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組織図

ご挨拶

比べるものがありません。
30年の伝統とノウハウの
㈱国際環境技術

創業者  
会长 イ・スンホ

2代　代表取締役  
工学博士 イ・ジンソク



保有技
術人材

研究補
助人材

技術諮
問委員

環境工学博士 イム・スビン
(現 慶星大学教授)

環境工学博士 1人

土木工学士 1人

環境工学修士 1人
環境工学修士 2人

食品工学修士 1人 
(微生物分野)産業工学士 1人

環境工学博士 オム・テギュ
(現 慶星大学教授)
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>> 研究員 ※家畜糞尿処理施設の設計・施工業免許 - 釜山広域市江西区 第1号

 

代表取締役 工学博士
イ・ジンソク

㈱国際環境技術は、有機性廃棄物処理設備の構築に特化した専門環境エンジニア

リング企業として、1990年に韓国初の家畜糞尿前処理設備である固液分離機と生

ごみ処理機の独自開発に成功し、商用化・普及に努めております。

2021年現在、全畜種別(豚、牛、鶏など)に適用可能な、 幅広い固液分離技術を

構築しています。2011年には、有機性廃棄物脱水機を開発し、韓国最大の屠畜場

である忠北陰城の農協畜産物共同販売場と、国内初の拠点屠畜場であるドドゥラ

ムLPC公社に納品、 施工しました。また、自己発熱バチルス液体肥料工程(A2B 

process)を開発し、韓国初のグリーン技術認証を取得しました。

そして、純粋な独自技術の自己発熱嫌気-好気消化工程(A3 process)を研究開発して

います。信頼に基づいた2世経営の実践は、 第1世代のノウハウと第2世代の専門知

識に基づいて、職人精神を受け継ぐことで、韓国最高の企業を目指す㈱国際環境技

術とお客様との約束です。Vision 2020を設定した㈱国際環境技術は、2021年に業

界'TOP 3'入りすることを目標に、韓国初という誇りと情熱を持って、韓国最高、

さらにはWorld Best企業になるために、最善を尽くしてまいります。
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1989 1990 1998 2007
国際機械設立 韓国初の家畜糞尿用 

固液分離機および飲
食物脱水機の開発・普及

国際環境機械
に社名を変更

ドラム圧縮式固液分
離機の開発・普及

2017
ベトナムHISTA社,

アメリカECOLOCAP社,
マレーシアJK Engineering

社に輸出達成し、
釜山市長、中小企業振興公団より表彰

2018
輸出有望中小企業に指定

本社移転（江西区菉山洞）

2019
日本AISIN Group、

ベトナムGREEN FEEDに輸出
ISO 9001：2015KS Qを取得

2020
ベトナムHAGL Groupに輸出

カンボジアGREEN FEED CBD.に輸出
研究所設立（南区大淵洞）

ASIA

NORTH 
AMERICA

日本 
中國
ベトナム 
カンボジア 
マレーシア 

アメリカ

アメリカ

会社紹介 

GLOBAL
NETWORK

历史 

AGENT
HISTA ENVIRONMENTAL CORPORATION 
Address : No.4, Street No.9, Quarter 4, Hiep Binh Phuoc Ward, 
                Thu Duc Dist, HCM City, VIETNAM
Website : www.hista.vn email: info@hista.vn 
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2010 2011 2012

2016
日本PMJに初輸出、

釜山エクスポートクラブの会員企業

㈱国際環境技術法人設立、
家畜糞尿処

理施設の設計・施工業登録

有機性廃棄物脱
水機の開発・普及

韓国初の家畜糞尿液体肥料化技術
でグリーン技術認証を取得

SO 14001:2009、KSI 7001:2011、
KSI 7002:2011取得

2013
ベンチャー企業認証、

研究開発専担部署認証を取得
新・再生可能エネルギ

ー設備設置専門企業登録

2014
技術革新型中小企業
(イノビズ)認証取得

ドラムテーパ圧縮式固液分
離機を開発普及

2015
中小企業産学研協力

技術開発事業
優秀課題表彰

マレーシア 

ベトナム 

中國 日本

カンボジア 
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专利及认证

[貿易業固有番号付与証] [IQNET 認証書] [韓国貿易協会会員証][処理施設設計登録証]

