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〈概　要〉
　従来の陶器製及びＦＲＰ製にみられた破損及び異
物のつまりに対し、十分に対策を施したステンレス
製便器は、清潔感あふれる外観で、半永久的な使用
に耐えられるものである。
　和式大便器、洋式大便器、小便器、非水洗式大便器、
洗面器等の豊富な種類をラインアップし、各種の用
途に応じた製品を選ぶことができる。

〈特　徴〉
・1.5㎜のステンレス鋼を使用しているため、強固で
　破損の心配がない。

・当社開発による点検フタが設けてあるため、異物

　のつまりが発生しても除去が容易である。

・床掃除と便器の洗い流しが可能なため、掃除が簡
　単に行える。

・ステンレス製であるため、さびることがない。

・陶器製と同じ流線形のため、水の流れがよい。

・耐寒性に富んでいる。

・形状が陶器製と同じため、既設の便器との取り替
　えが容易である。

設備衛生安全機器
ステンレス製便器

共進金属工業（株）

ステンレス製便器

本社・工場
〒 547-0006 大阪市平野区加美正覚寺４丁目６番 21 号
☎ 06-6791-5516 ㈹　FAX06-6791-0100

http://www.kyosin-kk.co.jp

上給水型　NO.K-2001水洗式洋式大便器　NO.YD-6005

身障者用対応洗面器／ C1102 ストール型小便器　NO.B-8817
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学校トイレの洋式化に最適なトイレブース
Wavelet （ウェイブレット）　

学校のトイレをもっと明るく、きれいな空間に！

ウェイブレットＥＳは、学校のトイレを明るく、使いや

すい空間にする。ドアは、弧を描くように移動しながら

開閉する上吊り型『アークスライド方式』を採用。従来

の内開きドアで洋式便器にすると、現状の広さよりも奥

行きを広げなければならない。しかし、ウェイブレット

は、ドアが円周上をスライドするので、和式便器と同じ

スペースでも洋式便器に当たらない省スペース設計。ま

た、ドア開閉の際、ブース内で体をよける必要がないの

で、スムーズな出入りが可能なトイレブース。さらに、

入る時は、ドアのハンドルに手をかけて横にスライドさ

せ、ドアを閉めたら、レバーをさげてロック。出る時は、

レバーを上げてロックをはずすと、傾斜レール式なので

自然にドアが開く。手を添えてスライドさせる簡単操作。

学校用トイレ清掃用具ハンガー
Kacket （カケット） 

自分たちが使うものだから、きれいに整理整頓！
きれいな学校トイレは、清掃用具の整理整頓から。煩雑

に放置されたホウキやモップなどのトイレ清掃用具。こ

れらをきちんと整理整頓することは、きれいなトイレ環

境を維持するには大切なこと。

Kacket( カケット ) の特長

①形状の異なる長物もすっきり整頓！

②耐水性に優れた発泡樹脂製で、湿気が多い場所でも

　腐食しない！

③小学校３年生でも楽々、子供の使用に配慮した設計！

④誰にでもできる簡単組み立て！

⑤掃除が楽しくなるカラーバリエーション！
本体色：アプリコットオレンジ／ターコイズブルー

お問い合わせホームページは、http://www.okamura.co.jp/

トイレ
トイレブース他

（株）岡村製作所

ウェイブレット・カケット
建材営業部
〒 100-0014 東京都千代田区永田町２-13- ５　赤坂エイトワンビル２階
営業部　TEL：03-5501-3391　FAX：03-5501-3399
開発部　TEL：03-5501-3396　FAX：03-5501-3394
お客様サービスセンター　　　0120-81-9060

Wavelet( ウェイブレット ) Kacket( カケット )

国際ユニヴァーサルデザイン協議会 ( ＩＡＵ

Ｄ ) が毎年、生活に不便さを感じることなく、

『一人でも多くの人が、快適で暮らしやすい』

ユニバーサルデザイン社会の実現に向けて、

特に顕著な活動実績や提案を行っている団

体・個人を表彰するものです。

トイレブース Wavelet （ウェイブレット） は、

簡単に開閉でき、無理な姿勢をとることなく

出入りもスムーズにできること、用途の多様

化、安全性が評価され、金賞を受賞しました。

ＩＡＵＤアウォード２０１４　金賞受賞！！
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〈概　要〉
　どのような建物にも必ず在り、必ず利用されるトイレ

