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カタログをご利用いただく前にご一読ください。
・当カタログの掲載商品は、予告無しに改良、仕様の変更を行う場
合がございますので、あらかじめご了承ください。

・製品現品のカラーと当カタログのカラーとは、印刷物のため多少
異なる場合があります。

・カタログに掲載されていない外装・内装、パーツに関しましては特
注も承っておりますので、当社営業までお問い合わせください。



■ 給排水配管工事、電気工事、取付工事
費、型枠改造費は含まれておりません。

■ 寒冷地の場合、現場での不凍栓の敷
設を推奨します。

■ 詳細につきましては、各担当営業へお
問い合わせください。

ご注意

OK式パブリックトイレ 3・・・・・

OK式スリムトイレ 9・・・・・・・・・・・・・・

21・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

バリアフリートイレ設計のポイント 11・・・・・・・・・・

衛生器具プラン 15・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

トイレブースプラン 16・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

片開き引戸プラン 17・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

壁面標準タイル・床タイル
カラーバリエーション 18・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

内外塗装色 カラーバリエーション 19・・・・・・・・・・・

ピクトサイン / OK式目隠し壁

OKBB消化槽
無放流トイレ

20・・・・・・・・・・・・・・・・・
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ドア有・無を選べます 小便器＋手洗 手　洗和　式 和式＋手洗 洋　式 洋式＋手洗 倉　庫

バリエーション 組合せは自由自在！
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： 便器に座った姿勢での操作

： 立位での操作

： 車いす上からの操作

■高さの基準：便座上面高さ

共通ルール１

共通ルール2

バリアフリートイレ設計のポイント

だれもが気兼ねなく、さまざまな目的で利用できる多目的トイレ！
私たちが考える設計のポイントをご紹介いたします。

＜便器まわり操作系設備の「壁面配置」の共通ルール＞

＜腰掛便器まわり操作系設備の壁面配置＞

図解  ＜便器まわり操作系設備の「壁面配置」の共通ルール＞

L字型の
位置関係

便器洗浄操作部の
便器うしろ水平方向の
ある程度離れた位置に

紙巻器の
真上に

紙巻器1

便器洗浄操作部2トイレ呼出押ボタン3

手すり

ウォシュレット用
リモコン

対象とする場所

対象とする操作系設備

腰掛便器が設置されるすべての便房
(一般便房および多目的トイレ）

＜主要3設備＞
①紙巻器
②便器洗浄操作部
③トイレ呼出押ボタン
＜その他関連設備＞
・手すり
・ウォシュレット用リモコン
・便器横手洗器

便器からの距離（幅方向）
＝　左右対称の位置に
　　便座中心から350mm程度 L型手すりの垂直部分の位置

＝　便座先端の250mm程度

L型手すりの
垂直部分の上端の高さ
＝　FL+1350mm以上

（多目的トイレ・腰掛便器ブース　共通事項）
パブリックトイレの便器まわりには、洗浄操作部や紙巻器・手すりをはじめ

さまざまな設備が設置されます。

パブリックトイレは、“どこのトイレに行ってもだれもがわかりやすく使い

やすいこと”が大切ですが、便器まわり操作系設備の配置は、これを左

右する最も重要な一要素です。

視覚に障害のある方も含め、想定される利用対象者の多様な身体や行動の

特性を十分に考慮のうえ、だれにとってもわかりやすく使いやすくなる

ように設置位置を決める必要があります。

便器横手洗器

①便器中心から便器横壁面までの距離：400～600mm程度
②便器中心から手すり芯までの距離：350mm程度

※図に描かれている人のイラスト：操作系設備のおすすめ位置決定に当
たっての想定シーンの一例（「便器洗浄操作部」の例）

手すり水平部分の高さ
＝　左右とも
　　便座上面+250mm程度

条件

■前後位置の基準：便座先端位置（便座先端の便器後方壁面からの距離）
おすすめプランの便座先端位置
・フラッシュバルブ式便器：700mm程度［代表的寸法（ウォシュレットの場合）：720mm］
・ロータンク式便器：800mm程度［代表的寸法（ウォシュレットの場合）：820mm］
・ユニット工法式便器：800mm程度［代表的寸法（ウォシュレットの場合）：837mm］

便座先端
+250程度

便座先端
ー100程度

便座先端
+100程度

便座先端
ー300程度

手洗い器あふれ
縁高さ：
手すり高さと
同程度

便座上面
+600程度

便座上面
+400程度

便座上面+250程度

便座先端
ー150程度 FL

+400程度
おすすめプランの便座上面高さ：FL+400mm程度
＜代表的寸法＞・普通便座の場合　　　 ：FL+399mm程度
　　　　　　　・ウォシュレットの場合　：FL+410mm程度

