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トイレの種類

水道と接続して水で流して排出するタイプ
排水の給水は、別途水道工事をする必要があります。

給水タンクの水が約 200～250cc 流れるタイプ
汚物は便タンクに溜まりますので、別途汲み取りが必要です。

水を使用しないタイプ
汚物は便タンクに溜まりますので、別途汲み取りが必要です。

弊社ホームページでは、新商品情報やお知らせを随時更新してお客様のお役に立つ情報をご提
供出来るよう発信しております。

ホームページをリニューアルしました

スライドフェンスユニット

快適認定マーク

※エコットトイレM2・PICO の各商品の PDF 図面をダウンロード出来ます。また、HPデザインや内容を予告なく変更する場合が
     ございます。

1 2

手洗いユニット

国土交通省より建設現場を男女ともに働きやすい環境とする取り組みの一環として、快適に使用できる仮設トイレを「快適トイ
レ」と名付け、今後の入札手続きを開始した工事から「快適トイレ」の導入を原則化されています。
「快適トイレ」の詳細は国土交通省ホームページをご覧ください。

PDF 図面のダウンロード方法
① ホームページを開く   ②  [ カタログ /図面 ] をクリックする   ③ ダウンロードしたい機種・仕様を選びクリック
する   ④  PDF データをダウンロードする

詳細は15Pへ 詳細は16Pへ

新商品 新商品
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※予告なく仕様を変更する場合がございますので、予めご了承ください。

快適トイレの普及を推奨すると同時に、快適トイレのさらなる質的向上を目的として、NPO法人日本トイレ研究所が発行しているマークです。

みのる化成の快適トイレシリーズ

3 4

用途に合わせて選べる快適トイレ。大型の装備充実モデルから、車載トイレまで幅広くラインナップしています。

名称：快適トイレ PICCO-PICO（ピッコピコ）
仕様：簡易水洗洋式 /手洗い　認定№014-07 / 014-08
　　　　本水洗洋式 /手洗い　認定№014-04

快適認定マーク

※実際の認定マークとは異なります。  

名称：快適トイレ PICO
仕様：簡易水洗洋式　認定№014-01
　　　　本水洗洋式　認定№014-03

名称：快適トイレM2
仕様：簡易水洗洋式　認定№014-06

■PICO用快適トイレ変更セット
■M2/車載トイレ用快適トイレ変更セット
各種洋式トイレに上記オプションの取付で快適トイレとして
使用可能です。

名称：快適トイレ車載式
仕様：簡易水洗洋式　認定№014-05
 

標準仕様

快適トイレ変更セット

１．快適トイレに求める標準仕様 ２．快適トイレとして活用するために備える付属品 

詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。

既にご購入頂いております弊社製品も、
後付することで快適仕様へアップグレード
できるセットになります。

〈セット内容〉

2 重ロック センサーライト 鏡 コートフック（耐荷重 5kg) 便座除菌クリーナー サニタリーボックス 男女表示プレート
※M2/車載トイレ用セットのみ

認定認定
快適快適

★

認定認定
快適快適

★

認定認定
快適快適

★

認定認定
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★

認定認定
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★

認定認定
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★

快適トイレ認定マークについては、NPO法人日本トイレ研究所が国土交通省が定める快適トイレの標準仕様に
則った仮設トイレに「快適トイレ」認定を行い「快適トイレ認定マーク」を付与しています。

国土交通省では、建設現場を男女ともに働きやすい環境にする取り組みを進めており、男女ともに快適に        使 用できる仮設トイレを「快適トイレ」と名付けております。建設現場に導入するにあたり以下の仕様項目が設定されております。 

【「1. 快適トイレに求める機能」】【「2. 快適トイレとして活用するために備える付属品」は必須項目】【「3. 推奨する仕様、付属品」については、装備していればより快適となるものと定義。】
※詳しい仕様項目はページ下部の国土交通省報道資料をご覧ください。 ※快適トイレの仕様項目は 2020 年 3月 24 日に改訂。 

国土交通省が定める快適トイレの標準仕様イメージ 1
から 7 をすべて標準装備していること 8 から 11 は別
途オプション対応でも可能、なお、8 と 10 は現場対
応でも構わない 

 ※快適トイレは現場導入にあたって、国土交通省が定める「1. 快適トイレに求
める機能」および「2. 付属品として備えるもの」 の装備を必須条件としてい
ます。したがって認定マークを取得したトイレであっても現場に導入するに
あたり 1から 17 の仕様を備える必要があります。 

①洋式便座
②水洗機能（簡易水洗、し尿処理装置付きを含む） 
③臭い逆流防止機能（フラッパー機能 / 必要に応じて消臭剤等活用し臭　い対
　策を取ること） 
④容易に開かない施錠機能（二重ロック等 / 二重ロックの備えがなくても容
　易に開かないことを製造者が説明出来るもの） 
⑤照明設備（電源がなくても良いもの）
⑥衣類掛け等のフック付、又は、荷物置き場設備機能（耐荷重５kg 以上） 

⑦現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
⑧入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配
　置等） 
⑨サニタリーボックス（女性専用トイレに限る） 
⑩鏡付きの洗面台
⑪便座除菌シート等の衛生用品 

３．推奨する仕様、付属品 
 

★快適トイレ認定マークとは？

 

快適トイレ★（星 1） 

 

上記条件に加え、12 から 17 のうち、12 を含む 3 つ
以上の仕様を標準装備していること    

快適トイレ★★（星2） 

 

⑫室内寸法 900×900mm 以上（半畳程度以上） 
⑬擬音装置
⑭フィッティングボード 
⑮フラッパー機能の多重化
⑯窓など室内温度の調整が可能な設備
⑰小物置き場等（トイレットペーパー予備置き場） 

「快適トイレ」の標準仕様

※実際の認定マークとは異なります。

※実際の認定マークとは異なります。



※予告なく仕様を変更する場合がございますので、予めご了承ください。

快適トイレの普及を推奨すると同時に、快適トイレのさらなる質的向上を目的として、NPO法人日本トイレ研究所が発行しているマークです。

みのる化成の快適トイレシリーズ

3 4

用途に合わせて選べる快適トイレ。大型の装備充実モデルから、車載トイレまで幅広くラインナップしています。

名称：快適トイレ PICCO-PICO（ピッコピコ）
仕様：簡易水洗洋式 /手洗い　認定№014-07 / 014-08
　　　　本水洗洋式 /手洗い　認定№014-04

快適認定マーク

※実際の認定マークとは異なります。  

名称：快適トイレ PICO
仕様：簡易水洗洋式　認定№014-01
　　　　本水洗洋式　認定№014-03

名称：快適トイレM2
仕様：簡易水洗洋式　認定№014-06

■PICO用快適トイレ変更セット
■M2/車載トイレ用快適トイレ変更セット
各種洋式トイレに上記オプションの取付で快適トイレとして
使用可能です。

名称：快適トイレ車載式
仕様：簡易水洗洋式　認定№014-05
 

標準仕様

快適トイレ変更セット

１．快適トイレに求める標準仕様 ２．快適トイレとして活用するために備える付属品 

詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。

既にご購入頂いております弊社製品も、
後付することで快適仕様へアップグレード
できるセットになります。

〈セット内容〉

2 重ロック センサーライト 鏡 コートフック（耐荷重 5kg) 便座除菌クリーナー サニタリーボックス 男女表示プレート
※M2/車載トイレ用セットのみ

認定認定
快適快適

★

認定認定
快適快適

★

認定認定
快適快適

★

認定認定
快適快適

★

認定認定
快適快適

★
認定認定
快適快適

★

認定認定
快適快適

★

認定認定
快適快適

★

快適トイレ認定マークについては、NPO法人日本トイレ研究所が国土交通省が定める快適トイレの標準仕様に
則った仮設トイレに「快適トイレ」認定を行い「快適トイレ認定マーク」を付与しています。