はいつも清潔にしておきたいもの。

　近年多様化した学校施設の在り方から、児童生徒以外

にも様々な人々が来訪するようになったトイレは、爽や

かで清潔な環境づくりがより一層求められている。

　「トレピカワン」はトイレ配管の詰まり、悪臭の原因

となる尿石の生成を防止し、固着した尿石を洗浄する為

に開発された尿石除去・洗浄剤である。

●トレピカワン・T シリーズ（尿石除去・防止剤）
１．固形タイプの尿石除去・防止剤。小便器の目皿に

　　1 〜 2 錠置き、付着した尿石を溶解除去する。

２．除菌作用により、目に見えない配管内部も清潔に

　　保つ。

３．消臭効果に優れ、トイレのいやな臭いのもとである

　　成分を分解する。

４．薬品臭の低減により、トイレ環境をより快適となる。

　　（トレピカワン T-40A ライム）

●トレピカワン・LS（尿石洗浄剤）
１．強力な液体タイプの尿石洗浄剤。

　　10 分〜 15 分程度で尿石を分解又は軟化させる。

２．高い粘性でトラップ内の汚れを効果的に除去。

　　配管をサビから守る金属腐食防止剤を配合。

●トレピカワン・L（尿石洗浄剤）
１．粘性が強い液体タイプで垂直面でも流れ落ちず、

　　酸のパワーで黄ばみ・尿石を分解。

２．清潔感のあるブルーの液体。

　　散布場所がよくわかり、効率的な洗浄が可能。

　　配管をサビから守る金属腐食防止剤を配合。

３．清掃中の不快感を和らげる為、香料を配合。

※当シリーズは、パラジクロルベンゼンを一切含んでお

りません。

※標準設計単価は、当社及び出版元へ資料請求

トイレ
尿石除去・洗浄剤

四国化成工業（株）

トレピカワンシリーズ

幕張支社　〒 261-8501 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-3 MTG-B16
　　　　　☎ 043-296-1665
大阪支社　〒 564-0051 大阪府吹田市豊津町 22-6
　　　　　☎ 06-6380-4112

医薬用外劇物
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〈特　徴〉
尿石除去剤シリーズ
テイクワン−Ｌ

○強力な尿石除去剤。

○配管を守る強力な腐食防止剤を配合。

○においの元はテイクワン−Ｌで一掃！

テイクワン− R（固形）

○トラップ内に投入するだけで尿石が除去できる。

　作業は一分以内。

○トイレを通常に使用しながら使用可能。

○固形だから取扱いが簡単。

尿石防止剤シリーズ
テイクワン流・テイクワン アグロー

○薬剤に香料を直接練り

　込んだ香料タイプ。

○尿石によるつまりや悪

　臭を防ぎながら心地

　よい香りで周囲を満た

　す。

○排水管の寿命をのば

　し、節水など経済的効

　果が期待できる。

○浄化槽機能や排水管へ

　の影響はない。

※当シリーズは、パラジ

　クロルベンゼンを一切

　含んでおりません。

ジェル状特殊研磨洗浄剤 ポリッシュマン

（スーパージェル）

○便器の水アカ、黄バミ、黒ズミ等を落とし、陶器等の

　輝きを取り戻す。

→こちらをクリック

学校トイレ .com<http://www.gakkoutoilet.com/>

※標準設計単価は、当社及び出版元へ資料請求。

トイレ改善
尿石除去・防止剤

日本曹達（株）

テイクワンシリーズ／ポリッシュマン（スーパージェル）

本社　　　〒 100-8165 東京都千代田区大手町 2-2-1
　　　　　☎ 03-3245-6148 FAX03-3245-6248
大阪支店　〒 541-0043 大阪市中央区高麗橋 3-4-10
　　　　　☎ 06-6229-7323 FAX06-6227-5129

