｙラーメン店（使用洗剤＝「とれとる」
、Ｊ−Ｋ）
使い終わった洗剤容器などの空容器に、３倍に薄めて通常通り使用します。
また、シンク（２００Ｌ）にコップ半分程度の「とれとる」を入れ、どんぶりや
レンゲ等を漬け置きし、スポンジたわしで軽く洗い、そのまま食器洗浄機に入れ、
洗剤・リンス剤を使わず５０〜６０℃の熱湯ですすぎ、そのまま乾燥させます。
※この様な使用方法は、ホテル、レストランなど多くの飲食店で使用されています。
２．Ｍ居酒屋チェーン店（使用洗剤＝「とれとる」
）
（１．）で既述致しました方法での使用ですが、床洗いにも採用されています。
本剤使用時から４年を経過していますが、グリストラップからの悪臭も無く、配水
管の詰まりも発生せず、厨房の悪臭も無いなどの効果があり、喜ばれている。
３．Ｈ大学学生食堂（大学生協）
（使用洗剤＝「とれとる」
）
当該施設は、床が油脂分の付着汚れで滑りやすく危険でしたが、
「とれとる」グレー
ドできれいになった事から、本剤を継続的に使い続けて頂いている。
大学生協は１２大学２３キャンパスに「とれとる」グレードが採用されている。
特殊事例
※Ｔ自動車ディーラー（使用洗剤＝Ｊ−ＭＡ）
・・・鉱物油脂強アルカリ洗浄剤
当該施設では、２００ＬタンクにＪ−ＭＡを２０倍に希釈して、床洗浄、部品洗浄
などに使用しています。
その結果、工場のグリストラップを浚渫しても、沈殿汚泥がサラサラしているため、
通常は一旦焼却炉で焼いて無機化してから最終処分場に搬入しますが、Ｔ自動車の汚
泥はそのまま最終処分場に埋め立てられます。
その分の廃棄コストが安くなっています。

★「とれとる」シリーズには、多くの対象・事例に対応でき、ご使用頂けるように、様々
に（一般家庭品を含めた）商品群を上市致しております。
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◆油流出事故対策事例抜粋及び方法（鉱物油脂対象）
事例

事

故

状

況

処

置

土壌で流出を止め、散水車にＪ−Ｍ（この時用意された
大型トラックの接触事故が発生
し、内１台が側道の市道に転落し
１

大破した。これにより、約１５０
Ｌの軽油とエンジンオイルが水道
水取水河川に流出。

Ｊ−Ｍは１６缶）を数十倍に希釈した洗浄剤を積み込み
散水した（希釈水は、川の水をポンプでくみ上げて使用）
その他の汚染個所は、高圧洗浄機で洗浄した。水道局員
立会いの下、少しずつ土壌を撤去し、川に流入させ観察
したが、油紋の発生もなく、河川の水も白濁しない事を
確認した上で、水道局が放流する事に同意し、全ての作
業を完了した。
長年堆積した砂やゴミ等をスコップであらかじめ除去
し，被洗浄物を出来るだけ少なくした。１５０Ｌのポリ

廃油の蓄積場・ドラム缶の集積場
２

が廃油で真っ黒になっており、管
轄の市役所や県公害センターから
清掃するよう勧告を受けていた。

バケツにＪ−Ｍを１５倍希釈した希釈液を創り、高圧洗
浄機で汚れのひどい所から順次洗浄し、特に汚れがひど
い所はデッキブラシで擦り洗い、Ｊ−Ｍの希釈液を散水
し、しばらく放置後、洗浄除去した。仕上げとして、水
だけで表面に残った洗剤と汚れを軽くすすぎ作業完了と
した。その後側溝に油分が浮かないか２００ｍ下流まで
油紋が発生していない事を確認した。

１１トン車の横転事故が発生。３
本の車軸と車輪及びオイルパン、
燃料タンクが脱落し、２００Ｌの
３

軽油とエンジンオイルが路上に流
出した。幸い田んぼ等への流出は
なかったが、雨天の為、軽油やオ

道路株式会社所有の散水車にＪ−Ｍの１５倍希釈液を作
り、路面洗浄をした。また、高圧洗浄機で側溝及び土手・
分離帯など、油で汚染された部分の洗浄、横転したトラ
ックの洗浄をした。