国土交通省では、建設現場を男女ともに働きやすい環境にする取り組みを進めており、男女ともに快適に        使 用できる仮設トイレを「快適トイレ」と名付けております。建設現場に導入するにあたり以下の仕様項目が設定されております。 

【「1. 快適トイレに求める機能」】【「2. 快適トイレとして活用するために備える付属品」は必須項目】【「3. 推奨する仕様、付属品」については、装備していればより快適となるものと定義。】
※詳しい仕様項目はページ下部の国土交通省報道資料をご覧ください。 ※快適トイレの仕様項目は 2020 年 3月 24 日に改訂。 

国土交通省が定める快適トイレの標準仕様イメージ 1
から 7 をすべて標準装備していること 8 から 11 は別
途オプション対応でも可能、なお、8 と 10 は現場対
応でも構わない 

 ※快適トイレは現場導入にあたって、国土交通省が定める「1. 快適トイレに求
める機能」および「2. 付属品として備えるもの」 の装備を必須条件としてい
ます。したがって認定マークを取得したトイレであっても現場に導入するに
あたり 1から 17 の仕様を備える必要があります。 

①洋式便座
②水洗機能（簡易水洗、し尿処理装置付きを含む） 
③臭い逆流防止機能（フラッパー機能 / 必要に応じて消臭剤等活用し臭　い対
　策を取ること） 
④容易に開かない施錠機能（二重ロック等 / 二重ロックの備えがなくても容
　易に開かないことを製造者が説明出来るもの） 
⑤照明設備（電源がなくても良いもの）
⑥衣類掛け等のフック付、又は、荷物置き場設備機能（耐荷重５kg 以上） 

⑦現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
⑧入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配
　置等） 
⑨サニタリーボックス（女性専用トイレに限る） 
⑩鏡付きの洗面台
⑪便座除菌シート等の衛生用品 

３．推奨する仕様、付属品 
 

★快適トイレ認定マークとは？

 

快適トイレ★（星 1） 

 

上記条件に加え、12 から 17 のうち、12 を含む 3 つ
以上の仕様を標準装備していること    

快適トイレ★★（星2） 

 

⑫室内寸法 900×900mm 以上（半畳程度以上） 
⑬擬音装置
⑭フィッティングボード 
⑮フラッパー機能の多重化
⑯窓など室内温度の調整が可能な設備
⑰小物置き場等（トイレットペーパー予備置き場） 

「快適トイレ」の標準仕様

※実際の認定マークとは異なります。

※実際の認定マークとは異なります。



本体 /便槽 / 水洗架台：高密度ポリエチレン
和式便器 /ポリプロピレン
洋式便器 /陶器
本水洗和式便器 /陶器
本水洗洋式便器 /陶器
小便器 /FRP
手洗器 / ポリエチレン

W880×D1580×H2503/ 水タンク 85L / 便タンク 310L
重量約 90kg

汲取タイプ

水洗タイプ

W880×D1580×H2503/ 水タンク 75L / 便タンク 310L
重量約 85kg

W880×D1580×H2503/ 便タンク 310L / 重量約 65kg

W880×D1130×H2403/ 重量約 75kg

W880×D1130×H2403/ 重量約 95kgW880×D1130×H2403/ 重量約 90kg

いろいろなところで活躍しているエコットトイレM2 series

本水洗和式

簡易水洗洋式

本水洗洋式

非水洗小用

本水洗手洗い

エコットトイレM2

ECOT TOILET M2 series

非水洗簡易水洗本水洗

5 6

エコカラーグリーン＆シックなグレーの 2色展開 製品材料

サイドパネル・・・グリーン
ドアフレーム・・・グリーン
ドア・・・イエロー
アクセントパネル・・・グリーン

サイドパネル・・・グレー
ドアフレーム・・・グレー
ドア・・・グレー
アクセントパネル・・・ブルー

汲取タイプ
W880×D1580×H2503/ 水タンク 85L / 便タンク 310L
重量約 75kg

W880×D1130×H2403/ 重量約 75kg

     

簡易水洗和式

本水洗手洗い本水洗小用

簡易水洗小用

本体色もシーンによって 2パターンから選べます。
ドア部分には社名などを印刷もしくはステッカーを
貼って宣伝などに使えます。
オプションも豊富に取り揃えております。

認定№014-06
OP: 快適トイレ変更セットの取付が必要です。

P3「みのる化成の快適トイレシリーズ」を確認下さい。
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※その他の色・仕様につきましてはお問い合わせください。

MET2-KWRP MET2-KYRT

MET2-KDFRP MET2-HDFRP

MET2-SWLT MET2-SYLT

MET2-SDFRP MET2-TWPF

エコットトイレはここが扱いやすい

※その他のオプションについては 26ページ

ここが
いいね

側面吊金具

側面通気口 オプション

オプション

オプション

オプション

屋根のアイボルト

フロントガード
便タンクのグリップ

中間トラロープ金具

フラットデッキグリップ

　ハウジングのグリップパネル
の凸凹を使って移動はらくら
くです。

　室内デッキや水タンクが工
具不要で外せます。

　ドアの着脱がカンタン！

六角形なのでとても丈夫で、パネル
の厚さも充分で、色あせや劣化に
極めて強い超高級素材を使用して
います。

締結部分が丈夫で
吊り上げ強度抜群

パネルの基本厚さがあり丈夫！

機能性に優れあらゆる環境に適した次世代型簡易トイレ

色あせ劣化が極めて少ない超高級素材

角形のハウジングが3面構造なので丈夫！

丈夫で長持ち

※予告なく仕様を変更する場合がございますので、予めご了承ください。

本体カラーリングが選べます！

ドア空気取入口

背面通気口

四角形は変形しやすい横からの力
にも、上か
らの力にも
強い！

ドアの下
から入っ
た空気が、
背面へと
流れてい
きます。

認定認定
快適快適

★



本体 /便槽 / 水洗架台：高密度ポリエチレン
和式便器 /ポリプロピレン
洋式便器 /陶器
本水洗和式便器 /陶器
本水洗洋式便器 /陶器
小便器 /FRP
手洗器 / ポリエチレン

W880×D1580×H2503/ 水タンク 85L / 便タンク 310L
重量約 90kg

汲取タイプ

水洗タイプ

W880×D1580×H2503/ 水タンク 75L / 便タンク 310L
重量約 85kg

W880×D1580×H2503/ 便タンク 310L / 重量約 65kg

W880×D1130×H2403/ 重量約 75kg

W880×D1130×H2403/ 重量約 95kgW880×D1130×H2403/ 重量約 90kg

いろいろなところで活躍しているエコットトイレM2 series

本水洗和式

簡易水洗洋式

本水洗洋式

非水洗小用

本水洗手洗い

エコットトイレM2

ECOT TOILET M2 series

非水洗簡易水洗本水洗

5 6

エコカラーグリーン＆シックなグレーの 2色展開 製品材料

サイドパネル・・・グリーン
ドアフレーム・・・グリーン
ドア・・・イエロー
アクセントパネル・・・グリーン

サイドパネル・・・グレー
ドアフレーム・・・グレー
ドア・・・グレー
アクセントパネル・・・ブルー

汲取タイプ
W880×D1580×H2503/ 水タンク 85L / 便タンク 310L
重量約 75kg

W880×D1130×H2403/ 重量約 75kg

     

簡易水洗和式

本水洗手洗い本水洗小用

簡易水洗小用

本体色もシーンによって 2パターンから選べます。
ドア部分には社名などを印刷もしくはステッカーを
貼って宣伝などに使えます。
オプションも豊富に取り揃えております。

