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はじめに

 国土交通省では「もっと女性が活躍できる建設業」を目指して、国土交通省と建設業５団体と検討会を実
施し、 を策定した。

 本誌は、具体的な取り組み「女性も働きやすい労働環境の整備」として、 の具体的な
事例を紹介す も あ事例を紹介するものである。

 なお、本誌で紹介するトイレは、男女別に設置することを基本に下記の意見を取り入れた施設とし、調査
や応募にご協力頂いたメーカーのすべての製品である。

 設置にあたっては、導入する現場環境にあった製品を選択するためのツールとして本誌を活用されたい。

現場事務所 ・長靴洗浄機の設置 ・分煙器の設置 ・喫煙室の設置

休憩所
・女性専用の設置 ・２坪(1.8m×3.6m)程度以上 ・冷暖房設備の設置

トイレ設置事例

休憩所
・畳、カーペット敷き ・個室

更衣室 ・休憩所を兼ねて設置 ・施錠可能なロッカー

トイレ

・女性専用での設置

・鏡、手洗いの設置

・水洗トイレ

・洋式便器（洗浄便座）

・防音性（男女共）

・施錠設備

・目隠

・広めの便室

・エチケットボックス設置

その他 ・乾燥室の設置 ・シャワー室 ・女性向けの作業着等の整備

※掲載されている仕様等は、メーカーからの提示によるものであり、実際の設置に
あたっては異なる場合もある。
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全国における仮設トイレの事例集（掲載リスト）
No 社名 電話番号 製品名 適用地域 寸法 洗浄方式 供給方法

1 アイテック・システム 0948-22-2651 SMDバイオトイレ 国内 (幅)1,000mm ×(奥行)2,000mm ×(高さ)3,000mm 非水洗 販売

2 エクセルシア 03-5431-7341 ほっ!トイレを使った仮設トイレ 国内 (幅)  850mm ×(奥行)1,125mm ×(高さ)2,205mm 非水洗 販売・レンタル

3 大橋今右衛門 0584-35-2032 木製ウォータストイレ 国内 (幅)1,160mm ×(奥行)2,960mm ×(高さ)2,916mm 水洗 販売・レンタル

4 大橋今右衛門 0584-35-2032 ウォータストイレ（PE製） 国内 (幅) 900mm ×(奥行)2,200mm ×(高さ)2,900mm 水洗 販売・レンタル

5 オリエント・エコロジー 03-6361-5550 『せせらぎ』オゾン＋（プラス） 国内 (幅)3,750mm ×(奥行)2,100mm ×(高さ)2,800mm 水洗 販売

6 環境保全事業 0259-51-2195 循環式水洗エコトイレ
北海道以外の都
道府県

(幅)3,520mm ×(奥行)2,010mm ×(高さ)2,675mm 水洗 販売

7 共成レンテム 0155-33-4131 女性専用仮設トイレ 国内 (幅)1,800mm ×(奥行)1,870mm ×(高さ)2,625mm 簡易水洗 販売・レンタル

8 光電 0978-83-0251 水洗式仮設ﾄｲﾚ（電動ｽｰﾊﾟｰ節水）
国内

(幅)1 150mm ×(奥行)1 200mm ×(高さ)2 232mm 洋式水洗 販売・レンタル8 光電 0978-83-0251 水洗式仮設ﾄｲﾚ（電動ｽｰﾊ ｰ節水）
（主に九州地区）

(幅)1,150mm ×(奥行)1,200mm ×(高さ)2,232mm 洋式水洗 販売・レンタル

9 コマツレンタル 045-274-3337 女性用トイレユニット（簡易型） 国内 (幅)1,470mm ×(奥行)1,160mm ×(高さ)1,783mm ﾎﾟﾝﾌﾟ式簡易水洗 レンタル

10 コマツレンタル 045-274-3337 女性用トイレユニット（都市型） 国内 (幅)2,036mm ×(奥行)1,451mm ×(高さ)2,478mm 水洗 レンタル

11 晋 011-398-8530 アクアレット
北海道全域、東
北全域、関東全 (幅)1,785mm ×(奥行)2,355mm ×(高さ)2,695mm 水洗 販売・レンタル晋 0 398 8530 アクアレット 北全域、関東全
域、大阪府

(幅) ,785mm (奥行)2,355mm (高さ)2,695mm 水洗 販売 レンタル

12 正和電工 0166-39-7611 女性専用仮設用ﾊﾞｲｵﾄｲﾚ（ﾃﾞﾗｯｸｽ型） 国内外 (幅)2,600mm ×(奥行)1,970mm ×(高さ)2,450mm 非水洗 販売

13 正和電工 0166-39-7611 女性専用仮設用ﾊﾞｲｵﾄｲﾚ 国内外 (幅)1,900mm ×(奥行)1,970mm ×(高さ)2,450mm 非水洗 販売

14 大央電設工業 0266-82-2233
MDBR－PK１－L型－SBS－JSS
-尿タンク(100L)

国内 (幅)1,335mm ×(奥行)2,910mm ×(高さ)2,700mm 非水洗 販売
尿タンク(100L)

15 大央電設工業 0266-82-2233
MDBR－MKY2－L型－HWR－SBS
－尿タンク（300L）

国内 (幅)1,800mm ×(奥行)3,000mm ×(高さ)2,800mm 非水洗 販売

16 東海大阪レンタル 072-632-2113 小型車載トイレ 国内 (幅) 850mm ×(奥行)1,125mm ×(高さ)1,736mm 簡易水洗 販売・レンタル

17 ニッコー 076-276-2121 循環王 国内 (幅)2,540mm ×(奥行)2,800mm ×(高さ)2,000mm 水洗 販売

18 日三成機工業 080-1300-3030 カヤレット
北陸三県、新潟、
九州

(幅)1,000mm ×(奥行)2,000mm ×(高さ)3,090mm 水洗 販売・レンタル

19 日本セイフティー 03-5689-5959 ブリリアント シャトレ 国内 (幅)3,600mm ×(奥行)2,300mm ×(高さ)2,595mm 水洗・軽水洗 レンタル

20 日本セイフティー 03-5689-5959 ブリリアント 国内 (幅)3,600mm ×(奥行)2,300mm ×(高さ)2,595mm 水洗 レンタル

21 イテ クス 0766 53 0288 水洗式仮設トイレHT B 9 国内 (幅)1 150 (奥行)1 200 (高さ)2 322 大型版 水洗 販売21 ハイテックス 0766-53-0288 水洗式仮設トイレHT－B－9 国内 (幅)1,150mm ×(奥行)1,200mm ×(高さ)2,322mm＝大型版 水洗 販売

22 ハイテックス 0766-53-0288 太陽光水洗トイレHT－W－3 国内 (幅)1,700mm ×(奥行)2,100mm ×(高さ)2,800mm＝大型版 水洗 販売
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全国における仮設トイレの事例集（掲載リスト）
No 社名 電話番号 製品名 適用地域 寸法 洗浄方式 供給方法

23 ハマネツ 053-450-8050
ネクストイレ douce（ドゥース）
TU-NXDW/NXDF4W

国内 (幅)2,270mm ×(奥行)1,970mm ×(高さ)2,700mm 水洗・簡易水洗 販売

24 ハマネツ 053-450-8050 エポックトイレ TU-EP1F4W-C 国内 (幅)1,066mm ×(奥行)1,731mm ×(高さ)2,503mm 簡易水洗 販売

25 ビー・エス・ケイ 06-6863-8400 BEAUTY SCARLET 簡易水洗式 国内 (幅) 955mm ×(奥行)1,600mm ×(高さ)2,595mm 簡易水洗 販売・レンタル

26 ビー・エス・ケイ 06-6863-8400 BEAUTY SCARLET バイオトイレ 国内 (幅) 934mm ×(奥行)1,650mm ×(高さ)2,547mm 非水洗 販売・レンタル

27 ビスダックジャパン 072-361-8880 レブユニット トイレ『庵』 国内 (幅) 900mm ×(奥行)1,800mm ×(高さ)2,500mm 水洗 販売・レンタル

28 ビスダックジャパン 072-361-8880 レブユニット トイレ『尊』 国内 (幅)2,700mm ×(奥行)1,800mm ×(高さ)2,500mm 水洗 販売・レンタル

29 日野興業 047-318-8761 フラワートイレ ＬＸシリーズ 国内
(幅) 850mm ×(奥行)1,125/1,625mm 
×(高さ)2,490/2,590mm

水洗・簡易水洗 販売・レンタル

30 日野興業 047-318-8761 フラワートイレ Ｂｌｏｏｍ 国内 (幅)2 050mm ×(奥行)1 490mm ×(高さ)2 491mm 水洗 販売・レンタル30 日野興業 047-318-8761 フラワートイレ Ｂｌｏｏｍ 国内 (幅)2,050mm ×(奥行)1,490mm ×(高さ)2,491mm 水洗 販売・レンタル

31 日之出水道機器 03-3585-0418
マンホールトイレ(上屋：災害用トイレ
上屋/便器：洋式水洗タイプ)

国内 (幅)  850mm ×(奥行)1,100mm ×(高さ)1,920mm 簡易水洗 販売

32 ベクセス 03-5363-5307 多目的トイレカー 国内 (幅)3,750mm ×(奥行)1,670mm ×(高さ)2,790mm 簡易水洗 レンタル

33 ベクセス 03-5363-5307 ７ブーストイレカー 国内 (幅)7,155mm ×(奥行)2,190mm ×(高さ)3,260mm 簡易水洗 レンタル

34 ミカサ 097-551-8826 バイオミカレット 西日本地区 (幅)1,900mm ×(奥行)2,200mm ×(高さ)2,780mm 非水洗 販売・レンタル

35 優成サービス 046-235-6069 自走式ﾊﾞｲｵﾄｲﾚｶｰ（健常者用） 国内 (幅)1,630mm ×(奥行)3,520mm ×(高さ)2,660mm 非水洗 販売・レンタル

36 優成サービス 046-235-6069 自走式ﾊﾞｲｵﾄｲﾚｶｰ（障がい者用） 国内 (幅)2,200mm ×(奥行)6,300mm ×(高さ)2,900mm 非水洗 販売・レンタル

37 レンタルのニッケン 03-5512-7311 多目的トイレ（商品ＣＤ：ＨＷＣＨ） 国内 (幅)2,196mm ×(奥行)3,706mm ×(高さ)2,443mm 簡易水洗 レンタル

38 レンタルのニッケン 03-5512-7311 車載トイレ（商品ＣＤ：ＣＡＷＣ） 国内 (幅)1,480mm ×(奥行)1,180mm ×(高さ)1,783mm 簡易水洗 レンタル
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全国における仮設トイレの個別事例

Ｎｏ：００１
社名：アイテック・システム

① 災害対策 
・水は必要ありません。 

・汲み取りは入りません。 

・臭いが殆どないのが特徴です。 

・災害時には発電機で使用願います。 

4t ユニックで移動可能

製品名 SMDバイオトイレ 
型番 受注生産  
適用地域 (設置・維持管理可能な都道府県) 国内 
寸法 (建物全体の寸法) (幅)1,000mm ×(奥行)2,000mm× 

(高さ)3,000mm 
重量 (未使用時) ・4tユニックで移動可能。 

② エコ対策 
・水が入らなく、排水がありませんので、上下水の設備は不要です。 

・電気制御をしますので、使用してない場合は撹拌やﾋｰﾀｰのエコ運転を行います。 

③ 女性配慮 
・水洗ではないのですが、環境に優しいトイレです。 

重量 (未使用時)   0.5t 
(最大時)    0.5 t 

換気     機械換気    
トイレ (便器の数・様式) 男子(小便器       器) 
    (大便器 和式  器、洋式  器) 
  女子(和式      器、洋式 １器) 

・掃除だけを考えて頂けたら臭いも気にならないです。 

・便器の掃手洗いは別途の取付けとなります。 

・木の臭いを感じます。 

洗浄方式   非水洗 
 (1回あたりの洗浄水量)           ℓ 
 (洗浄水の循環再利用の有無)    無 
 (温水洗浄便座の有無)    無 
照明    自然採光 ・ 人工採光 
女性配慮 (男女別の有無) 無

SMDバイオトイレ
外形：幅1000㎜：
長さ2000㎜：高さ
3000㎜
ｻｲｽﾞは変更でき
ます。

便器は洋式で非水
洗です。
中央に制御盤があ
り人が入ると照明
が点灯します。

女性配慮 (男女別の有無)   無 
 (洗面台の有無)    無 
 (鏡の有無)    有 
 (手洗いの有無)   無 
 (着替えスペース・設備の有無)   無 
 (フックの有無)    無 

換気扇があり、トイ
レ本体は後ろに引

中には特殊加工し
たチップと土壌菌

 (荷物置の有無)    無 
 (防犯ブザーの有無)   無 
可搬方式 (吊り下げ式／自走式)   吊り下げ式 
 (必要車両)   4tユニック 
処理設備 (初期水量)   0t 

(消費電力量) 2 4kWh
出メンテが可能で
す。

チッ 壌菌
類が入ってます。
臭いを抑え、処理
を速めております。
中に撹拌の棒が見
えますが人が入っ
てる場合は停止で
す。

 (消費電力量) 2.4kWh 
 (便槽貯留量)   0t 
 (汲み取り量)   汲み取りなし 
 (最終処分方法)                    
供給方法 (レンタル／販売)     販売 
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全国における仮設トイレの個別事例

Ｎｏ：００２
社名：エクセルシア

① 災害対策 

・仮設トイレメーカーである日野興業㈱のパネル式トイレと当社のほっ!トイレを組み合わせることで電気、水、汲み取り

不要のトイレとして使用できます。パネル式トイレは、15分ほどで組立、解体が可能です。 

・山岳地域などでは、ヘリコプターで荷揚げし、現場で組み立てられるので5基ほどを一挙に荷揚げできます。 

開山に組み立て、閉山時に解体して、現場に置いておくことができます。パネル状態で保管するため、雪が積もっても

壊れることがありません また アンカ やアイネットでワイヤ 固定をすれば どんな強風が吹いても強固に固定で

製品名 ほっ!トイレを使った仮設トイレ 
型番  
適用地域 (設置・維持管理可能な都道府県) 全国 
寸法 (建物全体の寸法) (幅)850mm×(奥行)1,125mm× 