イルの流出が心配された。
団地内食品工場の重油タンクのフ
ロートスイッチの故障により、や
く６００Ｌの重油が流出した。公
害センター・消防署・団地管理者
４

立会いの下、工場内路面・側溝・
流出河川の清掃を行ったが、河川
に至る暗渠配水管（口径３００mm

浚渫車の出動を要請し、Ｊ−Ｍを１００倍以上に希釈し、
暗渠配管の清掃を行った。
路面は高圧洗浄機を使用し洗浄を行った。

ヒューム管）の管壁に付いた重油
が少しずつ溶けだし、河川に油紋
を形成した。
高速道路での事故により、燃料・
５

エンジンオイル等が上水取水の河

高圧洗浄機を使用し、５０倍程度に希釈したＪ−Ｍを散

川に流入した。これにより、取水

布し洗浄した。その後中和剤の様な白濁現象や臭気も無

は停止されオイルヘンスを張って

く、作業終了と同時刻に取水再開となった。

いる。
高速道路での車両事故により、燃

６

料やオイルが漏出し、雨水配水管
を経て、約１ヘクタールの田んぼ
に流出した。

現地では面積が広い事から、消防車を手配し、田んぼ全
体にＪ−Ｍの１００倍希釈液を散布した。
その後も稲は順調に生育し、特に問題はなかった。

中河川で油流出事故があり、消防
署持参の中和剤を散布したとこ ３０〜５０倍に希釈したＪ−Ｍを高圧洗浄機で散布し

７

ろ、河川が白濁したため、河川管

た。

理者から中和剤散布の中止を要請

河川の白濁も無く、処理を完了した。

された。
コンデンサーを製造する工場で 地下タンク（３０? ）に２５? の排水を貯留。１．５ｋ

８

は、１日１２０? の油交じりの排

ｗの撹拌用ブロワーを設置。２５? の排水に対して、０．

水が出ており、これを地下タンク

７％の濃度で、Ｊ−Ｍ１８Ｌ缶１０缶投入し、３日間エ

に貯留し、毎週土曜日に４? のバ

アー撹拌する。

キュウムカーで本工場の排水処理

撹拌終了後、１２? の排水を本工場排水施設に投入。そ

施設に投入していた。しかし、こ

の後、施設には影響なく順調に完了した。

の排水を投入した事により、曝気
槽が黒色に変色し、処理水の悪化

※今までは、含油排水３? 投入で、曝気槽の黒色変化と

を引き起こした。

いう処理水の悪化があった。しかし、Ｊ−Ｍを投入して

撹拌した排水を１２? 投入しても、その後施設には変化
は見られなかった。この事は、施設が長時間標準活性汚
泥法（好気性菌による微生物処理）である事から、微生
物分解が良好という事の証明となった。
【ブラシ洗浄の場合】
①漏油量１に対して、Ｊ−Ｍ（濃縮タイプ）の原液１で
すから、Ｊ−Ｍ１２０Ｌを準備します。
②１２０ＬのＪ−Ｍに対して、２４００Ｌの水で希釈し
ます。
（２０倍希釈）
③漏油部分に散水しながら、ブラシで擦り洗いをします。
「例」
大型トラック１０トン車転倒によ
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④最後にＪ−Ｍ希釈液の倍の水量ですすぐか、散水車で
走行散水して完了。

る油流出事故

【高圧洗浄の場合】

エンジンオイル２０Ｌ，

①漏油量１２０Ｌに対して、Ｊ−Ｍ６０Ｌを準備します。

軽油１００Ｌ

②６０ＬのＪ―Ｍを１８００Ｌの水で希釈します。
③漏油部分を高圧洗浄します。排水性舗装の場合は、ノ
ズルをゆっくり移動して、舗装内部まで洗うような感
じで洗浄して下さい。
④希釈水量と同量の水ですすぐか、散水車で走行散水し
て完了です。
次ページへ

※漏油量に対しての原液量や希釈倍率等の上記の
数字は目安ですので、使用時は汚れの度合いに応
じて加減して下さい。

「例」
大型トラック１０トン車転倒によ

9-2

る油流出事故
エンジンオイル２０Ｌ，
軽油１００Ｌ

事故現場では、多くの人々や車が忙しく往来いた
しますので、靴底やタイヤに付着したエンジンオ
イルや燃料による汚染が拡大されます。
二次汚染の拡大を食い止め、道路の閉鎖時間を出
来るだけ短くするためにも、高圧洗浄機と散水車
を利用した洗浄方法をお勧め致します。
高圧洗浄機を使用しますと、タイヤや靴底に付着
した油や、側溝。ガードレール等広範囲に飛び散
った油の洗浄には素早い処理が出来ます。
また、10kgf／cm2 以上の圧力があれば、油分子の
微細化が促進され、高い効果が得られます。