認定№014-06
OP: 快適トイレ変更セットの取付が必要です。

P3「みのる化成の快適トイレシリーズ」を確認下さい。

強度が
ある

長持ち
する

臭いの
改善

掃除が
ラク

51
0

17
5

49
0

15
0

20
5

36
5

54
5

880 880

880 880

880

880

880

880

11
30

15
80

15
80

11
30

11
30

15
80

15
80

11
30

※その他の色・仕様につきましてはお問い合わせください。
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MET2-KDFRP MET2-HDFRP

MET2-SWLT MET2-SYLT

MET2-SDFRP MET2-TWPF

エコットトイレはここが扱いやすい

※その他のオプションについては 26ページ

ここが
いいね
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フロントガード
便タンクのグリップ

中間トラロープ金具

フラットデッキグリップ

　ハウジングのグリップパネル
の凸凹を使って移動はらくら
くです。

　室内デッキや水タンクが工
具不要で外せます。

　ドアの着脱がカンタン！

六角形なのでとても丈夫で、パネル
の厚さも充分で、色あせや劣化に
極めて強い超高級素材を使用して
います。

締結部分が丈夫で
吊り上げ強度抜群

パネルの基本厚さがあり丈夫！

機能性に優れあらゆる環境に適した次世代型簡易トイレ

色あせ劣化が極めて少ない超高級素材

角形のハウジングが3面構造なので丈夫！

丈夫で長持ち

※予告なく仕様を変更する場合がございますので、予めご了承ください。

本体カラーリングが選べます！

ドア空気取入口

背面通気口

四角形は変形しやすい横からの力
にも、上か
らの力にも
強い！

ドアの下
から入っ
た空気が、
背面へと
流れてい
きます。

認定認定
快適快適

★



ネイビー

クイックチェンジがさらに進化

仮設トイレのレンタル・リースをされているプロフェッショナルモデルとして今までにない新しい仮設トイレの誕生です。

ドアカラーが選べる 4色

トイレのレンタル・リースのプロフェッショナル仕様

業界初が
満載

POINT①

簡易水洗和式→手洗いへ

POINT② どこでもグリップ

POINT③
ペーパーストック＆3WAY照明＆
カバンフック（OP品）

新臭気汚水シールドで、あの臭いをシ   　ャットアウト！

後ろ面開口パネルが開閉できる

POINT④

驚きの機能を余すところなく詰め
込んだ待望の仮設トイレが誕生！

エコットトイレピコ

ECOT TOILET PICOseries

お客様から頂いた要望をカタチにして、機能性・快適性・
デザイン性を追求した新世代トイレ。トイレのレンタル
リースされているプロの方に喜んで頂くために細部にまで
こだわりました。

7 8

※予告なく仕様を変更する場合がございますので、予めご了承ください。

作業性
アップ

快適性の
追求

軽量化の
実現 デザイン性

おどろきのポイントを紹介

建屋はそのままに、簡単にユニット切り替えが出来ます。クイックチェンジ機能をさらに進化させて pico 搭載。簡易水洗和式
をベ－スとして、簡易水洗洋式、本水洗和式、洋式、手洗いや小用等の各ユニットに簡単に切替え頂けます。一体感のある
PICO専用ユニットで、圧倒的な効率化とメンテナンス性の向上が図れます。

しっかり、ガッチリ取り回しの良いグリップを各方面に設けて作業     　　 　がよりスムースに。

パネル 3ヶ所どこへでもワンタッチ移動可能。
しかも、手軽スイッチ・センサーライト・電
源直結の切替可能。配線もワンタッチ！

和式デッキタンクを外して
手洗いユニットを取付

簡易水洗和式→洋式へ
和式デッキタンク
の上に洋式ユニッ
トを取付

本水洗和式→洋式へ
和式デッキタン
クの上に洋式ユ
ニットを取付

簡易水洗和式→洋式へ
和式デッキタンクへロータン
クを追加し、S 字トラップと架
台へ組み替え

簡易水洗和式→各種小用へ
和式デッキタンクを外して
各種小用ユニットを取付

防臭カバーがタンクからの臭いを完全遮断し
て臭いを戻しません。カンタン脱着構造になっ
ています。外せば、非水洗として・・・

手洗いや小用への切替えでフタが閉まります。

POINT⑧ ズレないルーフのロープ溝

表示がワンタッチ切替え

ルーフの前後と左右方面にロープの
溝を設けているので、トラックでしっ
かりロープを締めることができるの
で安心。溝部は、潰れにくく丈夫です。

トイレ上部に表示プレートを設け、トイレ仕様がひ
と目でわかります。ワンタッチで交換できるので準
備が早い。特注で社名印刷なども可能です。

POINT⑨

POINT⑩
把手が、弊社従来品や他社品のようにインジェクショ
ンではありません。ブロー成形で製作していますので
劣化に強く割れたりしません。

POINT⑪
従来の M2 シリーズのエコットトイレと同じ互換性のある便タンクで、シング
ル便タンクでの底の厚さは業界No.1！

POINT⑫
M2 シリーズと同時に、クローザードアが工具不要で着脱できるので、メンテ
ナンス性が向上しました。

POINT⑬
10t トラックに半組で 22 棟（従来型 20 棟）も載るのに、室内はとても広々。

業界トップクラスの軽量化
を実現（約 80kg）

便タンク楽々収納

POINT⑤

POINT⑥ POINT⑦

スマートボディーなのに室内広々

工事不要でドアの着脱可能

M2シリーズと互換性あり

ブロー成形の大きな把手

洋式でもなんと 85kg. 作業性抜群！

手洗い 簡易水洗和式 簡易水洗洋式

本水洗和式 本水洗洋式各種小用

まっすぐカンタンに
建屋へ収納可能。

非水洗簡易水洗本水洗

W860×D1340×H2370/ 重量約 85KgW860×D1340×H2370/ 重量約 80Kg

W860×D1580×H2470/ 便タンク 310L / 重量約 75kg

W860×D1580×H2470/ 水タンク 75L / 便タンク 310L
重量約 90kg

W860×D1580×H2470/ 水タンク 75L / 便タンク 310L
重量約 80kg

W860×D1580×H2470/ 水タンク 75L / 便タンク 310L
重量約 85kg

水洗タイプ

W860×D1580×H2470/ 水タンク 75L / 便タンク 310L　
重量約 80kg

W860×D1125×H2370/ 重量約 75kg

本水洗洋式本水洗和式 本水洗手洗

非水洗小用簡易水洗洋式簡易水洗和式

ドア正面 側　面 後　面

認定№014-01
認定№014-03

快適トイレ変更セット 3P参照
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ピンクグリーンイエロー

MET3-KWMP MET3-KWMPY MET3-HDWP

簡易水洗小用
MET3-KDFRP

簡易水洗陶器洋式
MET3-KYRT

MET3-SWMP MET3-SWMPY MET3-TWPF

本体 / 便槽 / 水洗架台：高密度ポリエチレン
和式デッキタンク /ポリエチレン
洋式便器 /ポリエチレン・ポリプロピレン ・陶器
簡易水洗小用 /FRP
非水洗小用 /ポリエチレン
ロータンク /ポリエチレン

製品材料

レセプタクル ペーパー用棚

（標準装備） （標準装備） ※その他のオプションについては 28ページ

認定認定
快適快適

★



ネイビー

クイックチェンジがさらに進化

仮設トイレのレンタル・リースをされているプロフェッショナルモデルとして今までにない新しい仮設トイレの誕生です。

ドアカラーが選べる 4色

トイレのレンタル・リースのプロフェッショナル仕様

業界初が
満載

POINT①

簡易水洗和式→手洗いへ

POINT② どこでもグリップ

POINT③
ペーパーストック＆3WAY照明＆
カバンフック（OP品）

新臭気汚水シールドで、あの臭いをシ   　ャットアウト！

後ろ面開口パネルが開閉できる

POINT④

驚きの機能を余すところなく詰め
込んだ待望の仮設トイレが誕生！

エコットトイレピコ

ECOT TOILET PICOseries

お客様から頂いた要望をカタチにして、機能性・快適性・
デザイン性を追求した新世代トイレ。トイレのレンタル
リースされているプロの方に喜んで頂くために細部にまで
こだわりました。
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※予告なく仕様を変更する場合がございますので、予めご了承ください。