(高さ)2,205 mm 
重量 (未使用時) 約 壊れることがありません。また、アンカーやアイネットでワイヤー固定をすれば、どんな強風が吹いても強固に固定で

きるため、山岳地域に適しています。 

・ほっ!トイレポンチョ付きでどこでも使用できるトイレですが、パネル式トイレを組み合わせることで安心して使用でき

るブースになります。仮設ブース内に、折り畳み式の便座を設置すればポンチョを使用しなくても便座に座って使用で

きます。 

・ほっ!トイレの処理剤であるほっ!トイレタブレットの使用で電気、水道、汲み取り不要の悪臭の無いトイレとして使用で

き 鞍高

重量 (未使用時) 約 70㎏ 
(最大時)          t 

換気    自然換気 
トイレ (便器の数・様式) 男子(小便器     器) 
    (大便器 和式  器、洋式 １器) 
  女子(和式      器、洋式 １器)

きます。すでに乗鞍高原で採用となっています。

② エコ対策 

・電気、水道、汲み取り不要の悪臭の無いトイレなので、全くユーティリティを必要としません。 

③ 女性配慮 

・更衣室としても使用できます。特に山岳地域のテント場でのトイレとしては、更衣室としても使用できます。 

・2014年 9月、涸沢のテント場で実証試験をしたところ登山客の女性の多くの方に更衣室としてもご使用いただき、 

洗浄方式     非水洗 
 (1回あたりの洗浄水量)         ℓ 
 (洗浄水の循環再利用の有無)    無 
 (温水洗浄便座の有無)    無 
照明     自然採光  ・  人工照明   
女性配慮 (男女別の有無) 有 ブ スを増やせば

とても好評でした 
女性配慮 (男女別の有無)   有  ブースを増やせば

男女が分けられます 
 (洗面台の有無)    無 
 (鏡の有無)    有  オプションで付けられます。 
 (手洗いの有無)    無 
 (着替えスペース・設備の有無)   有  更衣室としても使用できます。

 (フックの有無)    有 
 (荷物置の有無)    有 
 (防犯ブザーの有無)   無 
可搬方式 (吊り下げ式／自走式)   吊り下げ式 ・ 自走式 
 (必要車両)  
処理設備 (初期水量) T処理設備 (初期水量)        T
 (消費電力量) kWh 
 (便槽貯留量)        T 
 (汲み取り量)        t／回 
 (最終処分方法)                   
供給方法 (レンタル／販売)   レンタル  ・  販売 
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全国における仮設トイレの個別事例

Ｎｏ：００３
社名：大橋今右衛門

① 災害対策 
・上下水道がなくても、設置は可能です。（水は河川でもOK） 

・4ｔユニュク車で設置が可能です。 

・ソーラーハウスと一緒に使用する事により、電源も必要ないです。（70W必要ですので、発電機でも可能です） 

② エコ対策 
汚水を 切出しません

製品名 ウォータストイレ 木製 

型番 ＯＨ－洋―Ｗ―1809 

適用地域 (設置・維持管理可能な都道府県) 全国 

寸法 (建物全体の寸法) (幅)1,160mm×(奥行)2,960mm× 
(高さ)2,916 mm

・汚水を一切出しません。 

・洗浄水を再利用します。 

・トイレ周辺の臭いを軽減します。 

・間伐材を使用して森林をきれいに。 

③ 女性配慮 
・24時間洗浄している為、音がきにならない。 

高 ,
重量 (未使用時) 0.4t 

(最大時)  1.3t 

換気    機械換気 

トイレ (便器の数・様式) 和式・洋式 
   

・女性用シール、鏡、フック、防犯ブザーの取り付けは可能です。 

・トイレ室内は、臭いがしません。 

・室内が広く、荷物を置く事ができます。 

・木製の為、トイレに入り易い。 

   
洗浄方式   水洗 

 (1回あたりの洗浄水量)   常時洗浄       

 (洗浄水の循環再利用の有無)    有 

 (温水洗浄便座の有無)    取付可能 

女性専用
シール 荷物置き

照明     自然採光  ・  人工照明   

女性配慮 (男女別の有無)    利用者により決定 

 (洗面台の有無)    取付可能 

 (鏡の有無)    取付可能 

(手洗いの有無) 無 (手洗いの有無)   無 

 (着替えスペース・設備の有無)   取付可能 

 (フックの有無)    取付可能 

 (荷物置の有無)    取付可能 

 (防犯ブザーの有無)  取付可能 

可搬方式 (吊り下げ式／自走式) 吊り下げ式

換気扇
設置例
フック
鏡
ｻﾆﾀﾘｰﾎﾞｯｸｽ

可搬方式 (吊り下げ式／自走式)   吊り下げ式 

 (必要車両) ４ｔユニック車 

処理設備 (初期水量)   0.65t 

 (消費電力量) 70Ｗ    

 (便槽貯留量)   0.9t 
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花 (汲み取り量)   0.9t／回 

 (最終処分方法)   汲み取り             

供給方法 (レンタル／販売)   レンタル  ・  販売 



全国における仮設トイレの個別事例

Ｎｏ：００４
社名：大橋今右衛門

① 災害対策 
・上下水道がなくても、設置は可能です。（水は河川でもＯＫ） 

・4ｔユニック車で設置が可能です。 

・ソーラーハウスと一緒に使用する事により、電源も必要ないです。（70Ｗ必要ですので、発電機でも可能です） 

② エコ対策 
汚水を 切出 ません

製品名 ウォータス（PE 製） 

型番 ＯＨ－洋―Ｐ－1809 

適用地域 (設置・維持管理可能な都道府県) 全国 

寸法 (建物全体の寸法) (幅)900mm×(奥行)2,200mm× 
(高さ)2,900 mm

・汚水を一切出しません。 

・洗浄水を再利用します。 

・トイレ周辺の臭いを軽減します。 

③ 女性配慮 
・24時間洗浄している為、音が気にならない。 

・女性用シール、鏡、フツク、防犯ブザーの取り付けは可能です。

,
重量 (未使用時)   0.2t 

(最大時)    1.1t 

換気  機械換気   

トイレ (便器の数・様式) 利用者により和式・洋式決定 

・トイレ室内は、臭いがしません。 

   

   

洗浄方式   水洗  

 (1回あたりの洗浄水量)   常時洗浄       

 (洗浄水の循環再利用の有無)    有   

(温水洗浄便座の有無) 寄付可能

男女別

 (温水洗浄便座の有無)   寄付可能 

照明     自然採光 ・ 人工照明   

女性配慮 (男女別の有無)    利用者により決定 

 (洗面台の有無)    無（取付可能） 

 (鏡の有無)    無（取付可能） 

 (手洗いの有無)   無 

 (着替えスペース・設備の有無) 取付可能 

 (フックの有無)    取付可能 

 (荷物置の有無)    取付可能 

 (防犯ブザーの有無)   取付可能 

ソーラーハウス
電源使用

可搬方式 (吊り下げ式／自走式)   吊り下げ式 ・ 自走式  

 (必要車両) ４ｔユニック車 

処理設備 (初期水量)   0.65t 

 (消費電力量) 70W 

 (便槽貯留量)   0.9t 
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 (汲み取り量)   0.9t／回 

 (最終処分方法)   汲み取り 

供給方法 (レンタル／販売)   レンタル  ・  販売 



全国における仮設トイレの個別事例

Ｎｏ：００５
社名：オリエント・エコロジー

製品名 『せせらぎ』オゾン＋(プラス) 
型番 SS-O-2 
適用地域 (設置・維持管理可能な都道府県) 全国 
寸法 (建物全体の寸法) (幅)3,750mm×(奥行)2,100mm× 

(高さ)2,800mm 
重量 (未使用時)

① 災害対策 
・上下水道に接続しないトイレなので、上下水道が被災した場合でも問題ない。 

・電源はコンセント接続（単相100V）なので、停電時は発電機にて容易に対応できる。 

・連続利用回数が約 5,000回なので、災害発生から緊急段階、応急段階程度までは汲取りせずに対応出来る。また、復旧・

復興段階になれば汲取りを行い、初期水を注入する。（汲取り頻度が少なくてすむ） 

・初期水は上水でなくても良い （プールの水 防火用水 工業用水等）重量 (未使用時) 2.0t 
(最大時)    5.2t 

換気   機械換気 
トイレ (便器の数・様式) 大便器  洋式   ２器 
  (小便器、和便器の選択可能) 
洗浄方式  水洗 

・初期水は上水でなくても良い。（プ ルの水、防火用水、工業用水等）

・室内の広さ、洋便器、水洗トイレ、手摺等、災害弱者への対応を行っている。 

・緊急用非常押し釦および表示ランプ、ブザー等の対応可能。 

② エコ対策 
・節水：5,000回利用の場合の水使用量  せせらぎ2m3 ＜ 一般水洗トイレ 25m3~50m3 

・処分量の減量：5,000回利用の場合の処分量  せせらぎ3.2m3 ＜ 一般水洗トイレ25m3~50m3 

節電 オゾン装置のオゾン発生量 運転時間を利用者数の増減に合わせて可変する
 (1回あたりの洗浄水量) 約 6～10 ℓ (任意に可変) 
 (洗浄水の循環再利用の有無)  有 
 (温水洗浄便座の有無)  上水がある場合には設置可能 
照明  自然採光＋人工照明(人感センサー 

および明るさセンサー)   
女性配慮 (男女別の有無) 利用者の選択により決定

・節電：オゾン装置のオゾン発生量、運転時間を利用者数の増減に合わせて可変する。

・トップライトを採用し自然光を取り入れ、照明器具は人感センサーおよび明るさセンサー。 

③ 女性配慮 
・室内の広さ、明るさ、また、洋便器、水洗トイレ、鏡、フック、棚等、女性への対応を行っている。 

・緊急用非常押し釦および表示ランプ、ブザー等の対応可能。 

・上水がある場合には、手洗い器、ウォシュレットの対応可能。 
女性配慮 (男女別の有無) 利用者の選択により決定

 (洗面台の有無)    無 
 (鏡の有無)    有 
 (手洗いの有無) 上水がある場合には設置可能 
 (着替えスペース・設備の有無) スペースは十分にある。設備が必要な

場合には設置可能 

・物置をなくし、トイレ室をさらに広げることも可能。また、更衣室を併設することも可能。 

 (フックの有無)   有 
 (荷物置の有無)   有 
 (防犯ブザーの有無) 設置可能 
可搬方式 (吊り下げ式／自走式) 吊り下げ式 
 (必要車両) ４ｔ車以上(荷台高さ１ｍ以下) 
処理設備 (初期水量) 2m3処理設備 (初期水量) 2m3 
 (消費電力量) 電気容量：1,800W 

消費電力：8kwh/日 
 (便槽貯留量) 1.2m3 
 (汲み取り量) 3.2m3／回 
 (最終処分方法) 汲取り 
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供給方法 (レンタル／販売) 販売 



全国における仮設トイレの個別事例

Ｎｏ：００６
社名：環境保全事業

① 災害対策 

・循環水は河川の水を使用。 

・発電機を設置(1.5kwh) 

② エコ対策 

・曝気で濁水を浄化し循環水を処理使用する。 

・大便やトイレット紙は粉末系凝集剤で沈殿物にしてスクリュー式固液分離装置で自動回収し 般廃棄物として処理

製品名 循環式水洗エコトイレ  

型番 用便器 2器 標準タイプ 

適用地域 (設置・維持管理可能な都道府県) 北海道以外の都道府県 

寸法 (建物全体の寸法) (幅)1,700mm×(奥行)2,100mm× 
(高さ)2,800 mm 

・大便やトイレット紙は粉末系凝集剤で沈殿物にしてスクリュー式固液分離装置で自動回収し一般廃棄物として処理。 

③ 女性配慮 

・薬剤は瞬時に汚泥を凝集し、含有多孔性物質が悪臭・BOD成分を吸着して浄化機能を向上。  

・汚水中汚泥物を系外に取出し悪臭を排除し、循環水は曝気して臭気軽減と清澄性向上。  

重量 (未使用時)   約 1.2 t 

(最大時)    約 3.2 t 

換気  機械換気 

トイレ (便器の数・様式) 洋式 ２器 

   

洗浄方式   水洗式 

 (1回あたりの洗浄水量)   4.0 ℓ 

 (洗浄水の循環再利用の有無)    有 

 (温水洗浄便座の有無)    無 

照明     人工照明（オプション） 

女性配慮 (男女別の有無)    有 

 (洗面台の有無)    無 

 (鏡の有無)    無 

 (手洗いの有無)    無 

 (着替えスペース・設備の有無)   無 

・循環式水洗トイレで吸水・排水工事が不要で給排水困難な
山小屋、海水浴地等の行楽地に最適。

 (フックの有無)    無（オプション） 

 (荷物置の有無)    無（オプション） 

 (防犯ブザーの有無)   無（オプション） 

可搬方式 (吊り下げ式／自走式) 吊り下げ式 

(必要車両) ４ｔユニック車
・薬剤は汚水流量に0.1％比例添加し高流速衝撃波撹拌器で
瞬時に上澄み液と凝集物分離する。
・凝集物は系外に排出して循環水の清澄性を向上。
循環水の臭気を軽減させ浄化機能を向上する。
・曝気槽が大きく、循環水の悪臭低減と清澄性を向上。
・循環水は河川水利用し、３～12ヶ月に汲取り処理。
・撹拌機が無く、水流のみで浄化処理が可能で省エネ。

プ

 (必要車両)   ４ｔ ニック車

処理設備 (初期水量)   2.0t 

 (消費電力量) 1.5kWh 

 (便槽貯留量)   2.4 t 

  （曝気で濁水を浄化し循環水を処理）

(汲み取り量) 沈殿物は自動回収し一版廃棄物
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・電気容量が1.5KWと少なくオプションとしてソラーパネル方
式で設置が簡便。