トイレ呼出押しボタン①

L型手すり

便器洗浄操作部

紙巻器

便器横手洗器

トイレ呼出押しボタン②

設置位置の優先順位

当然のことですが、各操作系設備の使いやす
い位置はほぼ同じ位置（便座に座った状態で
体の斜め前方付近）に集中しますので、
設置位置決定にあたっては、各設備に優先順
位をつける必要があります。
優先順位は、必要度・利用頻度・位置の許容
範囲など、さまざまな観点から総合的に検討
した上で決めなければなりません。
おすすめ設置位置における優先順位は次の
とおりです。

第1優先　L型手すり（設置する場合）
安全性から最優先

第2優先　紙巻器
ほぼ必ず使用するもので、位置の
許容範囲が狭い

第3優先　便器洗浄操作部
必ず使用するもので、位置の許容
範囲は紙巻器より広い

第4優先　トイレ呼出押しボタン
利用頻度は低いが、いざという時
に操作できなければ意味がない

■条件：
①便器中心から便器横壁面までの距離：
             400～600mm程度
②便器中心から手すり芯までの距離：
　　　　350mm程度

■便器横手洗器

ウォシュレット用
リモコン

その他　　便器横手洗器・ウォシュレット用リモコン

トイレ呼出押しボタンは、
①便座ならびに
②車いすに座った状態に加え、
③車いすからの転倒などで床に横になった
状態からも操作できる位置にも必要です。
1カ所に決めようとすると、便器洗浄操作部
付近に設置することになり、押し間違いの
危険性が高くなります。
したがって、①用に1カ所、②・③用に低い
位置に1カ所の最低2カ所設置することを
おすすめします。

排泄障害を伴う障害者の摘便（指で便をかき
出す行為）の後や、上肢に障害のある方の排便
の後始末や生理の処理などの際には手などが
汚れてしまう事も多く、この場合、便座に座った
ままその場で手を洗う必要があります。
便器横手洗器は、このような場合を考慮すれば、
特に車いす使用者を想定したトイレには必要
です。
設置高さは手すりに上腕を乗せて洗うのが
もっとも洗いやすいため、手洗器あふれ縁高さ
を手すり高さと同程度にするのが良いでしょう。

腰掛便器まわりの操作系設備は、便器の左右いずれか一方の横壁面の操作しやすい
位置に、まとめて設置する。

腰掛便器横壁面に設置する主要3設備（①紙巻器　②便器洗浄操作部③トイレ呼出押しボタン）は、

　1．紙巻器の真上に便器洗浄操作部

　2．便器洗浄操作部の便器うしろ水平方向の、ある程度離れた位置にトイレ呼出押しボタン
　　という「L字型の位置関係」になるよう配置し、これ以外の設備の有無にかかわらず、
　　この配置は変えない。

■トイレ呼出押しボタン
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汚物流しを設置した、多目的トイレの
「設備充実！おすすめプラン」
多目的トイレには、どんな設備があるのか？
ご紹介いたします。

① 便　器
便器の高さは、車いすと便器間の移乗のしやすさや座ったときの姿勢の安定な
ど、多岐にわたる利用者の行為を考慮して、便座面の高さで400mm程度にな
るものをおすすめします。
また、車いすの接近しやすい袴部分の下がりが大きいものが望ましいでしょう。

② L型手すり
腰掛便器側方の壁側の手すりは、車いす使用者の便器への移乗や便器上で
の座位バランスをとるための水平手すりと、立ち座りや立位バランスをとる
ためのタテ手すりが一体になっているL型手すりをおすすめします。

背もたれがあると、座位バランスが安定するうえに、介助者が後ろから支える
負荷が軽減され、排泄介助がラクに行えます。

オストメイト（人工肛門・人工膀胱造設者）
の方が外出先や職場でパウチ（※）や汚れ
物を洗ったり、汚れた腹部を洗浄する設備
として、多目的トイレ内への「汚物流し」と
「シャワー金具」の設置をおすすめします。
お湯が使えるように給湯設備も必要です。
また、汚れや水分を拭き取るためのトイレ
ットペーパーや、パウチの付け替えの際に
使うさまざまな器具を置くための棚、汚れ
たパウチを入れた袋を掛けておくための
フック、パウチの装着状態を確かめるため
の鏡なども必要です。

女性の利用だけでなく、障害者など器具を使
って排泄する場合に排泄用器具（ビニール袋
など）を捨てるためにも設置をおすすめしま
す。容量が大きめのものがよいでしょう。