[技術革新型中小企業確認書][輸出有望中小企業指定証] [グリーン技術認証書] [ISO 9001 認証書]

[新・再生可能エネルギー設備証明書]

[ベンチャー企業確認書] [ISO 14001 認証書]

[釜山広域市 表彰状][韓国国際畜産博覧会優秀賞] [大韓民国文化芸術福祉大賞][中小企業振興公団 表彰状][韓国産学研協 表彰状] [釜山テクノパーク 表彰状]

会社紹介 

[研究開発専担部署認定書]

>表彰

>認証免許
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関連機関 

クライアント

[有機汚泥脱水装置 特許証] [2段脱水方式固液分離機 特許証][ドラム-圧縮式固液分離機 特許証] [スクリュープレス固液分離機 特許証] [商標登録証]

[ドラム-圧縮式固液分離機 中国特許証] [多段式スクリーン 日本特許証]

[デザイン登録証]

[悪臭除去器 特許証][悪臭除去器 特許証]

[家畜糞尿液肥化 特許証] [ジェット式曝気装置 特許証][循環式液肥装置 特許証] [渦流式散気装置 特許証] [ローラープレス固液分離機 特許証][バイオガス 特許証]

>特許証
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固液分離機 & 脱水機 Separator&Dehydrator

2014 テーパタイプ脱水機13 テーパタイプ脱水機2012 シリンダータイプ脱水機2011 シリンダータイプ脱水機

2017 マルチスクリーン固液分離機 2018 モバイル固液分離機 2019 スクリュープレスセパレーター

1991 初の固液分離機 1992 2次開発固液分離機 1994 3発固液分離機 1996 高速遠心固液分離機

1997 振動スクリーン固液分離機 1998 振動圧縮式固液分離機 2006 振動撹拌固液分離機 2007 ドラムスクリーン固液分離機

2007 オール・イン・ワン固液分離機 2007 ドラム圧縮式固液分離機 2012 ローラープレス固液分離機 2014 普及型固液分離機

2014 大容量固液分離機 2016 ベルトプレス固液分離機 2016 オールステン固液分離機 2016 後処理用固液分離機

技術開発の足跡

>脱水機 Dehydrator

>固液分離機 Separator
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液体肥料設備 Liquid Fertilizer Plant

バイオガス Biogas Plant

汚泥植種

試料分析

現場運転 液体肥料設備 50ン/日 製品設置 汚泥植種 現場運転

液体肥料設備 10トン/日 製品設置

Pilot反応槽の製作

汚泥植種

Pilot反応槽の設置

現場運転

Pilot反応槽の運転

液体肥料設備 15トン/日 製品設置

試料採取

2018 微生物培養器 2018 複合式脱臭器 2019 多段式脱臭器 2019 高速発酵器

2014 渦流散気装置 2016 耐熱ジェット曝気ポンプ 2016 外部循環ジェット曝気ポンプ 2016 悪臭除去装置 2018 食品乾燥機

1996 霧噴射機 2006 高速発酵機 2009 マイクロジェット曝気ポンプ 2010 ボールテックス散気装置 2010 ボールテックス散気装置

>その他の設備 Other Plant
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製品紹介

PRODUCT 
INTRODUCTION
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固液分離機 & 脱水機
SEPARATOR&DEHYDRATOR