 (汲み取り量)   沈殿物は自動回収し一版廃棄物

として処理 

 (最終処分方法)   使用頻度よるが３～6ケ月毎に 

循環水を廃棄            

供給方法 (レンタル／販売)   販売 



全国における仮設トイレの個別事例

Ｎｏ：００７
社名：共成レンテム

① 災害対策 
・ユニック車での移動が可能。（可搬型） 

・発電機での対応が可能。 

・ヘルラック及び安全帯保管ホルダー設置。 

② エコ対策 
LED照明使用による消費電力の削減

製品名 女性専用仮設トイレ 

型番  

適用地域 (設置・維持管理可能な都道府県) 全国 
寸法 (建物全体の寸法) (幅)1,800mm×(奥行)1,870mm× 

(高さ)2,625 mm 
・LED照明使用による消費電力の削減。

③ 女性配慮 
・洋式便器・ウォシュレット（温水洗浄）・暖房便座・ドア部分目隠しロールスクリーン・洗面台（鏡付・温水手洗い可） 

・擬音装置、エチケットボックス、汚物入れ、小物入れ、便座用アルコール消毒器、手摺、フック 

・パネルヒーター・ドア2重ロック施錠・防犯ブザー及び回転灯 

重量 (未使用時)   0.8 t 

(最大時)    1.6 t 

換気  機械換気 

トイレ (便器の数・様式) 男子(小便器     器) 
    (大便器 和式  器、洋式  器) 
  女子(和式      器、洋式 １器) 
洗浄方式   簡易水洗 

 (1回あたりの洗浄水量)   2.5 ℓ 

 (洗浄水の循環再利用の有無)    無 

 (温水洗浄便座の有無)    有（ウォシュレット仕様） 

照明     人工照明(LED) 

女性配慮 (男女別の有無)    有 

 (洗面台の有無)    有 

 (鏡の有無)    有 

 (手洗いの有無)    有 

 (着替えスペース・設備の有無)   有 

 (フックの有無)    有 

 (荷物置の有無)    有 

 (防犯ブザーの有無)   有  (防犯ブザー及び回転灯) 

可搬方式 (吊り下げ式／自走式) 吊り下げ式可搬方式 (吊り下げ式／自走式)   吊り下げ式

 (必要車両)   ４t ユニック車 

処理設備 (初期水量)   0.15t 

 (消費電力量) 0.28kWh 

 (便槽貯留量)   0.65 t 

(汲み取り量) 0 65 ／回
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 (汲み取り量)   0.65t／回 

 (最終処分方法)   専門業者による汲み取り処理     

供給方法 (レンタル／販売)   レンタル／販売 



全国における仮設トイレの個別事例

Ｎｏ：００８
社名：光電

① 災害対策 
・災害及び工事現場用の「水洗式仮設トイレ」（消臭貯留タンク方式）であり、軽量なので搬送及び据え付けが容易。 

・「排水粉砕圧送便器」なので段差が無く、災害時にも病人や足腰の弱い方々も利用しやすい。 

・平常時は100V交流、災害時には24V直流バッテリーで稼働出来るマルチタイプ。 

・水道施設があれば直結、ない場合はプール等の水を利用するハイブリッド型。 

② エコ対策

製品名 水洗式仮設トイレ（電動スーパー節水） 

型番 HT-B-13 

適用地域 (設置・維持管理可能な都道府県) 国内（主に九州地区） 

寸法 (建物全体の寸法) (幅)1,150mm×(奥行)1,200mm× 
(高さ)2,232mm 

② エコ対策

・超節水型（約1L/回小便）の水洗トイレシステムの省資源型。 

・「消臭用ブロワー」と「排水粉砕圧送便器」の消費電力は約0.5ＫＷｈ/日程度の省エネ型。 

③ 女性配慮 
・本格的な水洗トイレシステムにより嫌な臭いからの完全解放。 

・広いハウス（Ｗ1150×Ｌ1200×Ｈ2232）にＬＥＤ灯を採用、狭さ・暗さ・怖さを解決。

,
重量 (未使用時)   0.13 t 

(最大時)    0.43 t 

換気  自然換気 

トイレ (便器の数・様式) 男子(小便器     器) 

    (大便器 和式  器、洋式  器) 

・棚、フックは標準化。手洗い、鏡、温水洗浄便座等も設置可。   女子(和式      器、洋式 １器) 

洗浄方式   水洗 

 (1回あたりの洗浄水量)   1L/回程度（小便） 

 (洗浄水の循環再利用の有無)    無 

 (温水洗浄便座の有無)    オプション

照明      自然採光（LED 灯：オプション） 

女性配慮 (男女別の有無)    有    

 (洗面台の有無)    無 

 (鏡の有無)  オプション 

(手洗いの有無) オプション (手洗いの有無)   オプション

 (着替えスペース・設備の有無)   無（可能） 

 (フックの有無)    有   

 (荷物置の有無)    有    

 (防犯ブザーの有無)   無 

可搬方式 ( 下げ式／自走式)可搬方式 (吊り下げ式／自走式)   吊り下げ式 

 (必要車両)   ユニック車 

処理設備 (初期水量)        t 

 (消費電力量) 約 0.5kWh/日 

 （17ｗ×24ｈ+90ｗ×600sec） 
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 (便槽貯留量)   0.3 t（消臭装置・微生物製剤） 

 (汲み取り量)   0.3 t／回 

 (最終処分方法)   汲取り（専門業者）         

供給方法 (レンタル／販売) レンタル九州地区（九州以外は応相談）/販売



全国における仮設トイレの個別事例

Ｎｏ：００９
社名：コマツレンタル

① 災害対策 
・軽トラックに搭載し、荷台上に固定したまま移動・使用可能。 

・ポンプ式簡易水洗の為、洗浄水の供給（４０L）のみで利用可能。 

② エコ対策 
・天井より採光し、最小限の LEDライトで明るい室内。 

③ 慮

製品名 女性用トイレユニット（簡易型） 

型番 WCW-211 

適用地域 (設置・維持管理可能な都道府県) 全国 

寸法 (建物全体の寸法) (幅)1,470mm×(奥行)1,160mm× 
(高さ)1,783 mm

③ 女性配慮

・室内で着替えができるようフィッティングボードを設置。 

・擬音装置、2重鍵など、安心面を考慮した設備。 

・除菌クリーナ、洗面台、衣装掛けフックなど女性の使用を考慮した備品を設置。 

・外装からトイレと判別しにくい外観とし、安心感を向上。 

・暖房便座設置。（別途100V電源接続必要）

(高 ) ,
重量 (未使用時) 0.12t 

(最大時)  0.28t 

換気    自然換気 

トイレ (便器の数・様式) 男子(小便器     器) 
    (大便器 和式  器、洋式  器) （ ）

  女子(和式      器、洋式 １器) 
洗浄方式   簡易水洗 ※手動ポンプ方式 

 (1回あたりの洗浄水量)   約 0.3 ℓ 

 (洗浄水の循環再利用の有無)    無 

 (温水洗浄便座の有無)    無 

照明     人工照明 LED センサー照明(電池式)  

女性配慮 (男女別の有無)    有 

 (洗面台の有無)    有 

 (鏡の有無)    有 

(手洗いの有無) 有 (手洗いの有無)   有 

 (着替えスペース・設備の有無)   有 

 (フックの有無)    有 

 (荷物置の有無)    有 

 (防犯ブザーの有無)   無 

可搬方式 (吊り下げ式／自走式) 吊り下げ式可搬方式 (吊り下げ式／自走式)   吊り下げ式 

 (必要車両)   軽トラック、ユニック車 

処理設備 (初期水量)   0.04t 

 (消費電力量) 0.055kWh  

※100V 電源接続:暖房便座使用時 
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 (便槽貯留量)   0.12t 

 (汲み取り量)   0.12t／回 

 (最終処分方法)   汲取式 

供給方法 (レンタル／販売)   レンタル 



全国における仮設トイレの個別事例

Ｎｏ：０１０
社名：コマツレンタル

① 災害対策 
・工事現場、イベント会場などでも設置場所に困らない、コンパクトな設計。 

・上下水道につなげれば、どこでも使用可能。 

・２ｔトラックにて運搬可能。 

② エコ対策 
壁給排水仕様 節水タイプ便座を使用

製品名 女性用トイレユニット（都市型） 

型番 WCW-111 

適用地域 (設置・維持管理可能な都道府県) 全国 

寸法 (建物全体の寸法) (幅)2,036mm×(奥行)1,451mm× 
(高さ)2,478 mm

・壁給排水仕様の節水タイプ便座を使用。

・手洗い自動水洗で節水。 

③ 女性配慮 
・ウォシュレット便座を使用。 

・室内で着替えができるようフィッティングボードを設置。 

・擬音装置、2重鍵など安心を考慮した設備。

(高さ) ,
重量 (未使用時) 0.35t 

(最大時)  0.35t 

換気    機械換気 

トイレ (便器の数・様式) 男子(小便器     器) 
    (大便器 和式  器、洋式 器) 擬 装 、 鍵 慮 備。

・除菌クリーナ、洗面台、衣装掛けフックなど女性の使用を考慮した備品を設置。 

・LED 照明付化粧鏡を設置。 

・外装からトイレと判別しにくい外観とし、安心感を向上。 

  女子(和式      器、洋式 １器) 
洗浄方式   水洗（100V 電源､上下水道との接続必要）

 (1回あたりの洗浄水量)   約 4.8 ℓ 

 (洗浄水の循環再利用の有無)    無 

 (温水洗浄便座の有無)    有 

照明     人工照明 LED センサー照明(電池式)  

女性配慮 (男女別の有無)    有 

 (洗面台の有無)    有 

 (鏡の有無)    有 

(手洗いの有無) 有 (手洗いの有無)   有 

 (着替えスペース・設備の有無)   有 

 (フックの有無)    有 

 (荷物置の有無)    有 

 (防犯ブザーの有無)   無 

可搬方式 (吊り下げ式／自走式) 吊り下げ式可搬方式 (吊り下げ式／自走式)   吊り下げ式 

 (必要車両)   ２ｔトラック以上、ユニック車 

処理設備 (初期水量)   0t 

 (消費電力量) 最大約 0.45kWh(設備品のみ) 

 (便槽貯留量)   0t 
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 (汲み取り量)   0t／回 

 (最終処分方法)   浄化層、下水道 

供給方法 (レンタル／販売)   レンタル 



全国における仮設トイレの個別事例

Ｎｏ：０１１
社名：晋

① 災害対策 

・自己完結型の水循環システムにより、水道、下水インフラがダメージを受けた災害地に最適。 

・電源が必要だが、電気インフラ破損の場合は発電機で対応。 

・比較的軽量のため、災害状況に応じて適宜移動が可能。 

② エコ対策 

・水資源は初期投入水のみの省資源

製品名 水循環式バイオ水洗トイレ「アクアレット」

型番 (男性用)AQL-YS-150Ⅳ 
(女性用)AQL-Y-100Ⅳ 

適用地域 (設置・維持管理可能な都道府県) 北海道全域、東北全域、関東全域、大阪府

寸法 (建物全体の寸法) (幅)1,785mm×(奥行) 2,355mm ×  
(高さ)2 695 ・水資源は初期投入水のみの省資源。

・汚水排水が一切ないシステムにより、汚水による環境負荷がない。 

・最小の消費電力に抑えた駆動システムによる省電力で自動回収し一般廃棄物として処理。 

③ 女性配慮 

・女性、弱者対応としてバリアフリータイプへの変更可。 

・無臭性や洗浄水の透明性などが極めて良好で、清潔感を重視する女性に好評。 

堅牢な施錠

(高さ)2,695mm
重量 (未使用時) (男性用)0.90 t (女性用)0.65 t 

(最大時)    (男性用)2.26 t (女性用)1.51 t 
換気     機械換気   
トイレ (便器の数・様式) 男子(小便器    １器) 
    (大便器 和式  器、洋式 １器) 

・堅牢な施錠。

・自然光と赤外線センサーによる自動点灯照明。 

・物置台。 

・鏡・手摺はオプションで可能。 

  女子(和式      器、洋式 １器) 
洗浄方式   水洗 
 (1回あたりの洗浄水量)   3.8 ℓ 
 (洗浄水の循環再利用の有無)     有 
 (温水洗浄便座の有無)     有 (オプション) 
照明 自然採光 ・ 人工照明照明     自然採光  ・  人工照明  

女性配慮 (男女別の有無)     有 
 (洗面台の有無)     無 
 (鏡の有無)     無 (オプション可) 
 (手洗いの有無)     有 
 (着替えスペース・設備の有無)    無 
 (フックの有無)     無(オプション可) 
 (荷物置の有無)     有 
 (防犯ブザーの有無)     無(オプション可) 
可搬方式 (吊り下げ式／自走式)     吊り下げ式 
 (必要車両)   4 t ユニック車 
処理設備 (初期水量) (男性用)1 36 t (女性用)0 86 t処理設備 (初期水量) (男性用)1,36 t、(女性用)0.86 t
 (消費電力量) (男性用)269kWh、(女性用)230 kWh 
 (便槽貯留量) (男性用)2.10 t、(女性用)1.38 t 
処理設備 (汲み取り量)   ≒0.5 t／回 
 (最終処分方法)  最終汚水、残渣～汲み取り処理 
供給方法 (レンタル／販売)     レンタル  ・  販売 
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全国における仮設トイレの個別事例

Ｎｏ：０１２
社名：正和電工

① 災害対策 
・水が必要ありません。(下水道設備は必要ありません) 

・臭いがしないため避難所を初めどんな場所へ設置しても問題がありません。 

・使用するオガクズは普通のオガクズなので全国どこでも入手可能です。 

・電源を入れることでその場ですぐに使えます。 

② 対策

製品名 バイオトイレ Bio-Lux 

型番 KKL-W26 DX(デラックス型) 

適用地域 (設置・維持管理可能な都道府県) 国内外 

寸法 (建物全体の寸法) (幅)2,800mm×(奥行)1,970mm× 
(高さ)2,450 mm

② エコ対策

・当社のバイオトイレはオガクズだけを使用し、し尿・トイレットペーパーを蒸発と分解で消滅させます。 

・使用済みのオガクズには肥料の３要素（窒素・リン酸・カリウム）が含まれているので後に肥料として使えます。 

・オガクズの交換は年２～３回です。 

★バイオトイレはし尿の処理能力の違いで機種はたくさんあります。 

③ 女性配慮

,
重量 (未使用時)   1.25 t 

(最大時)    1.5  t 

換気  機械換気 

トイレ (便器の数・様式) 男子(小便器     器) 