多目的シート（前出8）の設置がスペース的に困難な場合には、
最低でもベビーシートを設置すれば、乳幼児のおむつ交換に
は対応できます。ただ、多目的トイレ内にベビーシートを設置
すると、おむつ交換などで長時間占有される場合が多くなる
ので、利用頻度の高いトイレではおむつ交換専用スペースを別
に設ける方が望ましいでしょう。

赤ちゃんを連れた方がトイレを使うときの不
便さを解消するために、「ベビーチェア」の設置
をおすすめします。一般トイレ内のトイレブー
ス内や多目的トイレ内はもちろん、一般トイ
レ内の洗面ゾーンへも設置をおすすめしま

子供のパンツなどの履かせ直しや女性のス
トッキング交換、また荷物台としても使える
収納式の台です。多目的トイレや一般のト
イレブースへのプラスアルファ機能として
設置をおすすめします。

車いす使用者のおむつ交換や衣服の着脱などのためには大人が横にな
れる場所が必要です。このような設置のあるパブリックトイレはほとんど
なく、不便を強いられていました。多目的トイレのなかに多目的シートの
設置が進めば、障害者・高齢者の外出の機会が広がります。

壁からの前出の大きい（200mm程度以上）手すりは、次のような理由で、非
常に有効です。
1.下肢の不自由な方などが便器に座った状態で上体を左右に傾けながら衣服
の着脱を行う際、肩が入るスペースが確保でき、お尻が浮かせやすくなります。
2.下肢が不自由でも立体を保持できる方（片マヒの方など）が立体で衣服の
着脱を行う際、手すりの垂直部分に体をもたれやすく、また、腕を手すりと壁
の隙間にくぐすこともできるため、立体がより安定します。

可動手すりには大別してはね上げタイプとスイングタイプがあります。どちら
が使いやすいかは利用者の身体特性などにより違うため一概には決められ
ませんが、手すりの可動スペースが十分にとれない場合にははね上げタイプ
がよいでしょう。

車いす使用者の車いす上での排泄処理や
左右まひ対応など、トイレットペーパー
の多様な使い方を考慮すれば紙巻器付
タイプが望ましいでしょう。

前出の大きい手すり

長さ

可動式手すりの長さは、
便器の長さと同程度以上

長さは、車いす使用者の多様な
便器への移乗方法や立ち座り、
また便器上での座位バランス
のとりやすさを考慮し、便器の
長さと同程度以上のものが望
ましいでしょう。

はね上げタイプとスイングタイプ

はね上げタイプ スイングタイプ

紙巻器付タイプ

紙巻器付タイプ

1

3 6

6

9

4

7

8

5
2

2

③ 背もたれ

前出の大きい手すり
（写真の手すりは前出寸法230mm）

④ 浄化ボタン

スペア付紙巻器

子供用便座

⑤ オストメイト配慮設備

※パウチ：便や尿を溜めておくために腹部の

ストーマ（人工肛門・人工膀胱）部分に装着

する袋

オストメイト対応トイレパックパウチの洗浄 腰掛便器とのセット例 取付状態

シャワーノズル型

⑥ 洗面器（多目的トイレ内）
洗面器は、車いす使用者のひざが当たりにくい薄型のものをおすすめします。
設置高さは上面で750mm程度がよいでしょう。特に多目的トイレ内に
設置する場合は、使い勝手に支障のない範囲でコンパクトサイズのもの
がよいでしょう。また、電気温水器の設置などにより、お湯が使えるように
配慮することがなお望ましいでしょう。
洗面器用手すりは、主として立位バランスを保つためのもので、車いすで
の利用にはかえって邪魔になる場合
もあります。したがって、多目的トイレ
内の洗面器は、寄
りかかっても耐え
られるように堅固
に取り付ければ、手
すりは設置しなく
てすみます。

収納時

収納時

収納時

使用時

使用時

使用時

⑧ 多目的シート

長辺方向収納タイプ
収納式多目的シート

短辺方向収納タイプ
パブリック用折りたたみシート

⑦ トイレ呼出押ボタン
トイレ呼出押ボタ
ンは、何らかのトラ
ブルで人の手助け
が必要になった場
合に人を呼ぶ装置
として重要です。
2つの操作が選べ
る押ボタンにヒモ
の付いたタイプが
よいでしょう。
設置位置は①便器上②車いす上に加え
③車いすからの転倒などで床に横にな
った状態からでも操作できるように配慮
する必要があります。

