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窓

高齢者施設向けユニット  介護ユニットバス 

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。●ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。 

2014年９月発売予定 

 Ｃｏｌｏｒ 

ＸＡＶ２０２０ＵＹＸ１□K 

ドア勝手 

２０２０サイズ    アクセントパネル：プラナスナチュラルウッド 

           周辺パネル    ：ベーシスホワイト 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 
２枚引戸 ２枚引戸 ３枚引戸 ３枚引戸 

３枚引戸 ２枚引戸 

サイズ   ：Ｗ２０００ 

有効開口幅：Ｗ１２１４  
サイズ   ：Ｗ１０５０ 

有効開口幅：Ｗ  ９５３  

プラナス 

ナチュラルウッド 
ベーシスホワイト ベージュ 

壁：アクセントパネル 壁：周辺パネル 床：カラリ床 浴槽 手すり 

ホワイト ホワイト 

浴槽 

１２００サイズ 

ＦＲＰ：ホワイト 

ワンプッシュ排水栓 

トランスファーボード 

トランスファーボード 

引っ掛けタイプ 

カラー：未確定 

トランスファーボード 

トランスファーボード 

ベンチタイプ 

カラー：未確定 

水栓金具 

サーモスタットアーチハンドル水栓 排水トラップ：ＶＰ６５受口 

ＶＰ６５ 

排水トラップ 

エアインクリック／ホワイト 

シャワーホース 

照明 

半球型照明：蛍光ランプ 

鏡 

Ｗ２９８×Ｈ６００ 

上下フレーム付 

洗面器置台 

カラー： 

パウダーブラウン 

換気 

換気器具なし 

手すり 

手すり：９箇所設置 

浴槽ハンドクリップ 

横型ハンドグリップ １本（樹脂製） 

２０２０ｻｲｽﾞ基本仕様 

青図用（２０１４年２月１２日現在） 
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窓

高齢者施設向けユニット  介護ユニットバス 

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。 

2014年９月発売予定 

床高さ 給水・給湯エルボ 

非常コール ふろふた 浴槽水栓 

追焚加工 リモコン加工 

収納 

収納棚なし 

床据面からＵＢＦＬ 

までの高さ 

217ｍｍ 

(設定可能範囲） 

２１２ｍｍ～２４７ｍｍ 

水：Ｒｃ１／２ 

湯：Ｒｃ１／２ 

（回転防止材、壁穴加工） 

非常コールなし ふろふたなし 浴槽水栓なし 

追焚加工なし リモコン加工なし 

プラナス 

ナチュラルウッド 

ベーシスホワイト 

ファルティウッド 

（アクセントパネル専用） 

プラナス 

ホワイトウッド 

マテリアル 

アロマピンク 

アロマプレーン 

ホワイト 

アロマブラウン 

ベージュ 

■床 

■壁 

■浴槽 

２０２０サイズ基本仕様 

青図用（２０１４年２月１２日現在） 

ホワイト 
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窓

高齢者施設向けユニット  介護ユニットバス 

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。●ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。 

2014年９月発売予定 

 Ｃｏｌｏｒ 

ＸＡＶ１６２０ＵＹＸ１□K 

ドア勝手 

１６２０サイズ    アクセントパネル：プラナスナチュラルウッド 

           周辺パネル    ：ベーシスホワイト 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 
２枚引戸 ２枚引戸 ３枚引戸 ３枚引戸 

３枚引戸 ２枚引戸 

サイズ   ：Ｗ１６００ 

有効開口幅： Ｗ  ９４６  
サイズ   ：Ｗ１０５０ 

有効開口幅：Ｗ  ９５３  

プラナス 

ナチュラルウッド 
ベーシスホワイト ベージュ 

壁：アクセントパネル 壁：周辺パネル 床：カラリ床 浴槽 手すり 

ホワイト ホワイト 

浴槽 

１２００サイズ 

ＦＲＰ：ホワイト 

ワンプッシュ排水栓 

トランスファーボード 

トランスファーボード 

引っ掛けタイプ 

カラー：未確定 

トランスファーボード 

カラー：未確定 

水栓金具 

サーモスタットアーチハンドル水栓 排水トラップ：ＶＰ６５受口 

ＶＰ６５ 

排水トラップ 

エアインクリック／ホワイト 

シャワーホース 

照明 

半球型照明：蛍光ランプ 

鏡 

Ｗ２９８×Ｈ６0０ 

上下フレーム付 

洗面器置台 

カラー： 

パウダーブラウン 

換気 

換気器具なし 

手すり 

手すり：8箇所設置 

浴槽ハンドクリップ 

横型ハンドグリップ １本（樹脂製） 

１６２０ｻｲｽﾞ基本仕様 

青図用（２０１４年２月１２日現在） 

ベンチタイプ 

オプション対応 
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窓

高齢者施設向けユニット  介護ユニットバス 

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。●ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。 