    (大便器 和式  器、洋式  器) 

・「きれい」で「快適」な「女性のお部屋」をコンセプトにしています。 

・服掛けフック・かがみ・小物置棚や安心・安全に使用できるように警報ベル、トイレ室内外へはセンサーライトまで

備えました。 

・デラックスタイプはタタミ付です。工事現場や農場で作業する前後に着替えをしたり、身だしなみを整えたり、 

化粧直しをしたり、休憩したり等が出来るスペースです。 

  女子(和式      器、洋式 １器) 

洗浄方式   非水洗 

 (1回あたりの洗浄水量)  

 (洗浄水の循環再利用の有無)    無 

 (温水洗浄便座の有無)    無(オプションで可能) 

照明     人工照明   

女性配慮 (男女別の有無)    有 

 (洗面台の有無)    有 

 (鏡の有無)    有 

(手洗いの有無) 有 (手洗いの有無)   有  

 (着替えスペース・設備の有無)   有 

 (フックの有無)    有 

 (荷物置の有無)    有 

 (防犯ブザーの有無)   有 

可搬方式 (吊り下げ式／自走式) 吊り下げ式可搬方式 (吊り下げ式／自走式)   吊り下げ式

 (必要車両) ４ｔユニック車 

処理設備 (初期水量)      t 

 (消費電力量) 36kWh 

 (便槽貯留量)      t 
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 (汲み取り量)      t／回 

 (最終処分方法)   使用済オガクズ(0.26m3)は産業廃棄物

供給方法 (レンタル／販売)   販売 



全国における仮設トイレの個別事例

Ｎｏ：０１３
社名：正和電工

① 災害対策 
・水が必要ありません。(下水道設備必要ありません。) 

・臭いが出ないため、避難所を初めどんな場所へでも設置可能です。 

・使用するオガクズは普通のオガクズなので全国どこでも入手可能です。 

・電源を入れるとその場ですぐに使用出来ます。 

② 対策

製品名 バイオトイレ Bio-Lux 

型番 KKL-W26T 

適用地域 (設置・維持管理可能な都道府県) 国内外 

寸法 (建物全体の寸法) (幅)1,900mm×(奥行)1,970mm× 
(高さ)2,450 mm

② エコ対策

・バイオラックスはオガクズだけを使用し、し尿やトイレットペーパーを蒸発と分解で消滅させます。 

・使用済みのオガクズには肥料の３要素(窒素・リン酸・カリウム)が含まれているので後に肥料として使えます。 

・オガクズの交換は年２～３回です。 

★バイオトイレはし尿の処理能力の違いで機種はたくさんあります。 

③ 女性配慮

(高さ)2,450 mm
重量 (未使用時)   1.25 t 

(最大時)    1.5  t 

換気  機械換気 

トイレ (便器の数・様式) 男子(小便器     器) 

  (大便器 和式  器、洋式 器)

・「きれい」で「快適」な「女性のお部屋」をコンセプトにしています。 

・服掛けフック・かがみ・小物置棚を備え、また安心、安全に使用出来るように警報ベル・トイレ室内外へはセンサー

ライトを取り付けました。 

・白やピンクを基調とした女性のためトイレです。(男性の方も使用出来ます) 

  (大便器 和式 器、洋式 器)

  女子(和式      器、洋式 １器) 

洗浄方式   非水洗 

 (1回あたりの洗浄水量)  

 (洗浄水の循環再利用の有無)    無 

 (温水洗浄便座の有無) 無(オプションで可能)(温水洗浄便座 有無)   無(オプションで可能)

照明     人工照明   

女性配慮 (男女別の有無)    有 

 (洗面台の有無)    有 

 (鏡の有無)    有 

(手洗いの有無) 有 (手洗いの有無)   有  

 (着替えスペース・設備の有無)   有 

 (フックの有無)    有 

 (荷物置の有無)    有 

 (防犯ブザーの有無)   有 

可搬方式 (吊り下げ式／自走式)   吊り下げ式  

 (必要車両) ４ｔユニック車 

処理設備 (初期水量)      t 

 (消費電力量) 36kWh 

 (便槽貯留量)      t 

18

 (汲み取り量)      t／回 

 (最終処分方法)   使用済オガクズ(0.26m3)は産業廃棄物

供給方法 (レンタル／販売)   販売 



全国における仮設トイレの個別事例

Ｎｏ：０１４
社名：大央電設工業

① 災害対策 

・し尿分離方式バイオトイレ ・特許第4515962号 ・特許第 4671407号 ・特許第5553400号 

・使用制限なし。（尿タンク汲み取り 連結型） 

・菌床の取り替えなし。（5年・6年目より年1／3取り替え） パフォーマンス契約によりメーカー保守。 

② エコ対策 

・PTC面状発熱体ヒーター

製品名 MDBR－PK１－L型－SBS－JSS 

－尿タンク（100L） 

型番  

適用地域 (設置・維持管理可能な都道府県) 全国 

寸法 (建物全体の寸法) (幅)1,335mm×(奥行)2,910mm× ・PTC面状発熱体ヒーター。 

・温度管理。（ON回路・OFF回路） 

・LED照明機器。 

・有機物（大便・トイレットペーパー等）を微生物処理による発こう熱利用。 

③ 女性配慮 

・荷物置台。 

鏡

寸法 (建物全体 寸法) (幅) , (奥行) ,
(高さ)2,700 mm 

重量 (未使用時)   1.2 t 

(最大時)    1.3 t 

換気  機械換気 

トイレ (便器の数・様式) 男子(小便器     器) 
・鏡。

・洗面台。 

・ボックス。 

    (大便器 和式  器、洋式  器) 
  女子(和式      器、洋式 １器) 
洗浄方式   非水洗 

 (1回あたりの洗浄水量)   0.0ℓ 

 (洗浄水の循環再利用の有無)    無 

 (温水洗浄便座の有無)    有 

照明     人工照明   

女性配慮 (男女別の有無)    無（女性専用） 

 (洗面台の有無)    有 

 (鏡の有無)    有 

 (手洗いの有無)    有 

 (着替えスペース・設備の有無)   有 

 (フックの有無)    有 

 (荷物置の有無)    有 

(防犯ブザーの有無) 有 (防犯ブザ の有無)   有 

可搬方式 (吊り下げ式／自走式)   吊り下げ式 

 (必要車両)     4t ユニック・ヘリ運搬可 

処理設備 (初期水量)   0.0t 

 (消費電力量) 220kWh／月 

(便槽貯留量) 0 0t (尿のみ)
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バクテリア投入で、
臭いが抑えられます。

 (便槽貯留量)   0.0t   (尿のみ)

 (汲み取り量)   0.0t／回 

 (最終処分方法)   汲み取り(尿のみ) 

供給方法 (レンタル／販売)    販売 



全国における仮設トイレの個別事例

Ｎｏ：０１５
社名：大央電設工業

① 災害対策 

・し尿分離方式バイオトイレ ・特許第4515962号 ・特許第4671407号 ・特許第5553400号 

・使用制限なし。（尿タンク汲み取り 連結型） 

・菌床の取り替えなし。（5年・6年目より年1／3取り替え） パフォーマンス契約によりメーカー保守。 

② エコ対策 

・PTC面状発熱体ヒーター

製品名 MDBR－MKY2－L型－HWR－SBS 

－JSS－尿タンク（300L） 

型番  

適用地域 (設置・維持管理可能な都道府県) 全国 
寸法 (建物全体の寸法) (幅)1,800mm×(奥行)3,000mm× 

・PTC面状発熱体ヒ タ 。 

・温度管理。（ON回路・OFF回路） 

・LED照明機器。 

・有機物（大便・トイレットペーパー等）を微生物処理による発こう熱利用.。 

③ 女性配慮 

・荷物置台。 

鏡

(高さ)2,800 mm 
重量 (未使用時)   1.8 t 

(最大時)    2.3 t 

換気  機械換気 

トイレ (便器の数・様式) 男女兼用 (小便器   １器) 

・鏡。

・洗面台。 

・ボックス。 

  (洋式    １器) 

   

洗浄方式   非水洗 

 (1回あたりの洗浄水量)   0.0ℓ 

 (洗浄水の循環再利用の有無)    無 

 (温水洗浄便座の有無)    有  

照明      人工照明 

女性配慮 (男女別の有無)    無 

 (洗面台の有無)    有 

 (鏡の有無)    有 

 (手洗いの有無)    有 

 (着替えスペース・設備の有無)   有 

 (フックの有無)    有 

 (荷物置の有無)    有 

 (防犯ブザーの有無)   有 有

可搬方式 (吊り下げ式／自走式)    吊り下げ式 

 (必要車両)     4t ユニック・ヘリ運搬可 

処理設備 (初期水量)   0.0t 

 (消費電力量) 220kWh／月 

(便槽貯留量) 0 2t
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バクテリア投入で、
臭いが抑えられます。

 (便槽貯留量)   0.2t 

 (汲み取り量)    0.2t／回 

 (最終処分方法) 汲み取り（尿のみ） 

供給方法 (レンタル／販売) 販売 



全国における仮設トイレの個別事例

Ｎｏ：０１６
社名：東海大阪レンタル

① 災害対策 
・軽トラックから大型トラックに搭載し、どこでも設置可能。 

・コンパクトサイズなので、軽トラックで、災害物資等を混載しての輸送が可能です。 

・上下水道が無くても設置可能。 

・NETIS 番号 : KT-130107-A 

② 対策

製品名 小型車載トイレ 

型番 GT-QT 

適用地域 (設置・維持管理可能な都道府県) 全国 

寸法 (建物全体の寸法) (幅)850mm×(奥行)1,125mm 
(高さ)1,736mm

② エコ対策

・2W乾電池式LEDセンサーライト。(AC/DC兼用可能) 

・仮設トイレ1台当たりの設置スペース(外置き給水タンク含む)1.125m×1.1m(1.24㎡) 

③ 女性配慮 
・連結し男性・女性と分けることで、女性のプライバシーを守ります。 

(高さ)1,736mm
重量 (未使用時)   95 Kg 

(最大時)    175 Kg 

換気  ガラリ換気 

トイレ (便器の数・様式) 洋式 １器 
   
   
洗浄方式   簡易水洗 ※手動ポンプ方式  

 (1回あたりの洗浄水量)        ℓ 

 (洗浄水の循環再利用の有無)    無 

 (温水洗浄便座の有無)   無 

照明     乾電池式ＬＥＤライト   

女性配慮 (男女別の有無)    無（複数台設置で、区別可能） 

 (洗面台の有無)    無 

 (鏡の有無)    無 

(手洗いの有無) 無 (手洗いの有無)   無 

 (着替えスペース・設備の有無)   無 

 (フックの有無)    有 

 (荷物置の有無)    有 

 (防犯ブザーの有無)   無 

可搬方式 (吊り下げ式／自走式) 吊り下げ式可搬方式 (吊り下げ式／自走式)   吊り下げ式

 (必要車両)   軽トラック 

処理設備 (初期水量)   20 リットル（給水ポリタンク） 

 (消費電力量) 0 

 (便槽貯留量)   80 リットル 
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 (汲み取り量)   80 リットル 

 (最終処分方法)   専門業者による汲み取り処理     

供給方法 (レンタル／販売)   レンタル及び販売 



全国における仮設トイレの個別事例

Ｎｏ：０１７
社名：ニッコー

① 災害対策 

・非常時においても外部からの給水を要することなく水洗式のトイレを供給できる。 

② エコ対策 
・トイレ洗浄水として使用した水を放流することなく、再びトイレ洗浄水として再利用可能である。 

③ 女性配慮 
洋式トイレの設置により 年齢を問わず快適に使用可能である

製品名 循環王 
型番 JT-1K 
適用地域 (設置・維持管理可能な都道府県) 全国 
寸法 (建物全体の寸法) (幅)2540mm × (奥行)2800mm ×  

(高さ)2000mm 【処理設備部分】 
( 使 時) 【 部 】 ・洋式トイレの設置により、年齢を問わず快適に使用可能である。

・どのタイプのトイレでも処理槽と組み合わせが可能なため、設置場所の要望に応じたトイレを取り付けることが可能 

である。 

重量 (未使用時) 0.36t 【処理設備部分】
(最大時)  6.04t 【処理設備部分】 

換気     機械換気   
トイレ (便器の数・様式) 男子(小便器   １器) 
   (大便器 和式  器、洋式 １器) 
  女子(和式     器、洋式 ２器)
洗浄方式   水洗  
 (1回あたりの洗浄水量)   10 ℓ 
 (洗浄水の循環再利用の有無)     有   
 (温水洗浄便座の有無)     無 
照明     人工照明   
女性配慮 (男女別の有無) 有女性配慮 (男女別の有無)   有    
 (洗面台の有無)     無 
 (鏡の有無)     無 
 (手洗いの有無)     無 
 (着替えスペース・設備の有無)    無 
 (フックの有無)     有 
 (荷物置の有無)     無 
 (防犯ブザーの有無)     無 
可搬方式 (吊り下げ式／自走式)     吊り下げ式 
 (必要車両) 2tユニック車 
処理設備 (初期水量) 2.5t 

(消費電力量) 0 13kWh (消費電力量) 0.13kWh 
 (便槽貯留量)   2 t 
 (汲み取り量)   2 t／回 
 (最終処分方法)   し尿処理汚泥として処分       

供給方法 (レンタル／販売)     販売 
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全国における仮設トイレの個別事例

Ｎｏ：０１８
社名：日三成機工業

① 災害対策 

・ NETIS 登録新技術 登録No. HR-12001-A。 

・消費電力が少ないので、発電機での対応が可能。 

・水道が無い場合、川・池・海水を使用可能。 

・初期水を投入後、連続2,000回使用可能。（一日当たりの使用制限は無し） 

② エコ対策

製品名 カヤレット 

型番 VS-K 

適用地域 (設置・維持管理可能な都道府県) 北陸三県、新潟、九州 
寸法 (建物全体の寸法) (幅)1,000×(奥行)2,000mm× 

(高さ)3,090 mm 
② エコ対策

・1ヶ月の電気料金は、約1,000円。（室内照明含む） 

・循環リサイクルの為、上水道が必ずしも必要ではない。 

③ 女性配慮 

・絶えず処理水が流れているので、使用時の音を気遣う必要がない。 

・腰かけ便器にて、ドアに向かい使用するので安心感がある。 

処理室よりトイレ室の空気を引き込んでいるため トイレ室内に臭気が溜まりません

重量 (未使用時)   0.165 t 

(最大時)    1.405 t 

換気  機械換気 

トイレ (便器の数・様式) 男子又は女子 

  (洋式    １器) 