作業性
アップ

快適性の
追求

軽量化の
実現 デザイン性

おどろきのポイントを紹介

建屋はそのままに、簡単にユニット切り替えが出来ます。クイックチェンジ機能をさらに進化させて pico 搭載。簡易水洗和式
をベ－スとして、簡易水洗洋式、本水洗和式、洋式、手洗いや小用等の各ユニットに簡単に切替え頂けます。一体感のある
PICO専用ユニットで、圧倒的な効率化とメンテナンス性の向上が図れます。

しっかり、ガッチリ取り回しの良いグリップを各方面に設けて作業     　　 　がよりスムースに。

パネル 3ヶ所どこへでもワンタッチ移動可能。
しかも、手軽スイッチ・センサーライト・電
源直結の切替可能。配線もワンタッチ！

和式デッキタンクを外して
手洗いユニットを取付
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和式デッキタンク
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トを取付

本水洗和式→洋式へ
和式デッキタン
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て臭いを戻しません。カンタン脱着構造になっ
ています。外せば、非水洗として・・・

手洗いや小用への切替えでフタが閉まります。
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表示がワンタッチ切替え

ルーフの前後と左右方面にロープの
溝を設けているので、トラックでしっ
かりロープを締めることができるの
で安心。溝部は、潰れにくく丈夫です。

トイレ上部に表示プレートを設け、トイレ仕様がひ
と目でわかります。ワンタッチで交換できるので準
備が早い。特注で社名印刷なども可能です。
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ンではありません。ブロー成形で製作していますので
劣化に強く割れたりしません。
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ル便タンクでの底の厚さは業界No.1！
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ナンス性が向上しました。
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ブロー成形の大きな把手

洋式でもなんと 85kg. 作業性抜群！

手洗い 簡易水洗和式 簡易水洗洋式

本水洗和式 本水洗洋式各種小用

まっすぐカンタンに
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重量約 90kg

W860×D1580×H2470/ 水タンク 75L / 便タンク 310L
重量約 80kg
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重量約 85kg

水洗タイプ

W860×D1580×H2470/ 水タンク 75L / 便タンク 310L　
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本水洗洋式本水洗和式 本水洗手洗

非水洗小用簡易水洗洋式簡易水洗和式

ドア正面 側　面 後　面
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MET3-KWMP MET3-KWMPY MET3-HDWP

簡易水洗小用
MET3-KDFRP

簡易水洗陶器洋式
MET3-KYRT

MET3-SWMP MET3-SWMPY MET3-TWPF

本体 / 便槽 / 水洗架台：高密度ポリエチレン
和式デッキタンク /ポリエチレン
洋式便器 /ポリエチレン・ポリプロピレン ・陶器
簡易水洗小用 /FRP
非水洗小用 /ポリエチレン
ロータンク /ポリエチレン

製品材料

レセプタクル ペーパー用棚

（標準装備） （標準装備） ※その他のオプションについては 28ページ

認定認定
快適快適

★



標準装備

1 台のトイレに洋式トイレ・手洗い台がセットになった大型の快適トイレです。
広々とした室内に充実の装備を備え、利用する人全てに快適なトイレ環境を提供できます。

ECOT TOILET PICCO-PICO

PICOの特徴である、メンテナンスの容易さそのままに2重ロックや大
型のフックなど安心・便利をプラス。

日本トイレ研究所の快適トイレ二つ星認定を取得済み。
設置することで利用者が快適になることはもちろん、現場全体の評価にも
つながります。

センサー式照明や便座除菌クリー
ナーなど充実の標準装備を備えてお
ります。

後面汲取口周辺（Ⅲ型）

9 10

内外装について

簡易水洗本水洗

※予告なく仕様を変更する場合がございますので、予めご了承ください。

洋式トイレ /手洗い台（水洗・簡易水洗）

センサー式照明

鏡

便座除菌クリーナー

室内フック（耐荷重 5Kg）

サニタリーボックス

ペーパー用棚

小物置き

ドアの色は 4色から選べます。

運搬時には水タンク給水口を収納することができます。

背面部

Ⅴ型

ピンク ネイビーグリーンイエロー

本水洗 簡易水洗

　　

               認定№014-07/014-08
認定№014-04
認定№014-10
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425 425 425 425 425 425 425 425

W1725×D1363×H2434/ 重量約 150kg W1725×D1580×H2534/ 重量約 160kg

クイックチェンジ機能
PICOと同様に簡易水洗や本水洗にユニット交換で
クイックチェンジ出来ます。

簡易水洗型　Ⅲ型
手洗い方式：足踏みポンプ式
化粧カバー付

・トイレ横向き
・陶器便器
・ポリタンク式

簡易水洗型　Ⅳ型
手洗い方式：コック式ポリタンク
化粧カバーなし

共通

本体 /ポリエチレン　　便器一体型タンク（洋式）/ポリエチレン・ポリプロピレン　　
手洗器 /ポリエチレン

製品材料
本水洗タイプ 汲取タイプ

MET3-SCMP 3 型：MET3-KCMP3　4型：MET3-KCMP4

※上図は 3型
※建屋寸法・室内寸法は 3型 /4 型共に同一です。

認定認定
快適快適

★

認定認定
快適快適

★



標準装備
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内外装について
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※予告なく仕様を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
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11 12

ルーバーフェンスユニット

ルーバーフェンスがユニット構造で、スムーズな設置や撤収を実現します！
また、保管管理も部材が一体化していることで効率的な運用が可能です！

ユニット構造で設置や撤収がスムーズ！手間の少ない保管管理を実現します。

特徴

設置位置に移動させる際に活用できます。
吊り上げ金具 か所）
ルーバーフェンスを吊上げて作業
できます。

接続ステイ
トイレ本体と接続することで
倒れ防止となります。

①快適トイレの前へ移動させる ②L字にフェンスを広げる

③トイレ本体と締結ステイを接続
　する
・トイレ本体は3か所接続
・フェンス保持ステイ1か所接続

④取付完了
地面とフェンスの養生をする

注意：強風や台風などの条件下では、上記ルーバーフェンスユニットは使用しないでください。
転倒や破損など思わぬ怪我・事故に繋がる恐れがあります。

装備内容について

設置方法について

移動用車輪

設置時間
約3分

・移動用車輪・吊り金具が床プレートへ付属しており作業を楽にします。
・トイレ本体との3か所をワンタッチで接続でき、フェンス本体も保持ス
　テイ1本を接続すれば固定完了。

出入り口を左右どちらでも対応出来る構造です。

左側へ出入り口を設けた場合 右側へ出入り口を設けた場合

※地面とフェンスの養生は別途必要です。

※予告なく仕様を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
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今までに無い機能を盛り込んだ、新世代の車載トイレです。
軽量で扱いやすいボディに高い機能性を備えています。

車載トイレ

13 14

ルーフ閉（走行時）イメージ ドア、内装イメージ

簡易水洗

●ドアの脱着が工具不要で簡単に行なえます。
●水タンクと便タンクが独立しており、他社製品より大容量を確保しております。
●本体重量は業界最軽量の約80kg です。取り扱いしやすく、燃費も改善します。
●高分子ポリエチレン製のボディは耐候性・耐衝撃性に優れ、丈夫で長持ちします。
●NETIS 登録商品です。公共工事などの際、評価アップにつながります。