液体肥料設備
LIQUID FERTILIZER PLANT

バイオガス
BIOGAS PLANT



14 I www.ketco.kr

主な工程

 固液分离机 & 脱水机

 固液分离机 & 脱水机

01 Slot screen typeのwedge wire
screenと打孔網を適用するこ
とで、半永久的な寿命と強力
な脱水能力を保証します。

核心部品

02 劣悪な環境条件でも、最適な
性能を発揮することができる
よう、耐久性に優れた部品を

適用しました。
駆動部品 

03 過多流入による万が一の事態
に備えた安全装置を装着し、
2次汚染のリスクを遮断しま 

した。
安全装置

04
自動空気洗浄装置を装着し、

詰まり(閉塞)を最低限に抑えま
した。

自動洗浄 

05 30年間に渡って培ったノウハウ
に基づいた最適設計により、A/
S発生を最低限に抑えました。最適設計

SEPARATOR & DEHYDRATOR

SEPARATOR 
&DEHYDRATOR
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後処理用ドラム圧縮式固液分離機 (Fine Drum Screen - Screwpress Separator)

ドラム圧縮式固液分離機 (Drum Screen-Screwpress Separator)

>> 設計明細書 

>> 設計明細書 

> 後処理用固液分離機!

> 優れた性能!

> 強力な耐久性!

モデル名
Model

処理能力(流入水基準)
Capacity

固形物の回収率
Moisture content

消費電力
Power

サイズ
Size (L*W*H) 

KJP2-2556 10~20 ㎥/hr
70±3%

5.25 kw 3,050X1,000X1,980 mm

KJP2-2558 15~30 ㎥/hr 7.75 kw 3,350X1,200X2,230 mm

※製品の仕様は、品質および性能向上のために、予告なく変更される場合があります。

※製品の仕様は、品質および性能向上のために、予告なく変更される場合があります。

モデル名
Model

処理能力(流入水基準)
Capacity

固形物の回収率
Moisture content

消費電力
Power

サイズ
Size (L*W*H) 

KJ2-2016 10~20 ㎥/hr

70±3%

3.0 kw 2,750X700X1,650 mm

KJ2-2556 15~30 ㎥/hr 4.5 kw 2,950X750X1,850 mm

KJ2-2558 20~40 ㎥/hr 7.0 kw 3,250X950X2,230 mm

KJ2-3009 30~60 ㎥/hr 9.0 kw 3,950X1,050X2,380 mm

> 大容量処理!

> 優れた性能!

> 強力な耐久性!
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ドラム圧縮式固液分離機 (Multi-Screen Screwpress Separator)

微振動スクリーン／振動-圧縮式固液分離機 (Vibrating Screen / Vibrating Screen-Screwpress Separator)

>> 設計明細書

>> 設計明細書

> 優れた性能!

> 強力な耐久性!

> 卓越した経済性!

ALL NEW
MULTI-SCREEN

モデル名
Model

処理能力(流入水基準)
Capacity

固形物の回収率
Moisture content

消費電力
Power

サイズ
Size (L*W*H) 

KJP-2016(M) 4~15 ㎥/hr (M : 3~12 ㎥/hr)

70±3%
(M : 75±3%)

2.2 kw 2,300X650X1,950 mm

KJP-2556(M) 6~25 ㎥/hr (M : 5~20 ㎥/hr) 3.75 kw 2,500X750X2,000 mm

KJP-2557(M) 8~30 ㎥/hr (M : 6~25 ㎥/hr) 3.75 kw
(M:5.5kw)

2,600X750X2,000 mm
(M : 2,650X750X2,000 mm)

KJP-2558(M) 10~35 ㎥/hr (M : 7~30 ㎥/hr) 5.5 kw 2,700X750X2,000 mm

KJP-3009(M) 15~45 ㎥/hr (M : 10~35 ㎥/hr) 7.5 kw 2,950X850X2,100 mm

モデル名
Model

処理能力(流入水基準)
Capacity

固形物の回収率
Moisture content

消費電力
Power

サイズ
Size (L*W*H) 