・処理室よりトイレ室の空気を引き込んでいるため、トイレ室内に臭気が溜まりません。

・木製上屋・洗浄便座・便座クリーナー。 

・二重ロック。（使用中、コイン等による外部から解錠するいたずらを防止） 

   

洗浄方式   水洗 

 (1回あたりの洗浄水量)   常流循環方式 

 (洗浄水の循環再利用の有無)    有 

 (温水洗浄便座の有無)    有（オプション） 

照明      自然採光 ・人工照明 

女性配慮 (男女別の有無)    有（2台以上設置の場合） 

 (洗面台の有無)    無 

 (鏡の有無)    無 

 (手洗いの有無)    無 

 (着替えスペース・設備の有無)   無 

 (フックの有無)    有（オプション） 

 (荷物置の有無)    有（オプション） 

 (防犯ブザーの有無)   無 

可搬方式 (吊り下げ式／自走式) 吊り下げ式可搬方式 (吊り下げ式／自走式)    吊り下げ式

 (必要車両)     車両積載形トラッククレーン 

（ユニック車） 

処理設備 (初期水量)   約 1.0t 

 (消費電力量) 0.92kWh（室内照明含む） 

(便槽貯留量) 0 247t
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 (便槽貯留量)   0.247t 

 (汲み取り量)    1.240t／回 

 (最終処分方法) バキューム車による抜き取り 

供給方法 (レンタル／販売) レンタル ・ 販売 



全国における仮設トイレの個別事例

Ｎｏ：０１９
社名：日本セイフティー

① 災害対策 
・シャトレトイレはどこでも簡単に設置が可能です。 

・トイレと離れた場所にタンクを置くことが可能である為、臭いも少なくトイレの場所に困ることもありません。 

② エコ対策 
・通常のトイレの１回あたりに使用する水量に比べ、約90％節水効果があります。 

節水型トイレ ＮＥＴＩＳ登録 ＮＯ ＫＴ 140056 Ａ

製品名 ブリリアント シャトレトイレ 

型番  

適用地域 (設置・維持管理可能な都道府県) 全国 対応できない地域もあります。 

寸法 (建物全体の寸法) (幅)3,600mm×(奥行)2,300mm× 
(高さ)2,595mm 

・節水型トイレ ＮＥＴＩＳ登録 ＮＯ．ＫＴ-140056-Ａ

③ 女性配慮 
・女性専用トイレとして使用するに当たって、男性が入れないよう、ダイヤル式施錠になっています。 

・出入口のガラスは、曇りガラスになっているので、日の光も入りつつ、中の様子が見えづらいﾄﾞｱになっています。 

・中に収納棚を完備し、男性の目を避けたい衛星用品など常に置いておけるような仕様になっています。 

・エアコンを設置し夏は涼しく冬は暖かい空間です。 

,
重量 (未使用時)   1.0 t 

(最大時)    1.0 t 

換気  自然換気 

トイレ (便器の数・様式) 男子(小便器     器) 

    (大便器 和式  器、洋式  器) 

・中の個室は最大限の広さとなっており、更衣室としての機能も備えてあります。 

・汲み取りトイレですが、汚水タンクが離れたところに設置ができるので水洗トイレのように臭いが気になりません。 

  女子(和式      器、洋式 ２器) 

洗浄方式   水洗 ・ 簡易水洗  

 (1回あたりの洗浄水量)   1.5 ℓ 

 (洗浄水の循環再利用の有無)    無 

 (温水洗浄便座の有無)   有  オプション有

照明     人工照明   

女性配慮 (男女別の有無)    有      

 (洗面台の有無)    有   

 (鏡の有無)    有   

(手洗いの有無) 有 (手洗いの有無)   有    

 (着替えスペース・設備の有無)   有   

 (フックの有無)    有    

 (荷物置の有無)    有    

 (防犯ブザーの有無)   無 オプション 

可搬方式 (吊り下げ式／自走式)可搬方式 (吊り下げ式／自走式)   吊り下げ式  

 (必要車両) ４ｔユニック 

処理設備 (初期水量)      t 

 (消費電力量) 2kWh 

 (便槽貯留量)      t 
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 (汲み取り量)      t／回 

 (最終処分方法) 下水・浄化槽・汲み取り可能      

供給方法 (レンタル／販売)   レンタル   



全国における仮設トイレの個別事例

Ｎｏ：０２０
社名：日本セイフティー

① 災害対策 
・4ｔユニックで設置が出来ます。 

② エコ対策 
・壁は断熱材・発泡ウレタン使用。 

③ 女性配慮 
女性専 と 使 す 性が な ダ 式施錠 な ます

製品名 ブリリアント   

型番  

適用地域 (設置・維持管理可能な都道府県) 全国（対応できない地域もあります） 

寸法 (建物全体の寸法) (幅)3,600mm×(奥行)2,300mm× 
(高さ)2,595mm 

・女性専用トイレとして使用するに当たって、男性が入れないよう、ダイヤル式施錠になっています。 

・框ﾄﾞｱのガラスは、曇りガラスになっているので、日の光も入りつつ、中の様子が見えづらいﾄﾞｱになっています。 

・中に収納棚を完備し、男性の目を避けたい衛星用品など常に置いておけるような仕様になっています。 

・エアコンを設置し夏でも涼しい空間です。 

・中の個室は最大限の広さとなっており、更衣室としての機能も備えてあります。 

・水洗トイレなので、臭いも気になりません。 

重量 (未使用時)   1.0 t 

(最大時)    1.0 t 

換気  自然換気 

トイレ (便器の数・様式) 男子(小便器     器) 

    (大便器 和式  器、洋式  器) 

  女子(和式      器、洋式 ２器) 

洗浄方式   水洗  

 (1回あたりの洗浄水量)   大 8ℓ  小 6ℓ 

 (洗浄水の循環再利用の有無)    無  

 (温水洗浄便座の有無)    有 

照明     人工照明   

女性配慮 (男女別の有無)    有    

 (洗面台の有無)    有    

 (鏡の有無)    有    

(手洗いの有無) 有 (手洗いの有無)   有    

 (着替えスペース・設備の有無)   有   

 (フックの有無)    有   

 (荷物置の有無)    有   

 (防犯ブザーの有無)   無 オプション 

可搬方式 (吊り下げ式／自走式)可搬方式 (吊り下げ式／自走式)   吊り下げ式  

 (必要車両) ４ｔユニック 

処理設備 (初期水量)       t 

 (消費電力量) 1.3kWh 

 (便槽貯留量)       t 
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 (汲み取り量)       t／回 

 (最終処分方法)   下水・浄化槽            

供給方法 (レンタル／販売)   レンタル   



全国における仮設トイレの個別事例

Ｎｏ：０２１
社名：ハイテックス

① 災害対策 

・利用期間が限定される工事現場やイベント用に開発された消臭タンクによる「水洗式仮設トイレ」であるから搬送及び

据え付けが容易である。 

・災害時には病人や足腰の弱い方にとってトイレが階段式であると致命的であり、生命に関わることから「排水圧送粉砕

ポンプ」を用いて段差をなくした。 

・最大揚程5ｍ最大水平圧送距離100ｍの「排水圧送粉砕ポンプ」を有していることから 災害時には設置場所を選ぶこ

製品名 水洗式仮設トイレ 

型番 ＨＴ－Ｂ－９ 

適用地域 (設置・維持管理可能な都道府県) 全国 
寸法 (建物全体の寸法) (幅)1,150mm×(奥行)1,200mm× 

(高さ)2,322mm＝大型版 
・最大揚程5ｍ最大水平圧送距離100ｍの「排水圧送粉砕ポンプ」を有していることから、災害時には設置場所を選ぶこ

となく、トイレハウスと消臭タンクとは相当離なすことができる非常時においても外部からの給水を要することなく水

洗式のトイレを供給できる。 

② エコ対策 

・消臭タンクによる水洗トイレシステムであることから最高水準の節水型便器（大 4.8Ｌ、小 3.6Ｌ）を採用し省資源化

を図っている。今後、平均2.0Ｌ未満/回の省資源便器を開発目標とし、より省資源化に努める計画である。 

ブ ポ プ

重量 (未使用時)   約 0.21 t（90+30+28+62） 

(最大時)    約 1.26 t 

換気  自然換気 

トイレ (便器の数・様式) 男子(小便器     器) 

    (大便器 和式  器、洋式  器) 

・汚臭発生を抑制するための 20Ｗ程度の「ブロワー」と高効率の 380Ｗ「排水圧送粉砕ポンプ」を採用し一日当たりの

消費電力は約0.8ＫＷｈ程度と省エネ型とした。 

③ 女性配慮 

・本格的な水洗トイレシステムにより汚臭から完全解放した。 

・広いハウス（Ｗ1150×Ｌ1200×Ｈ2232）に人感センサー付きＬＥＤ灯を採用し、狭さ及び暗さと怖さを解決した。 

・トイレは女性にとって大切な場所であることから、鏡、棚、フック、場合によっては暖房・充電用コンセントや防犯ブ

  女子(和式      器、洋式 １器) 

洗浄方式   水洗 

 (1 回あたりの洗浄水量)   平均約 4ℓ 

 (洗浄水の循環再利用の有無)    無 

 (温水洗浄便座の有無)    無（オプション） 

ザーも設置する。 

・工事現場用であることからハウスはポリエチレン製であるが、女性が要望されれば、温かみと上品さのある木製や再生

木製ハウスも採用可能である。 

・男女問わず喜ばれる「温水洗浄便座」や「暖房便座」が設置可能である。 

照明     自然採光  ・  人工照明   

女性配慮 (男女別の有無)    有 

 (洗面台の有無)    無 

 (鏡の有無)    無（オプション） 

 (手洗いの有無)    有 

 (着替えスペース・設備の有無)   無（可能） 

 (フックの有無)    有 

 (荷物置の有無)    有 

 (防犯ブザーの有無)   無（オプション） 

可搬方式 (吊り下げ式／自走式)   吊り下げ式 

 (必要車両)   ４t ユニック車 

処理設備 (初期水量)   0.00t 

 (消費電力量) 一日当たり約 0.8 kWh 

 (便槽貯留量)   約 1.0t 

 (汲み取り量) 約 1.0t／回
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(汲み取り量)   約 1.0t／回

 (最終処分方法)   汲取り（専門業者に依頼）      

供給方法 (レンタル／販売)   販売 



全国における仮設トイレの個別事例

Ｎｏ：０２２
社名：ハイテックス

① 災害対策 
・災害時にも対応出来る吊上げ移動型。 

・水道施設が破損時にも水洗可能。 

② エコ対策 
・循環式水洗トイレの省資源型。 

効率的な水処理により太陽光発電でも稼働する省エネ型

製品名 太陽光水洗トイレ 

型番 ＨＴ－Ｗ－３ 

適用地域 (設置・維持管理可能な都道府県) 全国 
寸法 (建物全体の寸法) (幅)1,700mm×(奥行)2,100mm× 

(高さ)2,800 mm＝大型版
・効率的な水処理により太陽光発電でも稼働する省エネ型。

③ 女性配慮 
・本格的な水洗トイレシステムにより汚臭から完全解放した。 

・広いハウスなので着替えもできる。（Ｗ1700×Ｌ2100×Ｈ2800） 

,
重量 (未使用時)   約 1.8 t 

(最大時)    約 3.4 t 

換気  強制換気 

トイレ (便器の数・様式) 男子(小便器     器) 

    (大便器 和式  器、洋式  器) 

  女子(和式      器、洋式 １器) 

洗浄方式   水洗式 

 (1回あたりの洗浄水量)   平均約 6.0 ℓ 

 (洗浄水の循環再利用の有無)    有 

 (温水洗浄便座の有無)    無 

照明     人工照明 

女性配慮 (男女別の有無)    有 

 (洗面台の有無)    無 

 (鏡の有無)    無 

 (手洗いの有無)   有 有

 (着替えスペース・設備の有無)   無 

 (フックの有無)    有 

 (荷物置の有無)    有 

 (防犯ブザーの有無)   無 

可搬方式 (吊り下げ式／自走式) 吊り下げ式可搬方式 (吊り下げ式／自走式) 吊り下げ式

 (必要車両)   ユニック車 

処理設備 (初期水量)   1.3t 

 (消費電力量) 一日当たり約 0.5kWh 

 (便槽貯留量)   約 0.3 t 

(汲み取り量) 約 1 6t／回
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 (汲み取り量)   約 1.6t／回