テイクワンアグロー

テイクワン流

〈概　要〉
　トイレ（小便器）に頑固に付着している尿石は毎日洗剤で清掃をしてもなかなかとれない。そして、その尿石がト

イレ配管の詰まりや悪臭の原因となる。

　このような小便器配管中で尿石除去と、尿石の生成を防止するため開発されたのが、テイクワンシリーズである。
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※標準設計単価は、当社及び出版元へ資料請求。

〈概　要〉
　トイレ排水管の詰まり、悪臭の原因となる尿石。配管

中に付着した尿石は、洗剤や水洗いなどの清掃ではなか

なか落とすことができない。エコノパワーシリーズは、

このように小便器にこびりついた尿石を強力に除去し、

清掃後の付着・生成を防止する。

尿石防止剤（エコノパワー 50NP･50NPB･70NP･90NP）
※ＮＰシリーズはパラジジクロルベンゼン

を含みません。

①尿石による排水管の詰まり、悪臭防止。

②取扱いが便利なカセットタイプ。

③薬剤の持続期間は長持ちタイプ。

④配管の長寿命化や節水など経済効果。

⑤浄化槽機能や配管に影響がない。

エコノパワー・リキッド
①便器にこびりついた尿石を溶解し、悪臭のもとを一掃。

②配管を守る強力な腐食防止剤を配合。

③界面活性剤を配合しているから、尿石の溶解によるガ

スの発生があっても、薬液飛散の心配がない。

エコノパワー・ソリッド
①トラップ内に投入する簡単な作業。

②トイレを使用しながら尿石除去が可能。

③固形タイプなので取扱いが簡単。

エコノパワー・マイルドリキッド
①増粘タイプなのであらゆる面に直接作用する。ブラシ

が届かない所にも OK。

②抜群の速効性と強力な洗浄力で、ガンコな汚れを除去

する。

③除菌、消臭効果に優れ、陶磁器やパイプを傷めない。

トイレ
尿石防止除去

日産化学工業（株）

エコノパワーシリーズ

本社・化学品事業部　ファインケミカル営業部
〒 101-0054 東京都千代田区神田錦町 3-7-1（興和一橋ビル）
☎ 03-3296-8040
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　ゴミの処理方法は、焼却からリサイクルや回収制度へと

移行されつつある。しかし、ゴミを一時保管するにあたり、

のら猫やカラス等の対策や美観を考慮しなければならない。

「ゴミストッカー」は、環境美を考えながら機能性を追求し

たゴミ集積庫である。

〈特　徴〉

①パネルタイプ……
　外構も機能も簡単にグレードアップ。手軽に置ける小型

　から、大容量の大型まで幅広いバリエーションから選択

　可能。

②メッシュタイプ……
　通気性抜群で床なしだから掃除も簡単。敷地に合わせて

　自由なサイズから選択可能。外柵フェンスとも連接でき

　る。

③折りたたみタイプ……
　使わない時は、コンパクトに折りたためてスペースを有

　効に使える。

④樹脂タイプ……
　密閉性が高く、生ゴミの悪臭が外にでないタイプ。キャ

　スター付きだから移動に便利。樹脂タイプだから丸ごと

　水洗いＯＫ。

環境保全設備
ゴミ集積庫

四国化成工業（株）

ゴミストッカー

設計・特注営業課
東北・北海道　022-374-4110　 　中 国　086-245-3811
首　都　圏　03-3451-4117　　 四 国　0877-58-5211
中　　　部　052-705-0115　 　九 州　092-431-4111
近畿・北陸　06-6339-4976

パネルタイプ PS 型 メッシュタイプ MS10 型

■容量一覧

樹脂タイプ EP600 型× 2

パネルタイプ PL 型
開き戸式基本セット＋連棟ユニット

メッシュタイプ LMF10 型
アルミ屋根　基本セット

■容量一覧
容量（ℓ） 45ℓゴミ袋

LL型 床なし 17,100 380ヶ相当
MD型 床付き 3,900〜14,620 86ヶ〜325ヶ相当

床なし 6,200 137ヶ相当
床付き 5,800 128ヶ相当
床なし 2,950 65ヶ相当
床付き 2,800 62ヶ相当

BM1・BM2型 床付き 1,830・2,490 40ヶ・55ヶ相当
PSR型 床付き 700〜1,410 15ヶ〜31ヶ相当
EA型 床付き 680〜1,380 15ヶ〜31ヶ相当
EF型 床付き 1,400 31ヶ相当
PS型 床付き 680〜1,380 15ヶ〜30ヶ相当