KJV-600 3~5 ㎥/hr
80±3 % 0.4 kw

2,150X1,200X1,500 mm

KJV-800 4~10 ㎥/hr 2,150X1,400X1,500 mm

KJV2-2016 7~15 ㎥/hr
70±3 %

 2.6 kw 2,750X1,200X1,650 mm

KJV2-2556 10~20 ㎥/hr 4.1 kw 2,950X1,200X1,700 mm

KJV-Series KJV2-Series

※製品の仕様は、品質および性能向上のために、予告なく変更される場合があります。

※製品の仕様は、品質および性能向上のために、予告なく変更される場合があります。

 固液分离机 & 脱水机 SEPARATOR & DEHYDRATOR
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ローラ圧着式固液分離機 (Rollerpress Separator)

ドラムスクリーン固液分離機 (Drum Screen Separator)

>> 設計明細書

>> 設計明細書

> 水分の少ない家畜糞尿
   (養牛、養鶏)に最適化!

> SS濃度に最適化!

モデル名
Model

処理能力(流入水基準)
Capacity

固形物の回収率
Moisture content

消費電力
Power

サイズ
Size (L*W*H) 

KJR-500 3~10 ㎥/hr
73±3%

3.0 kw 1,800X1,300X1,300 mm

KJR-600 5~15 ㎥/hr 4.5 kw 1,900X1,400X1,400 mm

※製品の仕様は、品質および性能向上のために、予告なく変更される場合があります。

※製品の仕様は、品質および性能向上のために、予告なく変更される場合があります。

モデル名
Model

処理能力(流入水基準)
Capacity

固形物の回収率
Moisture content

消費電力
Power

サイズ
Size (L*W*H) 

KJD-500 3~10 ㎥/hr
80±3%

3.0 kw 2,500X750X1,100 mm

KJD-600 5~15 ㎥/hr 4.5 kw 2,600X850X1,200 mm
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シリンダータイプ スクリュープレス脱水機 (Cylinder Type Screen Screwpress Dehydrator)

テーパタイプ スクリュープレス脱水機 (Tapered Type Screen Screwpress Dehydrator)

>> 設計明細書

>> 設計明細書 

> 大容量処理!

> 強力な耐久性!

> 固形物回収率の最大化!

> 大容量処理!

> 強力な耐久性!

> 完璧な脱水力!

モデル名
Model

処理能力(流入水基準)
Capacity

脱水固形物の含水率
Moisture content

消費電力
Power

サイズ
Size (L*W*H) 

KJCD-2508 2 ㎥/hr

70~80%

5.5 kw 2,800X750X2,500 mm

KJCD-3009 3 ㎥/hr 7.5 kw 3,000X800X2,550 mm

KJCD-35010 4 ㎥/hr 11 kw 3,150X850X2,600 mm

KJCD-40012 5 ㎥/hr 15 kw 3,350X900X2,650 mm

※製品の仕様は、品質および性能向上のために、予告なく変更される場合があります。

※製品の仕様は、品質および性能向上のために、予告なく変更される場合があります。

モデル名
Model

処理能力(流入水基準)
Capacity

脱水固形物の含水率
Moisture content

消費電力
Power

サイズ
Size (L*W*H) 

KJTD-2545 3 ㎥/hr
70~80%

7.5 kw 3,450X900X2,700 mm

KJTD-3050 5 ㎥/hr 11 kw 3,550X950X2,750 mm

 固液分离机 & 脱水机 SEPARATOR & DEHYDRATOR
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シリンダータイプ スクリュープレス脱水機 (Cylinder Type Screen Screwpress Dehydrator) スクリュープレスセパレーター (Screwpress Separator)

>> 設計明細書

モデル名 処理能力(流入水基準)
Capacity

消費電力
Power

サイズ
Size (L*W*H) 

KJS-40030 2 ㎥/hr 15 kw 5,500X1,100X3,000 mm

※製品の仕様は、品質および性能向上のために、予告なく変更される場合があります。

> 大容量の処理が可能!