 (最終処分方法)   汲取り（専門業者に依頼）      

供給方法 (レンタル／販売)   販売 



全国における仮設トイレの個別事例

Ｎｏ：０２３
社名：ハマネツ

① 災害対策 

・各部に不燃材を使用。 

（屋根：ガルバリウム鋼板、外壁・内壁・間仕切壁：鋼板パネル、間仕切カーテン：不燃カーテン）  

・ハウスユニットをベースとしているため本体の剛性が高く、頻繁な輸送・設置・撤去にも安全に運用が可能。  

・室内に手洗い・トイレ・更衣室のすべてを配置してあるため、限られたスペースに設置ができ多様な使用目的に対応が 

可能

製品名 ネクストイレ douce（ドゥース） 

水洗／ポンプ式簡易水洗 

型番 ＴＵ―ＮＸＤＷ／ＮＸＤＦ４Ｗ－Ｃ 

適用地域 (設置・維持管理可能な都道府県) 全国 
寸法 (建物全体の寸法) (幅)2,270mm×(奥行)1,970mm× 

可能。

② エコ対策 

・壁給排水仕様により、設置工事が容易。（水洗）  

・手洗排水を便器洗浄に再利用する構造により少ない水源を有効に利用。（簡易水洗）  

・壁パネル内には硬質発泡ポリウレタンが充填されており、断熱効果がある。  

③ 女性配慮 

遮音性 高 壁パネ により 周囲 音を特に気に な 安心 使用が 能

(高さ)2,700 mm 
重量 (未使用時)   0.7 t 

(最大時)    0.7 t（水洗） 0.9t（簡易水洗） 

換気  機械換気（オプション対応） 

トイレ (便器の数・様式) 男子(小便器     器) 
・遮音性の高い壁パネルにより、周囲への音を特に気にしないで安心して使用が可能。

・化粧直し等に対応するため、カウンター付き手洗器・鏡・手洗照明を設置。  

・大空間更衣スペース（クッションフロア仕様）にはハンガーフックが標準装備され、清潔にゆったりと使用が可能。  

・より安心・快適にご使用いただくため、オプションで非常用報知機（パトライト）・擬音装置を設定。 

    (大便器 和式  器、洋式  器) 
  女子(和式      器、洋式 １器) 
洗浄方式   水洗・簡易水洗 

 (1回あたりの洗浄水量)   6 ℓ（水洗） 0.3ℓ（簡易水洗） 

 (洗浄水の循環再利用の有無)    無 

 (温水洗浄便座の有無)    有 

照明     人工照明 

女性配慮 (男女別の有無)    有 

 (洗面台の有無)    有 

 (鏡の有無)    有 

 (手洗いの有無)    有 

 (着替えスペース・設備の有無)   有 

 (フックの有無)    有 

 (荷物置の有無)    有 

 (防犯ブザーの有無)   有  (オプション)有

可搬方式 (吊り下げ式／自走式)   吊り下げ式 

 (必要車両)   ２t トラック以上 

処理設備 (初期水量)   0.0t 

 (消費電力量) 0.06kWh（水洗） 0.0kWh（簡易水洗）

(便槽貯留量) 0 0t（水洗） 0 12ｔ（簡易水洗）
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 (便槽貯留量)   0.0t（水洗） 0.12ｔ（簡易水洗）

 (汲み取り量)   0.0t/回（水洗）0.12ｔ/回（簡易水洗）

 (最終処分方法)   浄化槽・下水道（水洗） 

  業者汲取り（簡易水洗） 

供給方法 (レンタル／販売)   販売 



全国における仮設トイレの個別事例

Ｎｏ：０２４
社名：ハマネツ

① 災害対策 
・手動式ポンプを利用しタンクより水を汲み上げ汚水を流すため、給排水工事を必要とせず、様々な場所で使用が可能。 

(給水タンクに洗浄水の補充が必要) 

・コンパクトなサイズのため、限られた設置スペースに設置が可能。  

・大容量の便槽を完備し、汲取り回数を低減。 

② エコ対策

製品名 エポックトイレ 

ポンプ式簡易水洗 

型番 ＴＵ―ＥＰ１Ｆ４Ｗ－Ｃ 

適用地域 (設置・維持管理可能な都道府県) 全国 
寸法 (建物全体の寸法) (幅)1,066mm×(奥行)1,731mm× 

② エコ対策

・壁パネル内にはポリスチレン発泡材が充填されており、断熱効果がある。  

・後面窓の開閉により自然換気が可能。  

・LEDセンサーライトを搭載し、省エネに対応。  

③ 女性配慮 
・室内防臭仕様の構造によって室内の臭いを気にせず、快適に使用が可能。  

磁気タ を使 高級感を演出

(高さ)2,503 mm 
重量 (未使用時)   0.25 t 

(最大時)    0.62 t 

換気  機械換気（オプション対応） 

トイレ (便器の数・様式) 男子(小便器     器) 
・フロアーに磁気タイルを使用し、高級感を演出。

・快適に使用するため、オプションで鏡付手洗器（化粧直し等用）、また暖房便座を設定。  

・洗浄ハンドレバーにより力の弱い方でも容易に洗浄が可能。  

    (大便器 和式  器、洋式  器) 
  女子(和式      器、洋式 １器) 
洗浄方式   簡易水洗 

 (1回あたりの洗浄水量)   0.3ℓ（簡易水洗） 

 (洗浄水の循環再利用の有無)    無 

 (温水洗浄便座の有無)    無 

照明     人工照明 

女性配慮 (男女別の有無)    有 

 (洗面台の有無)    有 

 (鏡の有無)    有 (オプション) 

 (手洗いの有無)    有 (オプション) 

 (着替えスペース・設備の有無)   有 

 (フックの有無)    有 

 (荷物置の有無)    有 

 (防犯ブザーの有無)   無 

可搬方式 (吊り下げ式／自走式)   吊り下げ式 

 (必要車両)   ２t トラック以上 

処理設備 (初期水量)   0.058t 

 (消費電力量) 0.0kWh 

 (便槽貯留量) 0.32ｔ
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(便槽貯留 )   0.32ｔ 

 (汲み取り量)   0.32t/回 

 (最終処分方法)   業者汲取り 

供給方法 (レンタル／販売)   販売 



全国における仮設トイレの個別事例

Ｎｏ：０２５
社名：ビー・エス・ケイ

① 災害対策 

・タンク底面がフラットで安定性が良い。 

・つりフック装備の為、運搬・設備が容易。 

・災害時には、水道が止まってしまった場合も清水タンク方式なので使用することが出来ます。 

② エコ対策 

・汲取り回数が少なくてすむゆったりのタンク容量 （清水タンク70Ｌ・汚水タンク450Ｌ）

製品名 BEAUTY SCARLET 簡易水洗式 

型番 BS-KRⅡ 

適用地域 (設置・維持管理可能な都道府県) 全国 
（寒冷地にはヒーター（オプション）も有）

寸法 (建物全体の寸法) (幅) 955mm×(奥行)1,600mm× 
(高さ) ・汲取り回数が少なくてすむゆったりのタンク容量。（清水タンク70Ｌ・汚水タンク450Ｌ）

・フラッパーと防臭板の二重構造によりタンクからの臭いをカット。 

③ 女性配慮 

・従来の仮設トイレではなかった圧迫感のない広い明るい快適空間です。 

・また、鏡・コートフック・化粧棚・照明セットを装備し、女性に配慮しています。 

・便器は爽やかで清潔感のあるブルー色を採用し、日中の室内の明るさは天井パネルに光の透過性のよい材質を使用し、 

自然採光 室内 す

(高さ)2,595 mm
重量 (未使用時)   0.125 t 

(最大時)    0.645 t 

（本体 125㎏＋清水汚水約 520㎏） 

換気  自然換気（左右パネルに空気口付） 

トイレ (便器の数・様式) 和式 １器
自然採光でも室内は明るいです。

・現場への女性の進出による3Ｋイメージ（臭い、暗い、汚い）を払拭しています。 

・ドアも安心のピッタリ施錠。 

・洋式便器に変更出来ますが、フラッパーのみとなり防臭板はつきません。 

・デザイン性。（平成５年度グッドデザイン賞受賞（公共空間部門）） 

トイレ (便器の数・様式) 和式 １器 

   

洗浄方式   簡易水洗 

 (1回あたりの洗浄水量)   0.5ℓ 

 (洗浄水の循環再利用の有無)    無 

 (温水洗浄便座の有無)    無 

照明      人工照明 

（日中は天井パネル材質による自然採光）

女性配慮 (男女別の有無)    有（ドアの男性マーク・女性マークの

パネルにて区別） 

 (洗面台の有無)    無 

 (鏡の有無)    有 

 (手洗いの有無)    無 

 (着替えスペース・設備の有無)   無 

 (フックの有無)    有 

 (荷物置の有無)    有 

 (防犯ブザーの有無)   無 

可搬方式 (吊り下げ式／自走式)    吊り下げ式 

 (必要車両)     ２t 以上のユニックまたは平車 

処理設備 (初期水量)   0.07t 

 (消費電力量) 0.06kWh／月 
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 (便槽貯留量)   0.45t 

 (汲み取り量)    0.45t／回 

 (最終処分方法) 各地域の汲取り業者へ依頼 

供給方法 (レンタル／販売) レンタル ・ 販売 



全国における仮設トイレの個別事例

Ｎｏ：０２６
社名：ビー・エス・ケイ

① 災害対策 

・当社のバイオトイレは、バイオチップ（おが屑）の特性と処理槽内の自動制御によって糞尿の分解を短時間で処理する 

ことが出来るので、仮設現場等における仮説向上を図っています。 

・分解を早める為に、自動撹拌による好気性、自動温度制御で適温、自動水分補給（散水）で湿度管理を行っているので 

悪臭がでないので快適空間となります。 

・災害時には 発電機にて使用可能で 水道が止まってしまった場合も清水タンク方式なので使用することが出来ます

製品名 BEAUTY SCARLET バイオトイレ 

型番 アースレット 

適用地域 (設置・維持管理可能な都道府県) 全国 
（寒冷地にはヒーター（オプション）も有）

寸法 (建物全体の寸法) (幅) 934mm×(奥行)1,650mm× 
(高 ) ・災害時には、発電機にて使用可能で、水道が止まってしまった場合も清水タンク方式なので使用することが出来ます。 

・移動や運搬も軽量パネルなので容易で動かす事が出来ます。 

② エコ対策 

・し尿の処理は、バイオチップ（おが屑）を用いているバイオトイレなので、使用後の汲み取りをしなくて構わないので 

環境に優しいエコトイレです。 

・また、トイレットペーパーも同様に処理することが出来ます。 

(高さ)2,547mm
重量 (未使用時)   約 0.150 t 

(最大時)    約 0.280 t 

（本体 150㎏+清水･チップ約 130㎏）

換気  自然換気（左右パネルに空気口付） 

トイレ (便器の数・様式) 和式 １器
③ 女性配慮

・従来の仮設トイレではなかった圧迫感のない広い明るい快適空間です。 

・また、鏡・コートフック・化粧棚・照明セットを装備し、女性に配慮しています。 

・便器は爽やかで清潔感のあるブルー色を採用し、日中の室内の明るさは天井パネルに光の透過性のよい材質を使用し、 

自然採光でも室内は明るいです。 

・現場への女性の進出による3Ｋイメージ（臭い、暗い、汚い）を払拭しています。 

トイレ (便器の数・様式) 和式 １器 

   

洗浄方式   非水洗 

 (1 回あたりの洗浄水量)   無 

 (洗浄水の循環再利用の有無)    無 

 (温水洗浄便座の有無)    無 

・ドアも安心のピッタリ施錠。 

・洋式便器に変更可。 

・デザイン性。（平成５年度グッドデザイン賞受賞（公共空間部門）） 

照明      人工照明 

（日中は天井パネル材質による自然採光）

女性配慮 (男女別の有無)    有（ドアの男性マーク・女性マークの

パネルにて区別） 

 (洗面台の有無)    無 

 (鏡の有無)    有 

 (手洗いの有無)    無 

 (着替えスペース・設備の有無)   無 

 (フックの有無)    有 

 (荷物置の有無)    有 

 (防犯ブザーの有無)   無 

可搬方式 (吊り下げ式／自走式)   吊り下げ式 

 (必要車両)     ２t以上のユニックまたは平車 

処理設備 (初期水量)   0.10t 

 (消費電力量) 0.60kWh 
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 (便槽貯留量)   0.03t 

 (汲み取り量)   0.0t／回 

 (最終処分方法)    

供給方法 (レンタル／販売) レンタル ・ 販売 



全国における仮設トイレの個別事例

Ｎｏ：０２７
社名：ビスダックジャパン

① 災害対策 
・〝吊って移動・連結、連棟〟出来る！ 

・アジャスター付の脚で、下地に高低差があっても設置可能。（200ｍｍ程まで） 

② エコ対策 
・太陽光パネルも対応可能。 

③ 女 慮

製品名 レブユニット トイレ棟『庵』 

型番  

適用地域 (設置・維持管理可能な都道府県) 全国 

寸法 (建物全体の寸法) (幅)900mm×(奥行)1,800mm× 
(高さ)2,500 mm

③ 女性配慮

・ウォシュレット標準搭載。 

・仕様変更で、洗面台・鏡の設置や、着替えスペースの増設等も可能。 

・フリープランで、受注生産。 

(高さ)2,500 mm
重量 (未使用時) 0.5t 

(最大時)  0.5t 

換気    機械換気 

トイレ (便器の数・様式) 洋式 １器 
   
   
洗浄方式   水洗 

 (1回あたりの洗浄水量) 6ℓ 

 (洗浄水の循環再利用の有無)    無 

 (温水洗浄便座の有無)   有 有

照明   人工照明   

女性配慮 (男女別の有無)  有（複数棟設置で可能） 

 (洗面台の有無)    有 

 (鏡の有無)    有 

(手洗いの有無) 有 (手洗いの有無)   有 

 (着替えスペース・設備の有無)   有 

 (フックの有無)    有 

 (荷物置の有無)    有 

 (防犯ブザーの有無) 有（オプション） 

搬方式 ( げ式／自走式)可搬方式 (吊り下げ式／自走式) 吊り下げ式 

 (必要車両) ２ｔユニック車 

処理設備 (初期水量)  

 (消費電力量)  

 (便槽貯留量)   無 
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 (汲み取り量)   無 

 (最終処分方法) 下水処理               

供給方法 (レンタル／販売) レンタル及び販売 



全国における仮設トイレの個別事例

Ｎｏ：０２８
社名：ビスダックジャパン

① 災害対策 
・〝吊って移動・連結、連棟〟出来る！ 

・アジャスター付の脚で、下地に高低差があっても設置可能。（200ｍｍ程まで） 

② エコ対策 
・太陽光パネルも対応可能。 

製品名 レブユニットトイレ棟『尊』 

型番  

適用地域 (設置・維持管理可能な都道府県) 全国 

寸法 (建物全体の寸法) (幅)2,700mm×(奥行)1,800mm× 
(高さ)2 500 mm

③ 女性配慮 

・ウォシュレット標準搭載。 

・仕様変更で、洗面台・鏡の設置や、着替えスペースの増設等も可能。 

・フリープランで、受注生産。 

(高さ)2,500 mm
重量 (未使用時) 1.2t 

(最大時)  1.2t 

換気    機械換気 

トイレ (便器の数・様式) 小便器 １器  洋式 １器 
手洗器 １器  手洗器 １器 

   
洗浄方式   水洗 

 (1回あたりの洗浄水量) 6ℓ 

 (洗浄水の循環再利用の有無)    無 

 (温水洗浄便座の有無) 有(温水洗浄便座 有無)   有 

照明   人工照明   

女性配慮 (男女別の有無)  有（仕様変更にて可能） 

 (洗面台の有無)    有 

 (鏡の有無)    有 

(手洗いの有無) 有 (手洗いの有無)   有 

 (着替えスペース・設備の有無)   有 

 (フックの有無)    有 

 (荷物置の有無)    有 

 (防犯ブザーの有無) 有（オプション） 

可搬方式 (吊り下げ式／自走式) 吊り下げ式  

 (必要車両) ４ｔユニック車 

処理設備 (初期水量)  