本体タンク

アクセサリー

昇降ステップ
ステップ幅が大きく安全に昇降していた
だけ、高さが調節できます。

ポンプハンドル鏡

セパレートブロー
タンク

その他オプションについては 24ページ

座ったまま洗浄水を流すことができます。

サニタリーボックス
室内で生じるゴミをコンパクトに処理でき
ます。　

便座除菌クリーナー
便座をいつも清潔にでき、快適に
使用できます。

男女別表示 ラッシングベルト・ステップ固定ベルト
利用者を明確にでき、快適な使用
が可能になります。

本体を固定するベルト、走行する際にステップを固定するベルトを標準で
装備。ご購入頂いてすぐ使用できます。

身だしなみのチェックなどに
使用頂けます。
アクリル製で安全面にも配慮
されています。

ルーフ
ナチュラルルーフ
太陽光が室内を明るく照
らします。

認定№014-05
標準仕様

快適トイレ変更セット 3P参照

簡易水洗洋式

臭突ホース
臭気逃しを本体外部に装備し、室内に匂い
が充満することを防ぎます。

センサー照明
電池式のセンサー照明を標準装備。
幅広い状況で活用できます。

2重ロック
本体ロックとは別に、容易に開かない
ようロックが付属します。

※予告なく仕様を変更する場合がございますので、予めご了承ください。

920

10
1Z

13
50

W920×D1,350×H1,834（下降時） / H2,083（上昇時）

ECOT 国土交通省
新技術情報データベース

KT-150018-VE

本水洗 /ポリエチレン
便器一体型タンク /ポリエチレン
　　　　　　　　　　ポリプロピレン

製品材料

汲取タイプ

MET2-SSY

水タンク、便タンクが
独立しており、脱着可
能です。簡単に清掃で
き常に清潔な状態を維
持できます。汲み取り
時まで給水の必要がな
く安心してご使用頂け
ます。

水タンク容量：65L
便タンク容量：85L

認定認定
快適快適

★



今までに無い機能を盛り込んだ、新世代の車載トイレです。
軽量で扱いやすいボディに高い機能性を備えています。

車載トイレ

13 14

ルーフ閉（走行時）イメージ ドア、内装イメージ

簡易水洗

●ドアの脱着が工具不要で簡単に行なえます。
●水タンクと便タンクが独立しており、他社製品より大容量を確保しております。
●本体重量は業界最軽量の約80kg です。取り扱いしやすく、燃費も改善します。
●高分子ポリエチレン製のボディは耐候性・耐衝撃性に優れ、丈夫で長持ちします。
●NETIS 登録商品です。公共工事などの際、評価アップにつながります。

本体タンク

アクセサリー

昇降ステップ
ステップ幅が大きく安全に昇降していた
だけ、高さが調節できます。

ポンプハンドル鏡

セパレートブロー
タンク

その他オプションについては 24ページ

座ったまま洗浄水を流すことができます。

サニタリーボックス
室内で生じるゴミをコンパクトに処理でき
ます。　

便座除菌クリーナー
便座をいつも清潔にでき、快適に
使用できます。

男女別表示 ラッシングベルト・ステップ固定ベルト
利用者を明確にでき、快適な使用
が可能になります。

本体を固定するベルト、走行する際にステップを固定するベルトを標準で
装備。ご購入頂いてすぐ使用できます。

身だしなみのチェックなどに
使用頂けます。
アクリル製で安全面にも配慮
されています。

ルーフ
ナチュラルルーフ
太陽光が室内を明るく照
らします。

認定№014-05
標準仕様

快適トイレ変更セット 3P参照

簡易水洗洋式

臭突ホース
臭気逃しを本体外部に装備し、室内に匂い
が充満することを防ぎます。

センサー照明
電池式のセンサー照明を標準装備。
幅広い状況で活用できます。

2重ロック
本体ロックとは別に、容易に開かない
ようロックが付属します。

※予告なく仕様を変更する場合がございますので、予めご了承ください。

920

10
1Z

13
50

W920×D1,350×H1,834（下降時） / H2,083（上昇時）

ECOT 国土交通省
新技術情報データベース

KT-150018-VE

本水洗 /ポリエチレン
便器一体型タンク /ポリエチレン
　　　　　　　　　　ポリプロピレン

製品材料

汲取タイプ

MET2-SSY

水タンク、便タンクが
独立しており、脱着可
能です。簡単に清掃で
き常に清潔な状態を維
持できます。汲み取り
時まで給水の必要がな
く安心してご使用頂け
ます。

水タンク容量：65L
便タンク容量：85L

認定認定
快適快適

★



スライドフェンスユニット

15 16

車載トイレ用目隠しフェンスの必要性が急務となっている現場に於いて、みのる化成の開発したスライドフェンスは現場
でカンタンに設置や撤収が行える機能性のある商品を新発売します。エコット車載トイレは国土交通省が定める快適装備
が標準装備となっており、スライドフェンスと組み合わせることでより快適にご使用いただけます。

車載トイレ用ECOT 後付け可能

・これさえあれば、現場で即戦力間違いなし！！！・前後へ可動するスライド式フェンスとなっています。
   

 

①現場に着いたらアオリを下げて、目隠しフェンスをスライドしロックする。   
②ルーフを上げて、ステップをセットすれば即使用可能です。

 

フェンスを再び 3か所のロック錠で固定して、安全にご使用いただけます。【設置時】

フェンス 3か所のロック錠で固定しさらにアオリで押さえ飛び出ない構造です。【移動時】

図面………（添付資料スライドフェンス図面）
サイズ……（図面参考）
製品材料…フレーム /アルミ
                       シート / ターポリン
                      レール / ステンレス
総重量……約 26kg

2020 年 10 月時点 2020 年 10 月時点

スライドフェンス取付図

製品データ

1399
1179
890

軽トラ荷台幅寸 1410

968666890

2023

17
64 16
00

14
80

8585

16
4

14
10

14
80

新商品

安心
固定

安心
安全

新商品

詳しくはQRコードをチェック ! 詳しくはQRコードをチェック !

・スライド方式で作業がカンタン！しかもコンパクト設計！

●水タンクと手洗い受けが分離できるので、水タンクに給水する作業が
　ラクラクです。水タンクの着脱は工具不要で出来ます。
　また、水タンクにスタンドを設けており、置いたまま給水出来ます。
●エコットトイレシリーズとの組み合わせが可能で、後付けも出来、今ま
　で以上に快適にご使用いただけるアイテムになりました。
●材質は材質は、エコットトイレシリーズと同じポリエチレン（PE）を採
　用し、軽量でありながら強度や耐久性に優れています。

シンプルサイズをコンパクトに、室内・室外
どちらでもコンパクトに収まります。
どちらもポリタンク10ℓ（OP品）と組み合
わせることで省スペースで快適にご使用頂け
ます。

室内取付 室外取付

仕様諸元及び装備内容
外観寸法：横幅230×奥行219×高さ626㎜　水タンク容量：8.5ℓ
　　　　　ホース長：1，200㎜
　　　　　手洗いユニット、取付部材、ホース付
オプション：ポリタンク10ℓ※ポリタンクのみの購入はできません。

水タンクとシンクが分離でき、給水時にも可動式スタンドが付属しており、容易な作業が出来ます。　また、車載トイレ
だけでなくエコットトイレの壁面に後付け可能です。

手洗いユニット

PICOの取付イメージ

トイレ用ECOT 後付け可能

特長・メリット
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米サテライト社の正規代理店として、車椅子用トイレをご案内致します。
2種類のサイズから用途に合わせてお選び頂けます。また、非水洗式、
簡易水洗式をご準備しており多目的に使用していただけます。

エコットハンディキャップトイレ（小型）

エコットハンディキャップトイレ（大型）

ハンディキャップトイレ

17 18

※予告なく仕様を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
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超コンパクトデザインで、取り回しが抜群！