◆各種対象物別、
「鉱物油脂分散洗浄剤」別の洗浄手順
★Ｊ−Ｍ、Ｊ−ＭＡ（強アルカリ洗浄剤）
（１）場内清掃
使用洗剤：
「とれとる」Ｊ−Ｍ（濃縮タイプ）

希釈倍率：３〜２０倍

【拭取りの場合】
①バケツにＪ−Ｍの希釈液を作る。
②雑巾をあま絞りにし、汚れた対象面を拭く。
③対象場所によりますが、水ですすぐか、ウエスで拭きとる。

手
【モップ拭きの場合】
①バケツにＪ−Ｍの希釈液を作る
②モップに希釈液を染み込ませ、汚れた部分をよく拭く。

順

③対象場所にもよりますが、水ですすぐか、ウエスで拭きとる。
【ブラッシングの場合】
①バケツにＪ−Ｍの希釈液を作る。
②汚れた部分に希釈液を散布し、しばらく放置します。
③ブラシで擦り洗いします。
④水ですすぐか、ウエスで拭きとる。
使用洗剤：
「とれとる」Ｊ―ＭＡ（濃縮タイプ）強アルカリ

希釈倍率：３〜２０倍

【油分が固化した部分を洗浄する場合】

手

①Ｊ−ＭＡの希釈液を作る。
②固化し、堆積している部分は、あらかじめスクレーパー等で削り落としておく。

順

③噴霧機か霧吹きで散布し、しばらく放置する・・・５分〜１０分程度
④スクレーパーなどで再度削り落とし、高圧洗浄機・タワシ・ブラシ等で擦り洗う。
⑤清水で洗い流す。

【注意事項】
１．高圧洗浄機使用の場合は、機種により圧力が違いますので、希釈倍率を加減して下さい。
また、通常よりも泡立ちが良くなるとともに、ミストの発生にも注意して下さい。
２．Ｊ−ＭＡを使用する場合は、アルカリに反応する物質の洗浄はしないでください。
なお、使用時には各種保護具は厳に着用して下さい。

（２）部品・製品洗浄
使用洗剤：
「とれとる」Ｊ−Ｍ（濃縮タイプ）
【付け置き洗浄の場合】

希釈倍率：１０〜５０倍

①付け置きトレイ等にＪ−Ｍの希釈液を作る。
②被洗浄物を浸し、しばらく放置する。
③付け置き後洗浄し、十分にすすぎ流す。

手

④錆を発生させる材料の場合は、速やかに乾燥させ、防錆処理を施す。
【超音波洗浄の場合】

希釈倍率：１０〜３０倍

①洗浄槽にＪ−Ｍの希釈液を作る。
②被洗浄物を入れ、超音波をかけ洗浄する。
③洗浄後十分にすすぎ流す。

順

④錆を発生させる材質のものは、速やかに乾燥させ、防錆処理を施す。
【こすり洗いの場合】

希釈倍率：５〜２０倍

①バケツにＪ−Ｍの希釈液を作る。
②雑巾をあま絞りにして、汚れた部分を拭く。
③水ですすぎ流し、ウエスで拭く。
使用洗剤：
「とれとる」Ｊ−ＭＡ（濃縮タイプ）強アルカリ 希釈倍率：５〜２０倍

手順

【固い付着油部分を洗浄する場合】
①Ｊ−ＭＡの希釈液を作る。
②現状の洗浄装置により洗浄する。
③十分にすすぎ流す。

【注意事項】
１．被洗浄物は材質・形状等様々ですので、付け置き時間はユーザーと話し合いにより決定して下
さい。
２．超音波洗浄においては、周波数によって洗浄時間に違いがありますので、被洗浄物の材質・形
状に応じて、ユーザーと良く話し合いの上、洗浄時間を決定して下さい。
また、形状によっては洗浄不良やすすぎ不良等も考えられますので、その方法についてもユー
ザーと御相談下さい。
３．Ｊ−ＭＡを使用する場合は、アルカリに反応する物質（アルミや青銅等）の洗浄はしないでく
ださい。又、すすぎが不十分ですと、乾燥時にアルカリ分が白く残りますので、すすぎは
十分に行って下さい。
なお、保護具着用はお守り下さい。