 (消費電力量)  

 (便槽貯留量)   無 
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 (汲み取り量)   無 

 (最終処分方法) 下水処理               

供給方法 (レンタル／販売) レンタル及び販売 



全国における仮設トイレの個別事例

Ｎｏ：０２９
社名：日野興業

① 災害対策 
・標準装備の専用ＬＥＤセンサーライトはＡＣ／ＤＣ／１２Ｖ対応であり。単三電池２本で約１週間使用可能。 

・ノックダウン可能、運搬性、耐衝撃性、保管性に優れている。 

・器具の交換で非水洗、簡易水洗、水洗が選択できる。 

② エコ対策 
・ＬＥＤ人感センサーライトにより消費電力を削減します

製品名 フラワートイレ ＬＸシリーズ 

型番 ＬＸ－(ＷＲ／／ＷＣＰ／ＬＳ／ＦＢ) 

適用地域 (設置・維持管理可能な都道府県) 全国(レンタルの場合、沖縄を除く) 

寸法 (建物全体の寸法) (幅)850mm×(奥行)1,125／1,625mm× 
(高さ)2,490／2,590mm 

( ) ＬＥＤ人感センサ ライトにより消費電力を削減します。

③ 女性配慮 
・パネルを女性専用色であるピンクにする事で男性の誤使用の防止と女性専用を強くアピール。 

・商品名を仮設トイレの悪いイメージの払拭し女性らしさをイメージした「フラワートイレ」として商標登録済。 

・専用マスコットキャラクターも作り、仮設トイレや現場のイメージアップに貢献。 

・装備品も専用となり、レンタルに於ける手間や予算上の仕様変更(スペックダウン)の防止。 

会 デ 女 意 を基 仮 素 様を 定

重量 (未使用時)   0.1 t 

(最大時)    0.5 t 

換気  自然換気 

トイレ (便器の数・様式) 女子ＷＲ／ＷＣＰ (洋式 1 器) 

  手洗いＬＳ(手 1 器） 

・装備品は展示会や現場デモ活動で得た女性の意見を基に仮設トイレ用に素材、仕様を決定した。   更衣室ＦＢ（衛生器具なし） 

洗浄方式   水洗 ・ 簡易水洗  

 (1回あたりの洗浄水量)   8／0.25 ℓ 

 (洗浄水の循環再利用の有無)    無 

 (温水洗浄便座の有無)    ＷＲ有／ＷＣＰ暖房便座有 

照明    自然採光+ＬＥＤ人感センサーライト 

(夜間時) 

女性配慮 (男女別の有無)  有(女性専用モデル) 

 (洗面台の有無)  無(別モデルＬＳとの連棟にて対応) 

 (鏡の有無)    有 

 (手洗いの有無)    無 

 (着替えスペース・設備の有無) 無(別モデルＦＢとの連棟にて対応) 

 (フックの有無)    有 

 (荷物置の有無)    有 

 (防犯ブザーの有無)   無 

可搬方式 (吊り下げ式／自走式)   吊り下げ式  

 (必要車両) トラック全般 

軽トラックを除く（高さ制限の為) 

処理設備 (初期水量)       t 

 (消費電力量) kWh
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 (便槽貯留量)       t 

 (汲み取り量)       t／回 

 (最終処分方法)  

供給方法 (レンタル／販売)   レンタル ・ 販売 



全国における仮設トイレの個別事例

Ｎｏ：０３０
社名：日野興業

① 災害対策 
・特になし。 

② エコ対策 
・人感センサー式換気により消費電力を削減します。 

・ＬＥＤ人感センサーライトにより消費電力を削減します。 

③ 女性配慮

製品名 フラワートイレ Ｂｌｏｏｍ 

型番 ＨＳ－ＢＬプロトタイプ 

適用地域 (設置・維持管理可能な都道府県) 全国(レンタルの場合、沖縄を除く) 

寸法 (建物全体の寸法) (幅)2,050mm×(奥行)1,490mm× 
(高さ)2,491mm 

③ 女性配慮

・衛生器具や建具、照明等、通常の仮設トイレの装備品よりグレードの高い物を装備しています。 

・特徴的な形状にて室内空間を広く、優しく感じさせています。 

・構造、ドアや、内壁、床材等、大手住宅メーカーとのコラボにより仮設感を払拭しています。 

・外観にも女性ならではのデザインを取り入れ、女性専用を強くアピール。 

・優れた断熱構造により、通常の仮設トイレより快適な空間を実現します。 

重量 (未使用時)   0.5 t 

(最大時)    0.5 t 

換気  人感センサー式 

トイレ (便器の数・様式) 男子(小便器     器) 

    (大便器 和式  器、洋式  器) 

  女子(和式      器、洋式 １器) 

洗浄方式   水洗 

 (1回あたりの洗浄水量) 3.5～4.8 ℓ 

 (洗浄水の循環再利用の有無)    無 

 (温水洗浄便座の有無)    有 

照明   ＬＥＤ人感センサーライト(間接照明) 

女性配慮 (男女別の有無)    有 

 (洗面台の有無)    無 

 (鏡の有無)    有 

(手洗いの有無) 有 (手洗いの有無)   有 

 (着替えスペース・設備の有無)   有 

 (フックの有無)    有 

 (荷物置の有無)    有 

 (防犯ブザーの有無)   無 

搬方式 ( げ式／自走式)可搬方式 (吊り下げ式／自走式) 吊り下げ式 

 (必要車両) ４ｔユニック車 

処理設備 (初期水量)  

 (消費電力量)  

 (便槽貯留量)  
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 (汲み取り量)  

 (最終処分方法)  

供給方法 (レンタル／販売) レンタル ・ 販売 



全国における仮設トイレの個別事例

Ｎｏ：０３１
社名：日之出水道機器

① 災害対策 

・消既存の下水道マンホールまたは災害時のトイレ専用孔として整備したマンホールを使用したトイレ。 

・マンホールのふたを開けて、備蓄した上屋と便器を組み立て、設置して使用する構造。（備蓄時はコンパクト） 

・組み立ては容易なため、地域住民等でも対応が可能。 

・長期間の避難生活で使用できるよう、上屋は堅牢構造であり、平常時のトイレに近く安心できる。 

・接続する下水道は耐震化されていることが前提となるが 下水道に直接排泄するため 汲み取り作業等の処理が不要

製品名 マンホールトイレ(上屋：災害用トイレ 
上屋／便器：洋式水洗タイプ) 

型番 上屋：QH-1100/便器：クイックトイレ 
適用地域 (設置・維持管理可能な 

都道府県) 
全国(下水道用マンホールが 

設置されている地域) 
寸法 (建物全体の寸法) (幅)850 (奥行)1 100 接続する下水道は耐震化されていることが前提となるが、下水道に直接排泄するため、汲み取り作業等の処理が不要。

（バキュームカーの調達が不要） 

・災害時のトイレ専用孔として整備した場合は、上流部から水洗用水を流すことで臭いも少ない。 

・東日本大震災の東松島市でも活躍し、全国での採用も拡大中。 

② エコ対策 

・便器の簡易水洗として使用する水量は、0.45ℓ/回。 

寸法 (建物全体の寸法) (幅)850mm × (奥行)1,100mm ×
 (高さ)1,920mm 

重量 (未使用時) 0.046t(上屋と便器の重量) 
(最大時)  0.059t(上屋と便器の重量) 

換気     自然換気 
トイレ (便器の数・様式) 男子(小便器   器) 

③ 女性配慮 

・上屋は堅牢なパネル式、便器は洋式簡易水洗のため、平常時のトイレと同様に安心して使用できる。 

・上屋の空間としてできる隙間も換気用として最小限に留め、ステンレス錠を具備。 

・上屋は夜間の照明によるシルエット映りにも配慮した素材を使用。 

  (大便器 和式  器、洋式  器) 
  女子(和式    器、洋式 １器) 
洗浄方式   簡易水洗 
 (1回あたりの洗浄水量)   0.45ℓ 
 (洗浄水の循環再利用の有無)     無 

(温水洗浄便座の有無) 無 (温水洗浄便座の有無)   無 
照明     人工照明   
女性配慮 (男女別の有無)     無 
 (洗面台の有無)     無 
 (鏡の有無)     無 
 (手洗いの有無)     無 
 (着替えスペース・設備の有無)    無 
 (フックの有無)     無 
 (荷物置の有無)     有 
 (防犯ブザーの有無)     無 
可搬方式 (吊り下げ式／自走式)     吊り下げ式 

(必要車両) 折りたたみ式／人力で運搬可能 (必要車両) 折りたたみ式／人力で運搬可能

処理設備 (初期水量)       t 
 (消費電力量) kWh 
 (便槽貯留量)       t 
 (汲み取り量)       t／回 
 (最終処分方法)   下水道流下 
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供給方法 (レンタル／販売)     販売 



全国における仮設トイレの個別事例

Ｎｏ：０３２
社名：ベクセス

① 災害対策 
・自走できるので必要な場所へ移動をして利用できます。（所有地及び私有地に限る） 

・温水洗浄便座・エアコン用として、発電機を搭載していますで、非常時の電気の供給もできます。 

・100Lの給水タンクを設けていますので、非常時で水が必要なときには強制排出バルブを開けお使いいただけます。 

 （飲料用には使えません） 

② 対策

製品名 多目的トイレカー 

型番  

適用地域 (設置・維持管理可能な都道府県) 日本国内 （保有 1台） 

寸法 (建物全体の寸法) (幅)3,750mm×(奥行)1,670mm× 
(高さ)2,800 mm

② エコ対策

・セルフストップ水栓を使用し、出しっぱなしをなくす効果で節水となります。 

・照明は LEDを使用し省電力で長寿命です。 

③ 女性配慮 
・おむつ交換台・ベビーチェアを設置し、お子様連れの方にも安心です。授乳室としても利用できます。 

・温水洗浄便座・便座クリーナーを備え、快適・清潔にしています。

(高 ) ,
重量 (未使用時) 1.06t 

(最大時)  1.34t 

換気    機械換気 

トイレ (便器の数・様式) 洋式 １器 
   、

・ドアは2重ロックとしています。ドアのガラスは遮光で中が見え難く、さらにカーテンを取付けし中は見えない 

 ようにしています。 

・鏡付手洗い器を設置し、身だしなみを確認できるようにしています。 

・エアコンを設置し、寒い日や暑い日に対応できます。 

④ その他 

オストメイト対応設備としてシ ワ 水栓 レバ 式自在水栓を備えた汚物流しを設置しています 上部には荷物が

洗浄方式     簡易水洗  

 (1回あたりの洗浄水量)   0.5 ℓ ※レバー操作 1回の洗浄水量 

 (洗浄水の循環再利用の有無)    無 

 (温水洗浄便座の有無)    有  

照明   人工照明
・オストメイト対応設備としてシャワー水栓・レバー式自在水栓を備えた汚物流しを設置しています。上部には荷物が 

 置けるカウンターがあります。足踏み開閉式ダストボックスも設置しています。 

照明   人工照明  

女性配慮 (男女別の有無)    無 多目的トイレのため１室１便器 

 (洗面台の有無)    無 

 (鏡の有無)    有    

 (手洗いの有無)    有    

(着替えスペース・設備の有無) 有 (着替えスペース・設備の有無)   有 

 (フックの有無)    有    

 (荷物置の有無)    有  

 (防犯ブザーの有無)   無 ※非常用ランプ有 

可搬方式 (吊り下げ式／自走式)   自走式  

( ) (必要車両)  

処理設備 (初期水量)   0.1 t 

 (消費電力量) kWh 

 (便槽貯留量)   0.28 t 

 (汲み取り量)   0.28 t／回 
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 (最終処分方法)   汲取または排出 

（特種 8ナンバー糞尿車登録）     

供給方法 (レンタル／販売)   レンタル 



全国における仮設トイレの個別事例

Ｎｏ：０３３
社名：ベクセス

① 災害対策 

・自走できるので必要な場所へ移動をして利用できます。（所有地及び私有地に限る） 

・温水洗浄便座・エアコン用として、発電機を搭載していますで、非常時の電気の供給もできます 

・680Lの給水タンクを設けていますので、非常時で水が必要なときには強制排出バルブを開けお使いいただけます。 

 （飲料用には使えません） 

② エコ対策

製品名 ７ブーストイレカー 

型番  

適用地域 (設置・維持管理可能な都道府県) 日本国内 （保有 1台） 

寸法 (建物全体の寸法) (幅)7,155mm×(奥行)2,190mm× 
(高さ)3,250 mm

② エコ対策

・セルフストップ水栓を使用し、出しっぱなしをなくす効果で節水となります。 

・照明は LEDを使用し省電力で長寿命です。 

・擬音装置内蔵の温水洗浄便座で、節水効果も期待できます。 

③ 女性配慮 

・温水洗浄便座・便座クリーナーを備え、快適・清潔にしています。 

(高 ) ,
※使用時はW800×D860の階段がつきます。

重量 (未使用時) 3.69t 

(最大時)  4.69t 

換気    機械換気 

トイレ (便器の数・様式) 洋式 ７器 

・擬音装置内蔵の温水洗浄便座で、プライバシーに配慮しています。 

・前後2カ所にカウンタースペースのある手洗い器と鏡を取付け、パウダリースペースとしても利用いただけます。 

・エアコンを設置し、寒い日や暑い日に対応できます。 

   

洗浄方式     簡易水洗  

 (1 回あたりの洗浄水量)   0.5 ℓ ※レバー操作 1回の洗浄水量 

 (洗浄水の循環再利用の有無)    無 

 (温水洗浄便座の有無)    有  

照明     人工照明   

女性配慮 (男女別の有無)    有（5室と 2室に分けて利用可能） 

 (洗面台の有無)    無 

 (鏡の有無)    有    

(手洗いの有無) 有 (手洗いの有無)   有    

 (着替えスペース・設備の有無)   無 

 (フックの有無)    有    

 (荷物置の有無)    有  

 (防犯ブザーの有無)   無 

可搬方式 (吊り下げ式／自走式) 自走式可搬方式 (吊り下げ式／自走式)   自走式  

 (必要車両)  