〈収納可能な道具の例〉

※デザイン・仕様は予告なく変更する場合があります。

●外部寸法：幅 615㎜×奥行 430㎜×高さ 815㎜
●内　　寸：幅 530㎜×奥行 340㎜×高さ 760㎜
●材　　質：PE（ポリエチレン）

・救急道具・・・・・・・
・ヘルメット・・・・・
・消火器-10 型・・・・
・消火用バケツ・・・・

1個
4個
1個
1個

・清掃道具・・・・・・・
・スリッパ・・・・・・・
・足拭きマット・・・・
・吸殻入れ・・・・・・・

1個
4個
1個
1個

保安ボックス

場所を選ばないコンパクト設計

保安 BOX

その他にも、細やかな気配りが満載

建築現場の安全と環境整備に使用していただけます。

効率良く収納できるように段付き棚をつけました。

スッキリと収納できます。（中のセットは含まれておりません。）

他社製品に比べると 65％～75％、コンパクトにしました。重さ約 12Kg

小さいですが、収納力はバツグン！！

（背面）

棚に切れ込みが
あるので、長い
ものも掛けら
れます。

ほうき用フック

扉のカンヌキで
飛び出し防止

別途南京錠で
施錠できます。

お洒落な
デザイン

約 430

約 815

約 615

最大 6足のスリッパが
収納できます。

消火器固定バンドが消化器の
転倒を防ぎます。

天板・側面にしっかり握れる
把手付き。消火器がぴったりはまる凹みで、

転倒防止補助。

棚の下にも鍵用フックがあります。

表示パネル

ガラリ

更衣室
DRESSING ROOM

男性用・女性用の表示ができます

通気性を良くするために
ガラリを設けています

センサー切替照明
電源がなくても電池式
センサー照明があります

棚

パレット

携帯やめがねやポーチなどの
ちょこっと置きに

（取り外して洗浄ができます）

ヤードでのハンドリングを良くする
ためにフォークリフト爪入れ付き

パレットが取り付けられます

女性でも安心 2重で鍵をかけられます

コートフック

2重　ロック

荷物を置いたり座ってくつろげます
（お客様での組立が必要となります）

ベンチ

2ヶ所に服や帽子を掛けるフックが
あります

大きめ鏡
大きめ鏡が取り付けてあり、
お化粧直し・全身チェック

していただけます

※予告なく仕様を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
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AG-1 ガードマンハウス（小）
AG-2 ガードマンハウス（大）
AB-1 浴室（小）
AS-1 シャワールーム

W1230×D1300×H2340
W2240×D1840×H2305
W2240×D1840×H2305
W1230×D1300×H2340

●クレーン等で吊り上げるようには設計されておりません。　●カタログで紹介する商品は印刷物のため実際の商品と色が異なる場合があります。
●予告無く仕様を変更する場合があります。

22

浴室　シャワールームガードマンハウス
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浴室　シャワールームガードマンハウス
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従来の仮設トイレとは一線を画した円形の斬新なデザインで、ご利用イベントのイメージアップを実現します。

トイレ対策こそイベント成功への鍵
従来型個室タイプの仮設トイレは回転率が悪く、混雑する
場合やレイアウトにより待機時間に差が出てしまう問題が
ありました。「PAOLET（パオレット）」は組み合わせ自由な
円形の男性小用仮設トイレです。組み合わせ方次第で、設
置場所に合わせた導線をデザインすることが可能です。

おどろくほどの省スペース
従来の個室タイプの仮設トイレは5基並べると約4.2m以上
の幅をとりますが、「PAOLET」を5基組み合わせた場合の
幅は約2.3ｍとなります。限られたスペースの設置や、男
性用スペースの省スペース化が実現する事で、女性用ス
ペースを広く設けるなど、より自由度の高いイベント会場
の設計が可能となります。外壁面は専用シートを使うこと
で広告スペースとしてもご活用いただけます。

利用者の回転率を向上させる
3つのこと

運搬効率
2t車で運搬する場合、個室タイプのトイレでは1台約3基が
上限でしたが、PAOLETは専用収納カゴを使うことで、1台
10基分の運搬が可能となります。

レイアウト次第で様々なス
ペースに設置可能です。

リピーボード
古くなった仮設トイレを再利用 
国産再生プラスチック軽量敷板

油・泥・水、他に塩や酸に
も強く、20tトラックでも
走行可能です。

電線の被覆材は元々、長期間使用するのを考えて作られている為、耐候性に優れています。
弊社にて回収した仮設トイレ素材と合わせて原料とすることで、安定した品質と高い環境性能を持ち合わせてい
ます。

原料に古くなった仮設トイレや配電線の被覆材を利用

仕様

ポリエチレン100％
（密度：約0.95～1） 接続用：φ30mm×4か所

持手用：40×130mm×2か所

仕　様 サイズ 重　量 主原料 色 穴位置

3×6判

4×4判

2×6判

2×4判

リピーボード　はここがポイント！
丈夫

4×8判で重さが約40kg。
3×6判なら1人で運べ、重
機が不要で簡単に設置す
ることが可能です。

21 軽量
廃電線の被覆材が原料の
為、直射日光に強く30年
以上の使用実績あり！
（自社工場にて）

3長寿命
不要になったら回収して
リサイクル。産業廃棄物
にはいたしません。

4エコ
敷鉄板とは違い、プラス
チックなので錆も出ず、汚
れを落としやすいパターン
デザインで簡単に汚れを落
とすことができます。

電線被覆材を精製した低密
度ポリエチレンや再生高密
度ポリエチレンを使用。
バージン材や特殊配合も可
能です。

5洗浄が楽

（標準値であり、規格値ではありません）

※片面凸タイプの凸部分は+3・4mm厚となります。　※樹脂の性質上、製造工程内で伸縮する可能性があり、サイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※4×8判以内であればご希望のサイズに断裁することも可能です。（別途費用あり）

※両面凸タイプ4×8判・3×6判のみとなります。　

※リピーボードの伸縮がある為、ボルト 締めは
     手締めで行ってください。

①ボタンボルト（Ｍ16）/2個
②接続金具プレート：上 /1枚
③接続金具プレート：下（ナット溶接）/1枚

（別売）

表面模様

接続金具

下記よりお選びいただけます。

※穴なしも可能です。
※4×4判・2×8判・2×4判の持手穴は
　1か所となります。

※サイズはご相談ください。現在お使いの敷板と同等のサイズにてご用意できます。（100枚以上のご注文に限る）

※

名称

4×8版イメージ図

4×8判 1，230×2，560×13（厚）mm 40±2kg

黒

23±2kg

19±2kg

15±2kg

10±2kg

910×1，820×13（厚）mm

615×1，820×13（厚）mm

615×1，230×13（厚）mm

1，230×1，230×13（厚）mm

13055 55

55 55

5555 40
40

70
70 5555

30φ30φ

30φ30φ

130

12
30

1280
2560

1280

片面凸タイプ 片面凹タイプ

名称

模様

模様

両面凸タイプ 凸凹なし

接続治具 四隅の接続穴を利用してリピーボード同士を連結します。 門型アンカー アンカーを地面に打ち付け固定します。
セット内容

（イメージ）

①

②

③

（イメージ）

（イメージ） （イメージ）（イメージ）

Ⓡ

Ⓡ

２枚連結方法 4枚連結方法

↑断面図

ずれ防止や強風による飛散防止用に！！
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　1か所となります。