チャームボックス（汚物入れ）

ベビーシート

⑨ ベビーチェア フィッティングボード（着替え台）

13 14



パネルの基本性能

パネル性能試験結果表

ハードコートMDFパネル構成

トイレブース専用金具

印刷インキの都合上実際の色と
異なって見えることがあります。

03M（クリーム） 04M（グレー）

07M（ピンク） 08M（ブルー）

密 度

曲 げ 強 さ

剥 離 強 さ

吸水厚さ膨張率

木 ね じ 保 持 率

湿潤時A曲げ強さ

ホルムアルデヒド
放 出 量

0.74g／㎤±0.03

25.0N／㎟以上

0.4N／㎟以上

10.0%以下

400N以上

12.5／㎟以上

JIS F★★★★
（ave 0.3mg／ℓ以下）

JIS K6902
JAS耐水B試験
JAS耐摩耗Ｃ試験

結　果
○
○
○

人に優しく、
強度に優れたパネル素材　

シックハウス対策

新開発、
中心吊グレビティヒンジを使用

トイレブースの標準色

　人体に有害なホルムアルデヒドの放出
量が非常に少ないJIS規準 F★★★★
MDFパネルを採用。耐衝撃性にも優れて
いますので、使用頻度の高い学校や、公共
施設に最適です。パネルはもちろん、戸当
りゴムにも非塩ビ素材を使い、焼却時に
有害なガスを出しません。こすれや傷に強
いハードコート樹脂仕上げで耐摩耗性、シ
ンナーやアセトンで拭いても変化しない
耐薬品性、油性ペン筆記跡がシンナーな
どで拭き取れる耐汚染性に優れています。 

　ヒンジをこのタイプとしては初の「中心吊グレビティヒ
ンジ」（PAT登録）を採用。丁番が目立たないすっきりした
デザインはもちろん、耐久性の向上（開閉耐久試験20万
回合格済み）と吊元の安全性にも配慮しました。（隙間が
なく指を挟まない構造） 

試験項目
耐汚染性
耐 水 性
耐摩耗性

衛生器具プラン トイレブースプラン

ハード樹脂コート層
印刷絵柄層

含浸層

MDF F★★★★

バック付掃除用流し ベビーシートオストメイト対応トイレパック
(電気温水器付) UAS75LDB2N SK22A

ベビーチェア
YKA15R YKA25R

評 価 方 法

環境にやさしいエコロジータイプブースOK式パブリックタイプ（ユニットタイプ）の衛生器具のご説明

和風両用便器
小便器フラッシュバルブ

腰掛式タンク密結形防露便器

防露式密結形ロータンク

蓋なし便座 TC291J
SH30BA

防露式手洗付隅付ロータンク
S670BU TG600PN

床置小便器C750AV

※参考

※参考※参考

※参考

※参考

UFH508CR
CS20AB

壁掛手洗器 バリアフリー洗面器
自閉式立水栓 TL19AR自閉式立水栓 TL19AR

自閉式立水栓L30D TL19AR L103A

標準仕様

オプション・その他

丁番形
グレビティヒンジ 

スライドラッチ 帽子掛戸当たり ケースハンドル
（オプション）
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ニュージーネット100・150

DPLタイル

COMタイル
＜2色ミックスタイプ＞

壁
　
面

床

片開き引戸プラン 壁面標準
床タイル カラーバリエーション

屋内壁 屋内床 浴室床 屋外壁 屋外床 耐凍害

屋内壁 屋内床 浴室床 屋外壁 屋外床 耐凍害

COM-201 COM-203 COM-205 COM-208

PL-1 PL-2 PL-3 PL-31

PL-11 PL-12 PL-32 PL-14

PL-33 PL-35PL-34PL-23

※色見本と実際の仕上がりが異なる場合があります。 

※色見本と実際の仕上がりが異なる場合があります。 ※色見本と実際の仕上がりが異なる場合があります。

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12

屋内壁 屋内床 浴室床 屋外床 耐凍害屋外壁居室床

SSホワイト SSクリーム SSピンク SSブルー SSグリーン エレガントアイボリー EK-217 EK-206 EK-209

※ステンレス鏡面の抗菌仕様もあります。

ステンレス 抗菌樹脂

ステンレス鏡面※ アイボリー ベージュ ブラウン ピンク ブルー ホワイト ブラックブラウン

標準タイプ オプション

室外側

シリンダー ダミー
シリンダー

表示付非常解
シリンダー

※標準仕様は非常解付表示錠です。

室内側

大型サムターン
（標準）

サムターン 空

扉バリエーションタイプ

錠前（ロッド錠）T3・Tα・TSタイプ

カラーバリエーション

引き棒バリエーション
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オーイケの製品カタログをラインナップしました。
 ご希望の方は、本社へご連絡下さい。
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