2014年９月発売予定 

床高さ 給水・給湯エルボ 

非常コール ふろふた 浴槽水栓 

追焚加工 リモコン加工 

収納 

収納棚なし 

床据面からＵＢＦＬ 

までの高さ 

２１７ｍｍ 

(設定可能範囲） 

２１２ｍｍ～２４７ｍｍ 

水：Ｒｃ１／２ 

湯：Ｒｃ１／２ 

（回転防止材、壁穴加工） 

非常コールなし ふろふたなし 浴槽水栓なし 

追焚加工なし リモコン加工なし 

プラナス 

ナチュラルウッド 

ベーシスホワイト 

ファルティウッド 

（アクセントパネル専用） 

プラナス 

ホワイトウッド 

マテリアル 

アロマピンク 

アロマプレーン 

ホワイト 

アロマブラウン 

ベージュ 

■床 

■壁 

■浴槽 

１６２０ｻｲｽﾞ基本仕様 

青図用（２０１４年２月１２日現在） 

ホワイト 
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窓

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。●ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。 

201４年９月発売 高齢者施設向けユニット  介護ユニットバス 

■介護される方やスタッフにもやさしい浴槽 

介護ユニットバス ５つの特長 

特長 

１ 浴槽への出入りをサポート 

特長 

２ 入浴時の安心をサポート 

特長 

３ 浴室内へのスムーズなアプローチ 

特長 

４ 介助の負荷軽減提案 

特長 

５ 掃除や排水もラクラク 

様々な介助の仕方に適応した機能で、サポートする方々を支えます。 

使い勝手はもちろん、安心面にも配慮した浴室空間です。 

特長 

１ 浴槽への出入りをサポート 

３方向に握れるリムを設けています。 

浴槽の出入りや立ち上がりをサポートします。 

特長 

２ 入浴時の安心をサポート 

① ３方向にぎれるリム 

３方にぎれるリム 

アームレスト（壁側のみ） 

浴槽またぎ時の安心配慮 

排水口位置（壁側） 

またぎの時に排水栓を踏みにくい 

滑り込み防止を考慮し、 

背面傾斜を立たせた形状 

腰掛スペース、手掛け 

スペースとしてご利用 

いただけます。 

追焚アダプタをアームレスト内に 

納めることにより、アダプタへの 

接触を抑えます。（オプション） 

包まれる感じのＲ形状 

浴槽またぎ高さ４５０ｍｍ 

浴槽深さ   ４５０ｍｍ 

浴槽へのアプローチを 

配慮した浴槽エプロン 

またぎやすい幅の浴槽リム 

浴槽またぎ高さは４５０ｍｍに設定。 

また、洗い場と浴槽底面の段差をなくすことで、 

バランスを保ちやすいよう、配慮しています。 

② 洗い場と浴槽底面の段差なし 

身体状況、入浴動作や介助状況により必要な手すりへの配慮が異なってきます。 

浴室内では主な５つの目的の手すりが必要です。 

ＴＯＴＯの介護ユニットバスでは、これらの手すりを適材適所に設置しています。 

⑦浴槽出入り用 ⑤浴槽出入り口用 

⑥洗い場移動用 

①浴槽横手すり 

②洗体＆立ち座り用 

③洗体＆立ち座り用 ④浴槽出入り用 

①浴槽横手すり 

① 

② 

体格や身体状況によって、握りやすい位置が違うため、途切れない手すりを設置。 

移動時の握り直しも低減します。 

設置位置は浴槽内で座っても握ることが可能で、引き上げやすい浴槽上面から１５０ｍｍ 
程度に設置。 

②浴槽横手すり 

ラクに立ち上がるため、身体を前傾姿勢に誘導するように、手すりは座面先端から 

２００ｍｍ～３００ｍｍの位置に設置しています。 

③ ④ ③洗面器置台横 縦手すり 

洗面器置台があっても届きやすい前出の大きいＩ型手すり。 

座位姿勢保持には、前出の大きい下部を、立ち上がり時には前傾姿勢が取りやすい上部を握れば 

頭も壁に当たりません。位置は、立っても座っても握りやすい、６００ｍｍ～１２００ｍｍに

設置しています。 

④浴槽横 縦手すり 

③の手すりと併用しながら、身体の向きを変えます。 

２ヶ所を握ることで、身体の重心を安定させ、安全に身体の向きを変えることが出来ます。 

⑦ ⑤ 

⑥ 
洗い場移動時につかま 

りながら移動します 

ドア開閉時に、身体を安定 

させるために使用します 

⑤ ⑥ ⑦ 

２０２０サイズは体の向きを変える時に、 

１６２０サイズは浴槽への立位アプローチ 

時、またぎ込み姿勢を安定させるために 

使用します 

青図用（２０１４年２月１２日現在） 

浴槽短辺もにぎれます 姿勢保持の時に 立ち上がりの時に 浴槽またぎの時に 
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窓