> 強力な耐久性!

> 優れた選別能力!
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主な工程

>> 工程概略図 

液体肥料工程 'A2B'
㈱国際環境技術と慶星大学が共同研究・開発した最新技術の

農家型液体肥料化設備

01 02 03 04 0605 07
強力な悪臭除

去能力
優れた窒素保

存能力
最適化
設計

優れた細菌除
去能力

卓越した
生命力

農場循
環設計

高度な汚泥
植種技術

苦情の発
生を防止

高品質液体肥料
の生産

微生物の追加投
与が不要

便利な運転管
理、経済的な施

工費用

劣悪な環境下でも
生存可能な、最新
工法に適用される

Bacillus sp.
菌を適用

大腸菌およびウィ
ルスなど、各種病
原性細菌を死滅

農場内の処理水の
循環構造を通じた
農場環境の改善

液体肥料設備

家畜飼育場液肥分配タンク

液肥の搬出 脱臭器 堆肥搬出

堆肥発酵器

スキッドローダー

固液分離機

分離された固体
分離された液体

ブロワー

渦流式散
気装置

エジェクタ（空気注入装置） 攪拌機

LIQUID 
FERTILIZER 
PLANT

液体肥料設備 LIQUID FERTILIZER PLANT
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水中ジェットエジェクター (Submersible Jet Ejector)

>> 設計明細書 

※本データは、水深3mで実際に固液分離された養豚糞尿を基準に測定したデータです。

モデル名
Model

空気供給能力
Air supply capacity

耐熱温度
Heat resistant
temperature

出力
Power

容量
Capacity

最大水深
Max. depth

KJA-50 4.5±0.5 ㎥/min 80℃ 3.7 kw 150 ㎥ 5 m

KJA-75 5.0±0.5 ㎥/min 80℃ 5.5 kw 200 ㎥ 5 m

KJA-100 5.5±0.5 ㎥/min 80℃ 7.5 kw 300 ㎥ 5 m

> 強力な曝棄能力!

> 耐熱温度 80℃!

>> 液体肥料設備の現場設置事例

>> 熟成段階別の色相変化

流入段階(灰緑色) 発酵段階(濃い茶色) 熟成段階(黄褐色)
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高速発酵器 (High speed fermenter)

>> 設計明細書 
モデル名

Model
処理能力
Capacity

耗电量
Power

サイズ
Size (L*W*H) 

KJHSF-1000 1 ㎥/min 7.5 kw 3,500X1,500X2,600 mm

※製品の仕様は、品質および性能向上のために、予告なく変更される場合があります。

> 発酵速度を促進!

> 汚泥の減少!

モデル名
Model

空気供給能力
Air supply capacity

耗电量
Power

容量
Capacity

最大水深
Max. depth

KJA-1000 6.5±0.5 ㎥/min 7.5 kw 300 ㎥ 5 m

外部ジェットエジェクター (External Jet Ejector)

>> 設計明細書 

※本データは、水深3mで実際に固液分離された養豚糞尿を基準に測定したデータです。

> 新概念の外部型ジェット
   エジェクター!

> 高効率、高性能、高耐久性!

液体肥料設備 LIQUID FERTILIZER PLANT
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渦流式スプリンクラー装置 (Vortex Sprinkler)

>> 設計明細書 
モデル名

Model
サイズ

Size
散水流量
Capacity

接続口径
Connector size

KJVS Ø75X100mmX32 pt 0.2 ㎥/min PT 32A (Nipple)

※製品の仕様は、品質および性能向上のために、予告なく変更される場合があります。

涡流散气装置 (Vortex Diffuser)

>> 設計明細書

※製品の仕様は、品質および性能向上のために、予告なく変更される場合があります。

モデル名
Model

サイズ
Size

 標準通気量
Standard aeration

標準酸素伝達効率
SOTE(150ℓ/minX5m depth)

材質
Material

接続口径
Connector size

KJVD-15 Ø60X10mmX15pt 150~200ℓ/min 16% ABS PT 15A (Nipple)

KJVD-20 Ø70X14mmX20pt 200~400ℓ/min 16% ABS PT 20A (Nipple)

> 泡（スカム）を効率良く除去!