（３）什器・機器の洗浄
使用洗剤：
「とれとる」Ｊ−Ｍ（濃縮タイプ）
【拭取りの場合】

希釈倍率：１０〜２０倍

手

①バケツにＪ−Ｍの希釈液を作る。
②雑巾をあま絞りにして、汚れた部分を拭く。
③水ですすぎ流し、ウエスで拭く。
【高圧洗浄の場合】

希釈倍率：３０〜５０倍

順

①バケツにＪ−Ｍの希釈液を作る。
②洗浄機にセットし、汚れｔ部分をなぞるように洗浄する
③特に汚れがひどい所は、ブラッシングで洗浄する。
④水ですすぎ流し、ウエス等で拭取り、乾燥させる。
使用洗剤：
「とれとる」Ｊ−ＭＡ（濃縮タイプ）強アルカリ 希釈倍率：３〜１０倍

手

【固化した油部分を洗浄する場合】
①Ｊ−ＭＡの希釈液を作る。
②固化し、堆積している部分は、あらかじめスクレーパー等で削り落としておく。

順

③噴霧機か霧吹きで散布し、しばらく放置する・・・５分〜１０分程度
④スクレーパーなどで再度削り落とし、高圧洗浄機・タワシ・ブラシ等で擦り洗う。
⑤清水で洗い流す。

【注意事項】
１．高圧洗浄機使用の場合は、機種により圧力が違いますので、希釈倍率を加減して下さい。
また、通常よりも泡立ちが良くなるとともに、ミストの発生にも注意して下さい。
２．Ｊ−ＭＡを使用する場合は、アルカリに反応する物質（アルミや青銅等）の洗浄はしないでく
ださい。又、すすぎが不十分ですと、乾燥時にアルカリ分が白く残りますので、すすぎは
十分に行って下さい。
なお、保護具着用はお守り下さい。

（４）作業依・軍手・ウエス等の洗濯
使用洗剤：
「とれとる」Ｊ−Ｍ（濃縮タイプ）
【軽度の汚れの場合】

希釈倍率：１０００倍

手

①洗濯機に水を張り、水量の１００分の一の原液を入れ、洗濯する。
【重度の汚れの場合】

希釈倍率：１０〜２０倍

順

①バケツにＪ−Ｍの希釈液を作る。
②その中に洗濯ものを入れ、一晩漬け置くか、汚れた部分に原液を塗り、軽くもみ洗いする。
③そのまま洗濯機に入れ、洗濯する。

「注意事項」
１．ひどい汚れの場合に、Ｊ−ＭＡを使用しますと洗浄効果を高めますが、すすぎ不良によってア
ルカリ成分が繊維に残留し、繊維を傷めたり、皮膚に影響が出たりする場合がありますので、
十二分にすすぎを行って下さい。
２．Ｊ−ＭＡは強アルカリですので、使用する場合は保護具を着用して下さい。

◆洗浄に注意する材質
≪アルミニウム≫
アルカリと強く反応するアルミニウムには、Ｊ−ＭＡは使用しないでください。
また、Ｊ−Ｍに長時間付け置きしますと若干の重量変化が生じますので、速やかに水洗いして下さい。
１０〜１５倍希釈で使用し、洗浄後すすぎをすれば問題はありません。
≪真 鍮≫
Ｊ−Ｍ，Ｊ−ＭＡとも、１０時間以上漬け置くと表面を変化させますので、短時間で洗浄し、速や
かにすすぎを行い十分に乾燥させて下さい。
１０〜１５倍希釈で使用して下さい。
≪鉄≫
本来さびやすい性質の金属であるうえ、本剤は脱脂効果が高いので、洗浄後の乾燥及び防錆処理を
迅速に行って下さい。本剤はその意味でも、より洗浄効果のあるＪ−ＭＡでの洗浄をお勧め致します。
１０〜２０倍に希釈し、御使用時にはゴム手袋・防護メガネ等の保護具を着用して下さい。
≪亜鉛≫
亜鉛はアルカリと強く反応し溶解しますので、Ｊ−ＭＡは使用しないでください。
≪塗装面≫
強アルカリ性のＪ−ＭＡは、塗装面を傷めますので使用しないでください。
水系塗料には、Ｊ−ＫｏｒＪ−Ｍ共に使用しないでください。

◆鉱物油脂の流出油事故への対策参考指標
（１）コンクリート及びアスファルト舗装面での流出油の処理
洗浄剤：
「とれとる」Ｊ−Ｍ(濃縮タイプ)
【ブラッシングの場合】