※サイズはご相談ください。現在お使いの敷板と同等のサイズにてご用意できます。（100枚以上のご注文に限る）

※

名称

4×8版イメージ図

4×8判 1，230×2，560×13（厚）mm 40±2kg

黒

23±2kg

19±2kg

15±2kg

10±2kg

910×1，820×13（厚）mm

615×1，820×13（厚）mm

615×1，230×13（厚）mm

1，230×1，230×13（厚）mm

13055 55

55 55
5555 40

40

70
70 5555

30φ30φ

30φ30φ

130
12
30

1280
2560

1280

片面凸タイプ 片面凹タイプ

名称

模様

模様

両面凸タイプ 凸凹なし

接続治具 四隅の接続穴を利用してリピーボード同士を連結します。 門型アンカー アンカーを地面に打ち付け固定します。
セット内容

（イメージ）

①

②

③

（イメージ）

（イメージ） （イメージ）（イメージ）

Ⓡ

Ⓡ

２枚連結方法 4枚連結方法

↑断面図

ずれ防止や強風による飛散防止用に！！
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アルミゲート

■5％勾配における端部回転金具の挙動

ラインナップ

標準仕様

■クロス材サイズ

両開き時の施錠方法

約 5％勾
配

約 5％勾
配

矢印が同じ方向に動く
から負荷も掛かりにく
く折れにくい。
さらに余計な力が必要
ではないのでとてもス
ムーズ。

引っ張る力に合わせて
金具もクロス材（柱）も
同時に動く

設置例：EXG-1250

鍵金具の大と小を重ねて南京錠で施錠してください。

G仕様は単管受けラック付

ナイロンワッシャー・スリーブによって電触反応に
よる錆を防ぐとともに滑らかな動きを実現します。

柱材内
ナイロンスリーブ

25mm
15mm

EXG-2060J

FXG-1218HXG-1260 EXG-1250EXG-1550 EXG-1860J EXG-2060J

H1900mm×W7000mm 2輪・2輪・2輪・2輪 4個付
単管受けフック

700mm 41kg
EXG-2040J H1900mm×W45000mm 2輪・2輪・2輪 3個付550mm 32kg
EXG-1860J H1900mm×W7000mm 2輪・2輪・2輪・2輪 4個付700mm 35kg
EXG-1840J H1900mm×W4500mm 2輪・2輪・2輪 3個付550mm 25kg
EXG-1550G H1600mm×W6000mm 2輪・2輪・2輪 3個付550mm 23kg
EXG-1530G H1600mm×W4000mm 2輪・2輪・2輪 3個付400mm 20kg
EXG-1550 H1600mm×W6000mm 2輪・2輪・2輪 -550mm 23kg
EXG-1530 H1600mm×W4000mm 2輪・2輪・2輪 -400mm 20kg
EXG-1250G H1300mm×W6000mm 2輪・2輪・2輪 3個付550mm 20kg
EXG-1230G H1300mm×W4000mm 2輪・2輪・2輪 3個付400mm 15kg
EXG-1250 H1300mm×W6000mm 1輪・2輪・1輪 -550mm 20kg
EXG-1230 H1300mm×W4000mm 1輪・2輪・1輪 -400mm 15kg
EXG-1260 H1600mm×W6000mm 2輪・1輪・2輪 -550mm 20kg
EXG-1218 H1300mm×W2000mm 1輪・1輪 -300mm 10kg

品番シリーズ サイズ 車輪仕様扉収納幅 重量

EXGシリーズ

段差地や傾斜地に対応できる秘密

図①

図②開閉時

図③

水平面

5％勾配
※20・18 タイプは 3％勾配対応です

端部回転金具

36cm

［20タイプ］
［18タイプ］
     　23cm

［20タイプ］
1.83m

［18タイプ］
   1.62m

［15タイプ］
1.34m

［12タイプ］
   1.07m

［20タイプ］
2.25m

［18タイプ］
   1.77m

［15タイプ］
1.52m

［12タイプ］
   1.25m

［12・15タイプ］
30cm

   15cm

段差、傾斜地も対応可能な多目的アル
ミゲートです。
軽量かつ耐久性・操作性に優れるため、
場所や用途を選ばずご使用頂けます。

オゾン装置取付説明

※100V 電源が必要になります。

〈セット内容〉側面フェンス（シート、パイプフレーム）2組
　　　　　　　背面フェンス（シート、パイプフレーム）1組

※予告なく仕様を変更する場合がございますので、予めご了承ください。

豊富なカスタマイズで快適空間を演出します。

装置は室外へ設置。チューブで便タンクへオゾ
ンを吐き出します。便タンク内の元から悪臭を
絶ちますので、トイレの設置周りへの臭気漏れ
や室内の臭いもなくなります。また新たに装置
を着脱できることにより、メンテナンス性や客
先要望にお答えできる製品となってモデルチェ
ンジしました。

トイレ本体とオゾン装置を取付けて、BOX 底のソケットフッ素チューブを接
続します。フッ素チューブの先をフラットデッキ穴に差し込めば取付完了で
す。

■着脱式 特許出願中 お客様での取付可能

便タンクの臭気を抑えたい場合

オゾン消臭装置（便タンク用）

トイレの周りをシートで囲み、近隣に配慮した目隠しフェンスセット。
2ヶ所の取付ネジで左右背面シートの取付、取外しがカンタンに行えま
す。社名入りオリジナルシートの作成ができます。

お客様での取付可能

周囲に気を配る時に

目隠しフェンスセット

取付ネジ類一式

〈セット内容〉便タンク固定金具 2ヶ

生産段階で取付いたしますので、契約時にご注文ください。 トイレご購入後でも後付け出来ます。メーカーオプション お客様での取付可能

お客様での取付可能

トイレをシンプルに固定出来、杭等
で打ち付けてご使用ください。
（ステンレス製）

シンプルにトイレを固定したい

便タンク固定金具
お客様での取付可能

お客様での取付可能

クレーンを使ってのトイレの積み込み・
積み下ろしが可能な時には大変便利です。
※但し、水タンク・便タンクは空の状態にしてか
らご使用ください。

クレーンを使っての積み込み、積み下ろしに

ルーフワイヤー

臭いが気になる場合は

仮設トイレ用消臭液

〈セット内容〉消臭液 1ℓ
　　　　　　　10 本セット

消臭剤・抗菌剤・香料を使用し
て消臭効果を高めます。香りは
持続性を改良した、爽やかな柑
橘系の香りです。

〈セット内容〉シャックル 4ヶ　
　　　　　　 ワイヤー 2本

O（オゾン）1

O（悪臭分子） O（酸素）2

反応反応

OPTION

共通
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アルミゲート

■5％勾配における端部回転金具の挙動

ラインナップ

標準仕様

■クロス材サイズ

両開き時の施錠方法

約 5％勾
配

約 5％勾
配

矢印が同じ方向に動く
から負荷も掛かりにく
く折れにくい。
さらに余計な力が必要
ではないのでとてもス
ムーズ。

引っ張る力に合わせて
金具もクロス材（柱）も
同時に動く

設置例：EXG-1250

鍵金具の大と小を重ねて南京錠で施錠してください。

G仕様は単管受けラック付

ナイロンワッシャー・スリーブによって電触反応に
よる錆を防ぐとともに滑らかな動きを実現します。
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EXG-1260 H1600mm×W6000mm 2輪・1輪・2輪 -550mm 20kg
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品番シリーズ サイズ 車輪仕様扉収納幅 重量

EXGシリーズ

段差地や傾斜地に対応できる秘密

図①

図②開閉時
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水平面

5％勾配
※20・18 タイプは 3％勾配対応です

端部回転金具

36cm

［20タイプ］
［18タイプ］
     　23cm
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1.83m

［18タイプ］
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1.52m
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段差、傾斜地も対応可能な多目的アル
ミゲートです。
軽量かつ耐久性・操作性に優れるため、
場所や用途を選ばずご使用頂けます。