処理設備 (初期水量)   0.68 t 

 (消費電力量) kWh 

 (便槽貯留量)   0.98 t 
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 (汲み取り量)   0.98 t／回 

 (最終処分方法)   汲取または排出 

（特種 8ナンバー糞尿車登録）     

供給方法 (レンタル／販売)   レンタル 



全国における仮設トイレの個別事例

Ｎｏ：０３４
社名：ミカサ

① 災害対策 

・水が不要 

・汲み取り不要 

・ＮＥＴＩＳ登録（ＳＫ－060020-Ｖ） 

② エコ対策 

節水 （水を必要としない ）

製品名 バイオミカレット 

型番 ＢＭ25-Ⅰ型・ＢＭ40-Ⅰ型・ＢＭ40-Ⅱ型・

ＢＭ60-Ⅱ型 

適用地域 (設置・維持管理可能な都道府県) 西日本地区（関西以西） 
寸法 (建物全体の寸法) (幅)1,900mm×(奥行)2,200mm× 

・節水。（水を必要としない。）  

・環境にやさしい。（微生物の力でし尿を分解。汲取り不要で放流もないので環境負荷が少ない。）  

・節電。（電気制御によって、必要な時だけヒーターなどの電気機器を動かすことができる。） 

③ 女性配慮 

・悪臭の改善。（微生物によるし尿の分解処理と換気扇による臭気対策。）  

・外観の工夫。（サイディングを活用したスタイリッシュな外観、自然に合う木目調など。）  

 ＢＭ40-Ⅱ型 (高さ)2,780 mm 
重量 (未使用時)   0.55 t 

(最大時)    0.85 t 

換気  機械換気 

トイレ (便器の数・様式) 男子(小便器    １器) 
・オプション対応可能（鏡や荷物台の取り付けが可能。）    ＢＭ40-Ⅱ型   (大便器 和式  器、洋式  器) 

  女子(和式      器、洋式 １器) 
洗浄方式   非水洗 

 (1回あたりの洗浄水量)    

 (洗浄水の循環再利用の有無)    無 

 (温水洗浄便座の有無)    無 

照明     人工照明 

女性配慮 (男女別の有無)    有 

 (洗面台の有無)    無 

 (鏡の有無)    無 

 (手洗いの有無)    無 

 (着替えスペース・設備の有無)   無 

 (フックの有無)    有 

 (荷物置の有無)    有 

 (防犯ブザーの有無) 無(防犯 有無)   無 

可搬方式 (吊り下げ式／自走式)   吊り下げ式 

 (必要車両)   ２t ユニック車 

処理設備 (初期水量)   バイオトイレ 

 (消費電力量) 0.65kWh 

(便槽貯留量) 無
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 (便槽貯留量)   無 

 (汲み取り量)   無 

 (最終処分方法)   無 

供給方法 (レンタル／販売) レンタル ・ 販売 



全国における仮設トイレの個別事例

Ｎｏ：０３５
社名：優成サービス

① 災害対策 
・車両後部がトイレ空間となっている為、移動が可能。車両を移動するだけで簡単に設営・撤収ができる。 

・バイオトイレの為、水を使わず下水施設も汲み取りも不要。 

・サブバッテリーが 2つ付いている為、電気設備が不要。排泄物処理時のヒーターや大風量換気ファン、室内の LED

照明をサブバッテリーで稼動可能。 

当車両は 内閣府が制定した「廃棄物 処理及び清掃に関する法律施行令 基準や都道府県 条例をクリアし公道

製品名 自走式バイオトイレカー（健常者用） 

型番  

適用地域 (設置・維持管理可能な都道府県) 全国 

寸法 (建物全体の寸法) (幅)1,630mm×(奥行)3,520mm× 
(高さ)2,660 mm

・当車両は、内閣府が制定した「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」の基準や都道府県の条例をクリアし公道

を走行できる合法的な移動式トイレ車両である。 

② エコ対策 
・バイオトイレを採用。手に入り易い普通のオガクズを使用し、特別な菌を必要としない。 

・サブバッテリー① 走行中充電。車両のエンジンをかけるとオルタネーター（発電機）で充電。外部電源にも対応。 

・サブバッテリー② 車両屋根部に太陽電池（ソーラーパネル）を搭載し、太陽光から充電。

,
重量 (未使用時) 1.5t 

(最大時)  ― 

換気    機械換気 

トイレ (便器の数・様式) 洋式 １器 
   サブバッテリ ② 車両屋根部に太陽電池（ソ ラ パネル）を搭載し、太陽光から充電。

・ソーラータイプ常時稼動換気ファンを2台設置。 

③ 女性配慮 
・バイオトイレの為、臭いは少なく衛生的ではあるが、さらに、天井部の大風量換気ファンとソーラータイプ常時稼動

換気ファンにより臭気対策を行う。 

・休憩用ベンチを設け、休憩所として活用可能。トイレ出入口の扉には網戸を取り付け、休憩時には外気の取込が可能。 

お化粧直しや身だしなみチ クができるよう全身が映る鏡を設置 鏡横には収納可能なテ ブルを設置

洗浄方式   非水洗 

 (1回あたりの洗浄水量)   ― 

 (洗浄水の循環再利用の有無)    ― 

 (温水洗浄便座の有無)    無（オプションで取り付け可） 

照明   人工照明
・お化粧直しや身だしなみチェックができるよう全身が映る鏡を設置。鏡横には収納可能なテーブルを設置。 

・洗面台を設置し、衛生面をサポート。（手洗い用水タンク使用） 

照明   人工照明  

女性配慮 (男女別の有無)    無 

 (洗面台の有無)    有 

 (鏡の有無)    有 

 (手洗いの有無)    有 

(着替えスペース・設備の有無) 有 (着替えスペース・設備の有無)   有 

 (フックの有無)    有 

 (荷物置の有無)    有 

 (防犯ブザーの有無)   無 

可搬方式 (吊り下げ式／自走式)   自走式  

( ) (必要車両)   ― 

処理設備 (初期水量)   ― 

 (消費電力量) 36kWh 

 (便槽貯留量)   ― 

 (汲み取り量)   ― 
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 (最終処分方法) 3～4ヶ月使用したオガクズは 

有機堆肥として利用 

供給方法 (レンタル／販売)   レンタル  ・  販売 



全国における仮設トイレの個別事例

Ｎｏ：０３６
社名：優成サービス

① 災害対策 
・車両後部がトイレ空間となっている為、移動が可能。車両を移動するだけで簡単に設営・撤収ができる。 

・バイオトイレの為、水を使わず下水施設も汲み取りも不要。車両屋根部のソーラーパネルにより電気設備も不要。 

・東日本大震災10日後から約一年半にわたり弊社所有の障がい者用バイオトイレカーが被災地で実際に稼働。宮城県

石巻市の福祉避難所で高齢者や障がい者のトイレや着替えルームとして使用。津波でライフラインが分断された沿岸

製品名 自走式バイオトイレカー（健常者用） 

型番  

適用地域 (設置・維持管理可能な都道府県) 全国 

寸法 (建物全体の寸法) (幅)1,630mm×(奥行)3,520mm× 
(高さ)2,660 mm 

地域のがれき撤去ボランティアへのトイレ支援も行った。この4号車は震災を教訓に製作。 

・当車両は、内閣府が制定した「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」の基準や都道府県の条例をクリアし公道

を走行できる合法的な移動式トイレ車両である。 

② エコ対策 
・バイオトイレを採用。手に入り易い普通のオガクズを使用し、特別な菌を必要としない。 

重量 (未使用時) 1.5t 

(最大時)  ― 

換気    自然換気 ・ 機械換気 

トイレ (便器の数・様式) 洋式 １器 
   

・車両屋根部のソーラーパネルから蓄電した電気で一日分（約80回）排泄物を処理することが可能。 

・ソーラータイプ常時稼動換気ファンを2台設置。 

③ 女性配慮 
・冷暖房が完備していることで、障がいによりトイレに時間がかかる方でも快適に利用。暖房便座も完備。 

・リフト（耐荷重300kg）付で、車いすのままでも乗降が可能。 

洋式トイレで手すり付きの為 和式の使えない方や高齢者でも安心

洗浄方式   非水洗 

 (1回あたりの洗浄水量)   ― 

 (洗浄水の循環再利用の有無)    ― 

 (温水洗浄便座の有無)    無（オプションで取り付け可） 

照明     人工照明  
・洋式トイレで手すり付きの為、和式の使えない方や高齢者でも安心。

・緊急時ボタンを押すと、車両後部の非常用ランプが点灯。 

・運転席側トイレにはベビーチェア、障がい者用トイレにはベビーベッドを設置。シャワー室もあり震災時も安心。 

女性配慮 (男女別の有無)    無 

 (洗面台の有無)    有 

 (鏡の有無)    有 

 (手洗いの有無)    有 

(着替えスペース・設備の有無) 有 (着替えス ス 設備の有無)   有 

 (フックの有無)    有 

 (荷物置の有無)    有 

 (防犯ブザーの有無)   無 

可搬方式 (吊り下げ式／自走式)   自走式  

(必要車両) (必要車両)   ― 

処理設備 (初期水量)   ― 

 (消費電力量) 36kWh 

 (便槽貯留量)   ― 

 (汲み取り量)   ― 
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 (最終処分方法) 3～4ヶ月使用したオガクズは 

有機堆肥として利用 

供給方法 (レンタル／販売)   レンタル  ・  販売 



全国における仮設トイレの個別事例

Ｎｏ：０３７
社名：レンタルのニッケン

① 災害対策 
・ユニック車での移動が可能。（可搬型） 

② エコ対策 
・清水洗浄式で便器は吸引方式を採用で便槽は便器と分離して設置。臭気対策をしています。 

③ 女性配慮

製品名 多目的トイレ(商品ＣＤ：ＨＷＣＨ) 
型番 ＳＴ３Ｒ－ＲＮ２ 
適用地域 (設置・維持管理可能な 

都道府県) 
日本国内 ※設置環境を確認して可否を 
判断する場合があります。 

寸法 (建物全体の寸法) (幅) 2,196mm × (奥行) 3,706mm ×  
(高さ)

③

・ウォシュレット、鏡、洗面器、カウンターを装備。 

・多目的トイレを想定しており、ブザー、ランプで緊急事態をアラーム。 

(高さ) 2,443mm
重量 (未使用時)      t 

(最大時)       t 
換気     機械換気(換気扇)   
トイレ (便器の数・様式) 男子(小便器     器) 
    (大便器 和式  器、洋式  器)
  女子(和式      器、洋式 １器) 
洗浄方式   簡易水洗  ※吸引式水洗便器  

  ウォシュレット便座 
 (1回あたりの洗浄水量)      ℓ 
 (洗浄水の循環再利用の有無)     無 

(温水洗浄便座の有無) 有 (温水洗浄便座の有無)   有 
照明     人工照明   
女性配慮 (男女別の有無)     無 多目的トイレのため１室１便器 
 (洗面台の有無)     有 
 (鏡の有無)     有 
 (手洗いの有無)     有 
 (着替えスペース・設備の有無)    有 
 (フックの有無)     有 
 (荷物置の有無)     有 
 (防犯ブザーの有無)     有   緊急用ブザー、ランプ 
可搬方式 (吊り下げ式／自走式)     吊り下げ式  

(必要車両) (必要車両)  
処理設備 (初期水量)  ０．３t 
 (消費電力量) 2kw 
 (便槽貯留量)   ０．４t 
 (汲み取り量)   ０．４t／回 
 (最終処分方法)   汲取式               
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供給方法 (レンタル／販売)     レンタル 

 



全国における仮設トイレの個別事例

Ｎｏ：０３８
社名：レンタルのニッケン

① 災害対策 
・軽トラックに搭載、移動しながら使用可能。 

・緊急時に移動して利用可能。 

・使用時に伸長：(幅) 1480mm × (奥行) 1180mm × (高さ) 1999mm  

② エコ対策 

製品名 車載トイレ(商品ＣＤ：ＣＡＷＣ) 
型番 ＴＵ－Ｌ２Ｆ４Ｗ 
適用地域 (設置・維持管理可能な 

都道府県) 
日本国内 ※設置環境を確認して可否を判

断する場合があります。 
寸法 (建物全体の寸法) (幅) 1,480mm × (奥行) 1,180mm ×  

(高さ) 1 783 ※走行時 ・天井トップライトにより明るさアップ。 

③ 女性配慮 
・洋式便器採用、室内も広い設計。 

・清水洗浄方式と臭突管で臭気対策。 

(高さ) 1,783mm ※走行時

重量 (未使用時) 0.12t 
(最大時)  0.28t 

換気     ガラリ換気   
トイレ (便器の数・様式) (小便器    １器) 
  (大便器 和式  器、洋式 １器) 
  (和式      器、洋式 １器) 
洗浄方式   簡易水洗  ※手動ポンプ方式 
 (1回あたりの洗浄水量)            ℓ 
 (洗浄水の循環再利用の有無)     無 
 (温水洗浄便座の有無)     無 
照明 人工照明 LEDセンサ 照明照明     人工照明 LEDセンサー照明

(乾電池式)   
女性配慮 (男女別の有無)     無  多目的トイレのため１室 

洋式便器１、小便器１ 
 (洗面台の有無)     無 
 (鏡の有無)     有 
 (手洗いの有無)     有 
 (着替えスペース・設備の有無)    無 
 (フックの有無)     有       
 (荷物置の有無)     無 
 (防犯ブザーの有無)     無 
可搬方式 (吊り下げ式／自走式) 吊り下げ式可搬方式 (吊り下げ式／自走式)   吊り下げ式

 (必要車両)   軽トラック 
処理設備 (初期水量)  ０．０４t 
 (消費電力量) kw 
 (便槽貯留量)   ０．１２t 
 (汲み取り量)   ０．１２t／回 
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 (最終処分方法)   汲取式               

供給方法 (レンタル／販売)     レンタル 