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。●ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。 

201４年９月発売 高齢者施設向けユニット  介護ユニットバス 

レールの下も凹凸が少なく、 

汚れも落としやすい形状です。 

凹凸が少ない形状なので、 

清掃の負荷も少なく、汚れ 

も簡単、確実に落とせます。 

 

■ドア枠レールもお掃除ラクラク 

ドア枠レールは２分割構造。 

ドア本体を取り外すことなく、 

簡単にレールを外す事が 

できます。 

特長 

３ 浴室内へのスムーズなアプローチ 

車いすでのアプローチを想定し、浴室ドアは引戸を採用しています。 

大開口＆入口段差もなく、浴室内へのアプローチがスムーズです。 

 

３枚引戸 

ドアサイズ：Ｗ２０００ 

有効開口幅：Ｗ１２１４ 

２０２０サイズ   

ドア勝手：Ｂ ドア勝手：Ｄ 

ドア勝手：Ａ ドア勝手：Ｃ 

２枚引戸 

ドアサイズ：Ｗ１０５０ 

有効開口幅：Ｗ   ９５３  

１６２０サイズ   

ドア勝手：Ｂ ドア勝手：Ｄ 

３枚引戸 

ドアサイズ：Ｗ１６００ 

有効開口幅：Ｗ  ９４６  

ドア勝手：Ａ ドア勝手：Ｃ 

２枚引戸 

ドアサイズ：Ｗ１０５０ 

有効開口幅：Ｗ   ９５３  

特長 

４ 介助の負荷軽減提案 

特長 

５ 掃除や排水もラクラク 

■すべりにくい「カラリ床」 

カラリパターンの仕組み 通常の床 カラリ床 

水滴は表面の溝に 

引きこまれます 

引き込まれた水は 

大部分が溝を伝って 

排出されます 

表面や溝に残った 

水は自然乾燥します 

滑りの原因は、床に残った水たまり。これを踏んだとき、水は逃げ場をなくし、足の裏と床の間に 

できた水膜で滑りやすくなるのです。「カラリ床」は足の裏と床の間に挟まった水が溝から逃げる、 

滑りにくい構造です。 

■床の清掃もラクラク 

幅木を約７０ｍｍ立上げ、入隅部にＲ加工を施すことにより汚れの付着防止と 

清掃性の向上がはかれます。 

■カビにくくて、お手入れ簡単な「スッキリドア」 

従来のドアは凹凸が多いので 

お掃除が大変でした 

ゴムパッキンとドア下換気口を 

なくしました。凹凸がほとんど 

ないのでお掃除ラクラク 

汚れがたまりやすいドア下の 

換気口をドア上部に移動 

しました 

■浴槽排水時間を短縮 

高齢者施設などでは一日に何回も浴槽のお湯を入替えています。 

ＴＯＴＯの介護ユニットバスでは、雑排水管にＶＰ６５を標準仕様で品揃え。 

当社従来品※と比較して、約３０％時間を短縮できます。わずかな時間ですが、 

準備にかかる時間をサポートします。 

ＶＰ６５Ａ 基本仕様 ＶＰ５０Ａ 

※オプションで「ＶＰ５０」を品揃えしています 

青図用（２０１４年２月１２日現在） 

介助スペースとして使用可能 

介助者 

回転運動 

見守り、１人介助、２人介助など身体状況に合わせて介助方法はさまざま。 

介助負荷低減のひとつとして、ＴＯＴＯはトランスファーボード（引っ掛けタイプ）を 

ご提案。使用しない場合は、取り外し折りたたみが可能です。 

＜介助例  背中から介助＞ 

＜介助例  正面から介助＞ 

＜介助例  ベンチタイプ使用＞ ＜介助例  車イスからのアプローチ ＜介助例  ２人介助＞ 

折りたたみ可能でコンパクト 

＜収納例 引っ掛けタイプ＞ 

※トランスファーボードのカラーは 

  変更になる場合があります 

※和風低床シリーズ 
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青図用図面 

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認

2014年９月発売予定 

 １６２０サイズ  ２０２０サイズ 

青図用（２０１４年２月１２日現在） 
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青図用図面 

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認

2014年９月発売予定 

 ２枚引戸 ３枚引戸 

青図用（２０１４年２月１２日現在） 