希釈倍率：２０〜３０倍

①油吸着マット（カクイオイルキャッチャー）で、出来る限る油を回収する。

手

②バケツにＪ−Ｍの希釈液を作る。
③汚れた部分に希釈液を散布する。
④デッキブラシ等で、汚れた部分を擦り洗う。
⑤多量の水ですすぎ流す。
【高圧洗浄の場合】

希釈倍率：３０〜５０倍

順

①油吸着マット（カクイオイルキャッチャー）で、出来る限る油を回収する。
②バケツにＪ−Ｍの希釈液を作る
③高圧洗浄機にセットし、汚れた部分をなぞるように洗浄する。
④流出元は、デッキブラシ等で擦り洗う。
⑤多量の水ですすぎ洗いする。

【注意事項】
１、Ｊ−Ｍは、漏油量１に対して原液１を目安に希釈使用して下さい。
２、高圧洗浄の場合は、機種により圧力が違いますので、希釈倍率を加減して下さい。
また、通常よりも泡立ちが良くなり、ミストも発生しますので注意して下さい。
３、動植物油脂の場合は、
「とれとる」Ｊ−Ｋを使用して下さい
希釈倍率や使用量、洗浄方法等はＪ−Ｍの使用方法と同じです。
４、中和剤（乳化剤）によってボロボロになった塗装面は、その後にＪ−Ｍ等で洗浄しても修復は
出来ずいつまでも油紋が残りますので、中和剤等を撒いた後の処理は、十分に気をつけて下さ
い。
５、化学薬品等の漏出事故について「とれとる」洗浄剤シリーズは、高粘度物質である油脂類（動
植物油脂・鉱物油脂）を対象とした水系の洗浄剤ですので、化学薬品等への使用は水との反応
がなければ、洗剤を使用するまでもありませんが、マグネシウムや苛性ソーダ等水に激しく反
応を示すものには使用できません。

（２）土壌への流出
使用洗剤：
「とれとる」Ｊ−Ｍ（濃縮タイプ）

希釈倍率：２０〜３０倍

手

①バケツにＪ−Ｍの希釈液を作る。
②流出箇所に希釈液を広範囲に散布する。
③土壌を掘り返し、希釈液と土をよく混ぜ合わせる。

順

④その後、使用した希釈液量の倍の水を散布する。
この散布水量は多ければ多いほど良い。

【注意事項】
１、Ｊ−Ｍは、漏油量１に対して原液１を目安に希釈して下さい。
２、事故当日は、これを１〜２時間ごとに２〜３度行い、以後１日１回、２〜３日続けて下さい。
３、使用量の目安は、油：希釈液＝１：３〜５として下さい。
４、動植物油脂の場合は、Ｊ−Ｋを使用して下さい。
希釈倍率や使用量、洗浄方法等はＪ−Ｍの使用方法と同じです。
５、化学薬品等の漏出事故について「とれとる」洗浄剤シリーズは、高粘度物質である油脂類（動
植物油脂・鉱物油脂）を対象とした水系の洗浄剤ですので、化学薬品等への使用は水との反応
がなければ、洗剤を使用するまでもありませんが、マグネシウムや苛性ソーダ等水に激しく反
応を示すものには使用できません。

◆Ｊ−Ｍ補足【油の二次汚染防止】
漏油事故の場合、一般に「中和剤」
（＝乳化剤）を散布し、油と水を馴染ませることによって油
の分散を図りますが、
「とれとる」シリーズは、資料で御覧の通り微細化する事に主眼を置いてい
ます。
これにより界面活性剤分子は他の洗剤のように多量に必要とはしません。油の粒子を可能な限り微
細化すれば、限りなく水の比重に近づきます。
こうなると、油の粒子は浮上する事も付着する事も出来ず、微粒子になればなるほど微生物分解が
し易くなります。
通常の中和剤は、乳化する事から散布すると白濁し、油分の再浮上・再固化等の現象が現れ、油の
粒子も大きいために微生物分解に非常長い時間を要します。
以上の事から、
「とれとる」シリーズは他の中和剤や洗剤等の界面活性剤を使用したものに比べ
て、より安全なものとして開発されましたので、各自治体、水資源開発機構、高速道路管理事務所
等で御使用頂いております。