PS型スリム 床付き 680〜1,210 15ヶ〜26ヶ相当
PJ型 床付き 830 18ヶ相当
AP2型 床付き 425〜725 9ヶ〜16ヶ相当
AP3型 床付き 425〜725 9ヶ〜16ヶ相当
AP4型 床付き 200〜725 4ヶ〜16ヶ相当
DS1型 床付き 970〜1,290 21ヶ〜28ヶ相当

折りたたみタイプ CP1型 床なし 660 14ヶ相当
EMF型 床なし 1,700〜14,000 37ヶ〜311ヶ相当
LMF10型 床なし 1,600〜13,800 35ヶ〜306ヶ相当
AMF型 床なし 3,400〜6,900 75ヶ〜153ヶ相当
MS10型 床なし 1,500 33ヶ相当
MS2型 床付き 720〜1,200 16ヶ〜26ヶ相当
WP1型 床付き 1,020〜1,380 22ヶ〜30ヶ相当
WP2型 床付き 1,040〜1,460 22ヶ〜32ヶ相当
EP330型 床付き 330 7ヶ相当
EP400型 床付き 410 9ヶ相当
EP650型 床付き 650 14ヶ相当
EP1000型 床付き 980 22ヶ相当

扉・屋根ユニット UT1型 床なし 5,180・9,800 115ヶ・217ヶ相当

商品名

メッシュタイプ

樹脂タイプ

PL型

PM型

木質樹脂タイプ

パネルタイプ

 CAD/ 画像ダウンロードサービス　http://download.shikoku.co.jp/
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http://www.amano.co.jp

【概　要】　　　　　　　　　　　　　　

　教育施設のフロアの美観維持に関して、日頃からお気遣

いされていると思いますが、「人手不足対策」「コスト削減」

さらには「安全対策」に貢献する清掃機器をご紹介します。

【特徴・用途】
●かんたんポリッシャー
　本当に " かんたん " に使える、デッキブラシを電動にし

たようなポリッシャーです。

　一般的なポリッシャーは、使いこなせるまでに時間がか

かりますが、『かんたんポリッシャー』は横振れせず安定し

て操作でき、はじめてでも難なく扱えます。トイレ、厨房、

シャワールーム、階段など多くの場所で活躍します。

●Ｓ−３８０
　洗浄水散布、ブラッシング、汚水回収までを１台でこな

します。設備周りなど比較的狭い範囲のフロア洗浄に適し

ています。

　バッテリー管理が不要なＡＣ１００Ｖ電源で、時間にと

らわれず使えます。

●ＳＥ−４３０ｉ
　洗浄水散布、ブラッシング、汚水回収までを１台でこな

します。バッテリー搭載で、廊下など清掃範囲にとらわれ

ず作業ができます。ＥＣＯ節水機能を搭載し、洗浄水量を

大幅に削減します。満水から洗浄水の補給無しで約２時間

の作業ができ、人手不足対策にも貢献します。食堂など油

分のある場所では、転倒防止にも貢献します。

●ＪＷ−３０（Ｙ）
　乾湿両用掃除機で、乾いたゴミも汚水の回収にも使えま

す。日常の教室や事務所の掃除はもちろん、トイレや厨房

の水周りでのポリッシャーやデッキブラシを使った清掃汚

水の回収などにも使えます。

　また、雨の日には、屋外から持ち込まれた雨水を回収し

たりと、水による転倒事故防止に役立ちます。

　掃除に便利なアクセサリーを付属しています。

環境保全設備機器
床面清掃

アマノ（株）

自動洗浄機・清掃機

クリーンシステム事業部　
〒 222-8558 横浜市港北区大豆戸町 275 番地
☎ 045-439-2206　FAX 045-439-2212

かんたんポリッシャー
AFP-70W

【付属アタッチメント】
フロアノズル（乾式）、湿式ノズル、カーペット
用ノズル、丸ブラシ、隙間ノズル

小型自動床面洗浄機
S-380

自動床面洗浄機
SE-430i

乾湿両用
業務用掃除機
JW-30(Y)