> 詰まりのない設計、
   便利なメンテナンス!

> 半永久寿命!

> 同时做到曝气与搅拌!
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回転速度 (Complex Deodorizer)

>> 設計明細書

※※产品规格如有更改，恕不另行通知，以提高质量和性能。

モデル名
Model

処理能力
Capacity

耗电量
Power

サイズ
Size (L*W*H)

KJCD-100 10 ㎥/min 8.1 kw 4,200X1,800X4,300 mm

KJCD-200 20 ㎥/min 11.9 kw 4,600X2,000X4,800 mm

> 新概念の2重脱臭!

> >バイオ脱臭技術で安定的な処理!

水中撹拌機 (Submersible agitator)

>> 設計明細書

※产品规格如有更改，恕不另行通知，以提高质量和性能。

モデル名
Model

攪拌能力
Capacity

耗电量
Power

回転速度
Revolution (rpm)

KJSM 15-8F 6.0 ㎥/min 1.5 kw

875 (8P)
KJSM 22-8F 10.0 ㎥/min 2.2 kw
KJSM 37-8F 11.0 ㎥/min 3.7 kw
KJSM 55-8F 16.0 ㎥/min 5.5 kw

> >固液分離と液肥生産の効率が向上

[設置図]

液体肥料設備 LIQUID FERTILIZER PLANT
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多段式脱臭器 (Multistage Deodorizer)

>> 設計明細書

モデル名
Model

処理能力
Capacity

耗电量
Power

サイズ
Size (L*W*H)

KJMD-400 40 ㎥/min 16.3 kw 4,600X2,800X3,800 mm
KJMD-600 60 ㎥/min 17.9 kw 6,300X2,800X3,800 mm
KJMD-800 80 ㎥/min 28.2 kw 6,600X3,400X3,800 mm

※产品规格如有更改，恕不另行通知，以提高质量和性能。

微生物培養器 (Microbial Incubator)

>> 設計明細書

モデル名
Model

培養能力
Capacity

耗电量
Power

サイズ
Size (L*W*H)

KJMI-100 1 ㎥ 11 kw 2,800X1,800X3,000 mm

※产品规格如有更改，恕不另行通知，以提高质量和性能。

> 新概念の多段式脱臭!

> バイオ＋ケミカル＋UV 脱臭技術で安定的な処理!

> 複合微生物の培養能力が抜群!

> 嫌気/好気の発酵が選べる!
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バイオガス

バイオガス

BIOGAS PLANT

バイオガス工程 'A3'

主な工程

㈱国際環境技術の独創的なアイデアで開発した新概念のハイブリッド設備

01 02 03 04 05
工法 経済的な設置費

用
ZERO 

WASTE
低炭素のグリー

ン成長

エネルギー消費を
最小化した新概念

のエコ工法

冬季の温度維持の
ためのメンテナン
ス費用を30%以上

削減

熱交換機の設置が不
要、設置スペ
ースの最小化

廃棄物100%
資源化

バイオガス採算性の増
大を通じた新再生エネ
ルギー利用効率を最大

化

BIOGAS
PLANT

画期的な運転
コストの削減
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>> 工程概略図

>> PILOT SCALE 反応槽運

自己発熱
好気性消化槽

自己発熱
好気性消化槽

ジェットエジェクタ

攪拌機

固液分離機
高速発酵器 高速発酵器 

ガスホルダー

除湿/脱硫 ガス発電機

脱臭器 液肥の搬出ブロワー ブロワー
 スキッドローダー

堆肥発酵器

堆肥搬出

攪拌機

ジェットエジェクタ

嫌気性
消化槽
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