◆動植物油脂の洗浄・除去対策参考指標
（１）換気扇周り及びダクト（軽度の汚れの場合）
使用洗剤：
「とれとれ」Ｊ−Ｋ（濃縮タイプ）

希釈倍率：３〜１０倍

①ファンのスイッチを切るか、コンセントを抜き、モーター及び電気系統に水がかからな

手

いように絶縁する。
②ファン周り及びダクト部分に、Ｊ−Ｋの７倍希釈液をスプレーで散布する。

順

この時、油分の積層が厚い場合は、スクレーパーで削り落とす。
③５〜１０分経過後、水で絞った雑巾（ダスター）で拭きあげる。
④カラ拭きして完了。

（２）換気扇周り及びダクト（重度の汚れの場合）
使用洗剤：
「とれとれ」Ｊ−ＫＡ（濃縮タイプ）

希釈倍率：３〜７倍

①ファンのスイッチを切るか、コンセントを抜き、モーター及び電気系統に水がかからな
いように絶縁する。

手

②ファン周り及びダクト部分に、Ｊ−ＫＡの７倍希釈液をスプレーで散布する。
この時、油分の積層が厚い場合は、スクレーパーで削り落とす。

順

③更にスプレーした部分に新聞紙を貼り付け、再度スプレーする。
（ラッピング法）
④１５分程度放置してから、新聞紙を剥がす。この時新聞紙が剥がれにくい場合は、その
部分にスプレーする。
⑤水で絞った雑巾（ダスター）で拭きあげる。
⑥カラ拭きして完了。

【注意事項】
※保護具着用

（３）厨房等のコンクリート床洗浄（軽度の汚れの場合）
手

使用洗剤：
「とれとる」Ｊ−Ｋ（濃縮タイプ）

希釈倍率：３〜７倍

①Ｊ−Ｋの５倍希釈液を散布し、デッキブラシで擦り洗う。

順

②水こう配上部より流水ですすぐ。
③スクレーパーで水分を排水溝へ流し込んで仕上げる。

（４）フライヤー（手洗いの場合）
使用洗剤：
「とれとる」Ｊ−ＫＡ（濃縮タイプ）

希釈倍率：３〜５倍

①ガスの元栓を閉め、油を抜く。

手

②Ｊ−ＫＡの５倍希釈液を全体にスプレーする。この時、油分の積層が厚い場合はスクレ
ーパーで削り落とす。
③内部の円形柱状のヒーター部とその周辺部は、フライヤーたわしで洗う。

順

焼付け部分はスチールウールたわしで擦り洗う。
網目と蓋は、フライヤータワシかスチールウールたわしで擦り洗う。
④流水で２度洗い流す。
⑤仕上げとして、カラ拭きして乾燥させる。

【注意事項】
１、保護具着用
２、洗浄後、水分が残っていると油を加熱した時、水がはじけて大変危険です。カラ拭きしにくい
所は、ドライヤー等で強制乾燥させるか、自然乾燥等で完全に乾かしてからフライヤーを使用
して下さい。

（５）フライヤー（高圧洗浄機使用の場合）
使用洗剤：
「とれとる」Ｊ−ＫＡ（濃縮タイプ）

希釈倍率：３〜７倍

①ガスの元栓を閉め、油を抜く。

手

②Ｊ−ＫＡの５倍希釈液を全体にスプレーし、３０分間置いた後、すすぎ洗う。
（高圧洗浄機ですすぐとより効果的。
）
③Ｊ−ＫＡの１０倍希釈液を洗浄水として、高圧洗浄機で洗浄する。

順

（こびりつきの激しい所は、たわしで擦り洗いをする。
）
④水で濯ぐ。
。
⑤仕上げとして、カラ拭きして乾燥させる。

【注意事項】
１、保護具着用
２、洗浄後、水分が残っていると油を加熱した時、水がはじけて大変危険です。カラ拭きしにくい
所は、ドライヤー等で強制乾燥させるか、自然乾燥等で完全に乾かしてからフライヤーを使用
して下さい。

（６）厨房等のコンクリート床洗浄（重度の汚れの場合）
使用洗剤：
「とれとる」Ｊ−ＫＡ（濃縮タイプ）

希釈倍率：３〜７倍

①Ｊ−ＫＡの７倍希釈液を散布し、１０分間程度放置する。

手

②水こう配上部より、デッキブラシで擦り洗う（ポリッシャーがあればそれを使用する）
③グレーチングを外して裏返し、デッキブラシで洗う。
④排水溝は上部よりデッキブラシで擦り洗う（Ｊ−ＫＡの７倍希釈液使用）
⑤グリストラップの沈殿物をすくい上げ、排除する。