オゾン装置取付説明

※100V 電源が必要になります。

〈セット内容〉側面フェンス（シート、パイプフレーム）2組
　　　　　　　背面フェンス（シート、パイプフレーム）1組

※予告なく仕様を変更する場合がございますので、予めご了承ください。

豊富なカスタマイズで快適空間を演出します。

装置は室外へ設置。チューブで便タンクへオゾ
ンを吐き出します。便タンク内の元から悪臭を
絶ちますので、トイレの設置周りへの臭気漏れ
や室内の臭いもなくなります。また新たに装置
を着脱できることにより、メンテナンス性や客
先要望にお答えできる製品となってモデルチェ
ンジしました。

トイレ本体とオゾン装置を取付けて、BOX 底のソケットフッ素チューブを接
続します。フッ素チューブの先をフラットデッキ穴に差し込めば取付完了で
す。

■着脱式 特許出願中 お客様での取付可能

便タンクの臭気を抑えたい場合

オゾン消臭装置（便タンク用）

トイレの周りをシートで囲み、近隣に配慮した目隠しフェンスセット。
2ヶ所の取付ネジで左右背面シートの取付、取外しがカンタンに行えま
す。社名入りオリジナルシートの作成ができます。

お客様での取付可能

周囲に気を配る時に

目隠しフェンスセット

取付ネジ類一式

〈セット内容〉便タンク固定金具 2ヶ

生産段階で取付いたしますので、契約時にご注文ください。 トイレご購入後でも後付け出来ます。メーカーオプション お客様での取付可能

お客様での取付可能

トイレをシンプルに固定出来、杭等
で打ち付けてご使用ください。
（ステンレス製）

シンプルにトイレを固定したい

便タンク固定金具
お客様での取付可能

お客様での取付可能

クレーンを使ってのトイレの積み込み・
積み下ろしが可能な時には大変便利です。
※但し、水タンク・便タンクは空の状態にしてか
らご使用ください。

クレーンを使っての積み込み、積み下ろしに

ルーフワイヤー

臭いが気になる場合は

仮設トイレ用消臭液

〈セット内容〉消臭液 1ℓ
　　　　　　　10 本セット

消臭剤・抗菌剤・香料を使用し
て消臭効果を高めます。香りは
持続性を改良した、爽やかな柑
橘系の香りです。

〈セット内容〉シャックル 4ヶ　
　　　　　　 ワイヤー 2本

O（オゾン）1

O（悪臭分子） O（酸素）2

反応反応

OPTION

共通
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豊富なカスタマイズで快適空間を演出します。

〈セット内容〉U字型手すり 1ヶ　取付ネジ類一式

生産段階で取付いたしますので、契約時にご注文ください。

※予告なく仕様を変更する場合がございますので、予めご了承ください。

トイレご購入後でも後付け出来ます。メーカーオプション お客様での取付可能

お客様での取付可能

大きく曲がった U 字型の手すりで今まで以上に使いやすく、より安全にご使用頂けます。室
内左側、中央、右側と 3カ所に取付可能でステンレス製です。

大きくて使いやすい手すりを用途に応じて

U字型手すり

紛失しがちなキャップとタンクをワイヤー
で繋いでいます。

メーカーオプション

※メーカーオプションですので、ご注文時にお申し付け
　ください。

※添付画像は見本です

お客様での取付可能

お客様での取付可能

〈セット内容〉ポンプハンドル 1本　
　　　　　　　取付金具 4ヶ
　　　　　　　取付ネジ 4本

洋式でご使用の際、足でポンプ
を踏む事が困難な方も座ったま
ま手で簡単に水を流すことがで
きます。

〈セット内容〉棚、取付金具 4ヶ　
　　　　　　 取付ネジ類一式

棚の深さが 50 ㎜あり仮設トイレ
の移動時でもペーパーが落下しに
くい構造です。

予備のペーパーが 2個が載る棚付ホルダー

棚付ペーパーホルダー

キャップの紛失防止に

和式は奥側の左右どちらかへ取付

洋式は手前の左右どちらかへ取付

キャップワイヤー

お客様での取付可能

座ったままで水が流せます

ポンプハンドルレバー
ペーパーの収納に困った場合は

ペーパー用棚

お客様での取付可能

アクセントパネル色

貴社の社名が印刷できます。

〈セット内容〉側面金具 2ヶ　後面金具 1ヶ

ロープでカンタンにトイレを固定できて、脚立が必要ありませんので
撤去する際も速やかに行えます。

脚立が必要なく、固定と移動が簡単に

中間トラロープ金具

※ロープは付属しておりません。

ブルー

グリーン

※ペーパーホルダー上に予備のペーパーが
    2 個載る棚が付いています。

OPTION

M2

豊富なカスタマイズで快適空間を演出します。

スイッチで点灯方式をセン
サー、スイッチ、電源直結の
3 つから切り替えてご使用頂
けます。室内のどの壁面にも
取付可能です。本体内にトイ
レットペーパーを 3 つストッ
クできます。

専用ステップに取り付
け、より安全かつ容易に
トイレが利用できるよう
にします。

着替えや鞄置きに使用頂けます。より幅広い利用者
様に快適な空間を提供できます。

3way 照明 フィッティングボード

ステップ手すり U字型手すり

2重のフラッパーが臭気をブロックし、室
内を快適に保ちます。

Wフラッパー

※予告なく仕様を変更する場合がございますので、予めご了承ください。

生産段階で取付いたしますので、契約時にご注文ください。 トイレご購入後でも後付け出来ます。メーカーオプション お客様での取付可能

お客様での取付可能

側面吊り金具 お客様での取付可能 オムツ替えスタンド お客様での取付可能

お客様での取付可能 お客様での取付可能

お客様での取付可能

お客様での取付可能

大型の手すりが室内の利便性を高めます。

4ヵ所へ取付け吊り上げ作業が可能 小さなお子様のオムツ交換や着替えが出来ます。

OPTION

PICO

ハンディキャップトイレ

車載トイレ

PICCO-PICO
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ロープでカンタンにトイレを固定できて、脚立が必要ありませんので
撤去する際も速やかに行えます。

脚立が必要なく、固定と移動が簡単に
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※ロープは付属しておりません。
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※ペーパーホルダー上に予備のペーパーが
    2 個載る棚が付いています。
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豊富なカスタマイズで快適空間を演出します。

スイッチで点灯方式をセン
サー、スイッチ、電源直結の
3 つから切り替えてご使用頂
けます。室内のどの壁面にも
取付可能です。本体内にトイ
レットペーパーを 3 つストッ
クできます。

専用ステップに取り付
け、より安全かつ容易に
トイレが利用できるよう
にします。

着替えや鞄置きに使用頂けます。より幅広い利用者
様に快適な空間を提供できます。

3way 照明 フィッティングボード

ステップ手すり U字型手すり

2重のフラッパーが臭気をブロックし、室
内を快適に保ちます。

Wフラッパー

※予告なく仕様を変更する場合がございますので、予めご了承ください。

生産段階で取付いたしますので、契約時にご注文ください。 トイレご購入後でも後付け出来ます。メーカーオプション お客様での取付可能

お客様での取付可能

側面吊り金具 お客様での取付可能 オムツ替えスタンド お客様での取付可能

お客様での取付可能 お客様での取付可能

お客様での取付可能

お客様での取付可能

大型の手すりが室内の利便性を高めます。

4ヵ所へ取付け吊り上げ作業が可能 小さなお子様のオムツ交換や着替えが出来ます。

OPTION

PICO

ハンディキャップトイレ

車載トイレ

PICCO-PICO
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○製品の色は印刷物ですので実際の色とは若干異なる場合があります。　
○製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。　
○実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

TEL 086-955-3434（代表）
　   086-955-3429（企画開発部直通）
FAX 086-955-3135

みのる化成株式会社　

お問い合わせ先　

名刺を貼り付けてください。　
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