順

⑥グリストラップは、デッキブラシで洗う。
（Ｊ−ＫＡの５倍希釈液使用）
⑦水こう配上部より流水で洗い流す。
⑧スクレーパーで水分を排水溝に流しこんで仕上げる。

【注意事項】
１．保護具着用

（７）ガス台周り
使用洗剤：
「とれとる」Ｊ−Ｋ
Ｊ−ＫＡ（強アルカリ）

希釈倍率：Ｊ−Ｋ

３〜１０倍

Ｊ−ＫＡ

３〜７倍

①ガスの元栓を閉める。
②五徳を外して、Ｊ−Ｋの５倍希釈液（Ｊ−Ｋの場合は、７倍希釈液）に３０分程度漬け

手

置きする。
③ガス台全体にＪ−Ｋの５倍希釈液を（Ｊ−Ｋの場合は、７倍希釈液）をスプレーする。
④油分が積層している部分は、スクレーパー等で削り、ブラシかスチールウールたわしで

順

擦り洗いをする。
⑤流水で濯ぐ。
⑥漬け置いた五徳は、スクレーパー及びフライヤーたわしで擦り洗う。
⑦洗い終えた五徳は、流水ですすぎ、カラ拭きして水気を拭きとる。
⑧五徳をセットし、全体を再度カラ拭きして完了。

【注意事項】
※「とれとる」Ｊ−ＫＡ使用時には、保護具着用のこと。

（８）絨毯及びカーペット（特に厨房出入り口）
使用洗剤：
「とれとる」Ｊ−ＫＡ（強アルカリ）

希釈倍率：７〜９倍

手順

①Ｊ−ＫＡの７倍希釈液をスプレーで全体に散布し、５〜１０分程度放置する。
②亀の子たわしやポリッシャーで洗浄する。
③雑巾で叩きながら、水分を除去する。
（エクストラクションがあればそれでバキュウーム
する。
）
④乾いた雑巾で、カラ拭きして仕上げる。

【注意事項】
※保護具着用と共に、床材がアルカリに強いものかどうかの確認をして下さい。

（９）床洗浄（塩ビシート等）
洗浄剤：
「とれとる」Ｊ−Ｋ(濃縮タイプ)

手

【汚れがひどい場合】

希釈倍率：５倍

①Ｊ−Ｋの希釈液バケツに作る。
②デッキブラシで擦り洗う（ポリッシャーがあれば、それで洗浄する。
）
③水拭きして仕上げる。
【汚れがひどくない場合】

希釈倍率：１０倍

順

①Ｊ−Ｋの１０倍希釈液バケツに作る。
②モップで拭きあげる。
③水拭きして仕上げる。

●その他一覧
※使用洗剤：
「とれとる」Ｊ−Ｋ（濃縮タイプ）
NO

洗浄対象

希釈倍率

用具

手

順

①まな板を流水ですすぎ、Ｊ−Ｋの希釈液をス
プレーする。
＊ライトク
リーニング
１ まな板

5〜10 倍

たわし、＊
ナイロンた
わし

特記事項
注１
エポラボシ

②ナイロンたわし等で包丁の傷目に沿って擦 リーズ：消
り洗いし、流水で濯ぐ。

臭「シュシ

③バイオ＋無機質抗菌剤（銀担持焼成粒体配 ュ」
・・無香
合）をスプレーする。注１
④乾燥しやすい場所にまな板を立て、乾燥させ
る。
（長期間保管する場合、乾燥させてから
ラミネートをかける）
⑤使用する場合は、流水により洗浄する。

料タイプ

NO

洗浄対象

希釈倍率

用具

手

順

①流水ですすぎ、Ｊ−Ｋの希釈液をスプレーす
＊ライトク
２ 包丁

5〜10 倍

リーニング
たわし

る。
③研いた後、抗菌剤（注１）をスプレーし、乾

臭剤「シュ

燥後保管する。
（再使用する場合は、流水で

シュ」
・・無

洗う）

香料タイプ

②流水で十分に洗う。
３

ボール（バ

（魚・肉）

度

ケツ）

エポラボシ
リーズ：消

洗いする。

３０倍程

注１

②擦り洗いをし、流水で洗う。

①Ｊ−Ｋの希釈液に、布巾タオルを漬けて揉み

布巾タオル

特記事項

注１
エポラボシ
リーズ：消

注１：絞った後に軽く「シュシュ」をスプレー 臭剤「シュ
しておけば、布巾の独特な臭いは消す事が出来

シュ」
・・無

ます。

香料タイプ

③完全に乾くまで、風通しのよい直遮日光が当
たる場所に干す。
④畳んで容器または棚に保管する。
たわし、
４ 調理器具

10˜30 倍

ライトクリ
ーニングた
わし

①Ｊ−Ｋの希釈液でよく擦り洗いをする。
②流水ですすぎ、４０℃の温水で仕上げる。
③良く乾燥させる。
①Ｊ−Ｋ希釈液を散布し、デッキブラシで擦り
洗いする。

注１
エポラボシ

②壁面（表・裏面共に）Ｊ−Ｋの希釈液で流水 リーズ：消
冷蔵庫
５ （ 業務用大

10˜30 倍

型）

ライトクリ

しながら、ライトクリーニングたわしで擦り

臭剤「シュ

ーニングた

洗う。

シュ」
・・無

わし

③水道水で十分洗い流す。
④アルコール除菌剤スプレーも効果的（除菌の
為１時間は放置しておく）なことと、庫内の
消臭目的で「シュシュ」採用もなお可

ライトクリ ①希釈液をスプレーし、タイルの場合は目地に
６ 腰板

5˜
20 倍

ーニングた

沿って、ステンレスの場合は研くように擦る

わし、デッ

洗いをする。

キブラシ

②流水で洗い流す。
①バケツなどに希釈液を作り、デッキブラシで

７ スノコ

5˜
20 倍

デッキブラ
シ

表裏を擦り洗う。
②風通しのよい直射日光のあたる場所に表裏
干す。

ライトクリ ①希釈液を少量ライトクリーニングたわしに
８ 手洗い器

10˜30 倍

ーニングた
わし

漬け表裏擦り洗いする。
②ダスターにて拭きとる。

香料タイプ

NO

洗浄対象

希釈倍率

爪ブラシ
９ 手 洗いブラ

10˜50 倍

シ

ース

ボール（バ
ケツ）

ライトクリ

シ ョウ―ケ
10

用具

5˜
20 倍

手摺り

ーニングた
わし、ダス
ター

手

順

特記事項

①３０分程度漬け置きする。
②「シュシュ」もしくはアルコール除菌剤使用
は効果的
①希釈液で汚れた部分をよく擦り洗いする。
②「シュシュ」注１及びアルコール除菌剤をス
プレーし良く乾燥させる。
③使用時にはダスターで拭きあげる。

注１
エポラボシ
リーズ：消
臭剤「シュ
シュ」
・・無
香料タイプ

ライトクリ

ストッパー
11

仕切り板

5˜
20 倍

棚板

ーニングた
わし、ダス
ター

①ストッパーは、棚板から抜き取り洗浄する。
②希釈液で、汚れた部分をよく擦り洗いする。
③「シュシュ」注１、又はアルコール除菌剤を
スプレーし、乾燥させる。
④使用時にはダスターで拭きあげる。
①希釈液で内部をよく擦り洗いして下さい。

ライトクリ ②水で流し洗浄する。

ポリペール
12

ム ービーラ

5˜
20 倍

ック

器

14

ト

15

ミキサー

エポラボシ

香料タイプ
注１
エポラボシ

わし、亀の

を噴霧すれば即消臭が出来ると同時に、銀イ 臭剤「シュ

子たわし

オン及びバイオの力により抗菌効果が期待 シュ」
・・無

ーニングた
わし、布巾
ライトクリ

5˜
20 倍

注１

ーニングた ③内部の臭いが取れにくい場合は、
「シュシュ」 リーズ：消

わしで擦り洗いする。
②流水で良く濯ぎ、布巾で拭いて乾燥させる。
①希釈液に漬け置きし、ライトクリーニングた

スライサー

香料タイプ

オン及びバイオの力により抗菌効果が期待 シュ」
・・無

ライトクリ ①希釈液に漬け置きし、ライトクリーニングた
5˜
20 倍

シュ」
・・無

子たわし

できます。
仕 込みパッ

臭剤「シュ

を噴霧すれば即消臭が出来ると同時に、銀イ 臭剤「シュ

ライトクリ ②水で流し洗浄する。
5˜
20 倍

リーズ：消

わし、亀の

①希釈液で内部をよく擦り洗いして下さい。
ア ラ入り容

エポラボシ

ーニングた ③内部の臭いが取れにくい場合は、
「シュシュ」 リーズ：消

できます。

13

注１

わしで擦り洗いする。

ーニングた ②更に、温湯（４０℃以上）で洗い、流温水で
わし

良くすすぐ。
③水切りし、布巾で拭き取り組みたてる。

香料タイプ

