
■掃除口付タイプ便器※

■光触媒防汚・防臭機能の汚垂れ陶板※

■光触媒防汚機能の小便器前面板※

フチなし形状一般的に器具の清掃に
最も時間を要します。

大便器内側

巾木巻き上げ施工

A 汚 垂れ石と床材との取り合い

B 掃除 口の設置C

児童・生徒が清掃しやすい器具（大便器・小便
器）の選定が大事です。

コーナー部の汚れを避けるために
は、巾木部分まで床材を巻き上げる
施工がおすすめ。巻き上げたビニ
ル床シートの継ぎ目は、熱風溶接を
することが望ましい。巻き上げ施工
が難しい場合は、端部をシーリング
処理で仕上げることも可能。

小便器下の 汚垂れ石は、吸水性のあ
る石材ではなく、表面吸水のない陶
板が適している。さらに光触媒でに
おいの発生を抑える防臭機能付き汚
垂れ陶板の設置が望ましい。汚垂れ
陶板の施工は、床材・巾木それぞれ
の間にしっかりとシーリングを行う。
超防汚性ビニル床シートでの対応も
可能。

掃除口は通常、主に配管のメ
ンテナンスに使用するが、緊
急時には蓋を外して床排水と
して利用することができる。
掃除口のまわりに汚れがたま
らないよう、ビニル床シート
を巻き込み、同面施工できる
金具がおすすめ。
※あくまで緊急時の使用に限
定し、通常は排水を流さない。

従来タイプの大便器内側のフチ裏
は黒ずみやカビが生えやすい。

フチなしのタイプは汚れを一拭き
で清掃できます。

用務員の声として大便器の詰まりで流れなくなる
ことがよくある、という声が60％に達しています。

光の力で汚れやニオイの原因である菌を減ら
し衛生的なトイレを保ちます。

タイルならではの防汚性とハイドロテクトの防臭効果
でニオイの発生をブロックします。

陶器表面の凸凹を 100 万分の 1mm ナノ
レベルでつるつるに、汚れがつきにくく、
落ちやすい TOTO の独自技術セフィオン
テクト。持続的な衛生管理ができます。

清掃時間約20分　2002年（TOTO調べ )
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床の耐久性
トイレの中で汚れやすい床には、「超防汚性ビニル床シート」。防汚コーティング層の厚みとその
均一性が性能に影響します。小便器下などに特に汚れやにおいが気になる箇所には抗ウイルス・
抗菌性に優れた「防臭防汚大型陶板」が最適です。乾式清掃のトイレには「超防汚性ビニル床シー
ト」、さらに「防臭防汚大型陶板」の組合わせをおすすめします。

器具の清掃メンテナンス性
トイレは汚れやすい場所だけに、いざという時の対処や、日常のメンテナンスがしやすい器具を
選んでおくだけで、維持・管理がかなり容易になります。

セフィオンテクト

トイレの詰まりは
学校の悩みです。

1度の清掃における、各作業に要する
時間の割合

適度な防滑性で滑りにくい！

防滑性

端部シーリング

床仕上げ部
超防汚性長尺シート
巾木巻き上げ

コーナー面木

小便器ライニング全面板

通常：常時閉
緊急時：外して床排水として利用

既設床排水口または掃除口を撤去、
シート用フチなし掃除口に取り替え

シーリング

シーリング

汚垂れ石部：
光触媒セラミックタイル
超防汚性ビニル床シート

床仕上げ部：
超防汚性長尺シート

適切な学校トイレづくり

適切な学校トイレづくり

床仕上げ材一覧表

超防汚性ビニル床シート※1 

磁器タイル

一般ビニル床シート

ビニル床タイル

仕上げ材 防汚性メンテ
ナンス性  耐薬品性耐水性 耐衝撃性意匠性 総合評価コスト

※5 (社)日本建築学会では滑り抵抗係数（Ｃ.Ｓ.Ｒ. 値）が0.4 以上あれば、滑ったりすることによる転倒事故が発生しにくい
　　とされています。

乾燥時

水+ダスト時

防汚コーティング(ＵＶ硬化樹脂)層断面写真※4　

※3耐久性は実歩行試験による摩耗量から、100人 /日の集中歩行を想定し算出しました。
※4当社でサンプルを入手し撮影した写真です。　

超防汚性ビニル床シート※1一般汎用コーティングビニル床シートシート

厚くて均一な防汚コーティング層の耐久性は約340万人歩行、
50年以上 ！※3

大部分の床には「超防汚性ビニル床シート」

表面の防汚コーティング層により、尿による汚れがつきにくく落としやすくなっています。
デザイン性も高く乾式清掃のトイレに適しています。巻上げ施工に適しています。

屋外トイレなど、湿式清掃のトイレに適しています。目地に汚れが溜まりやすいので、清掃を
丁寧に行う必要があります。

比較的低コストの施工が可能です。
柔軟な素材のため、壁際の巻き上げ施工にも適していますが、防汚性がやや劣ります。

汚れがひどい場合は汚れた部分のみの張り替えが可能です。目地に汚れが溜まりやすいので、
清掃を丁寧に行う必要があります。防汚性がやや劣ります。

A

B

C

清掃しやすい施工方法

適切な学校トイレづくり

滑りやすい 滑りにくい

0.78
0.55 差0.23

超防汚性ビニル床シート※1  

0.82
0.52 差0.30

一般ビニル床シート

C.S.R.値
（硬底靴） 0.1 0.2 0.3 0.4

※4

0.5 0.6 0.7 0.8 0.90

※1参考商品： ロンシール工業　サニタリウム

消臭性

創業当初より、業界初のさまざまな製品を世に
送り出してきました。50年以上の時を経てトイ
レ用床材が開発されました。
新幹線の床材にロンシール工業のビニル床シートが採用
されています。

ロンシール工業とビニル床シートの歩み

ビニル床シートの進化

JIS A 1454に準拠

差が小さい方が
滑りにくい
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Q1、児童・生徒用トイレの大便器が詰まって
流れなくなることはありますか？
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セフィオンテクト従来陶器

※参考商品： TOTOパブリックコンパクト便器フラッシュタンク式
　　　　　　TOTOハイドロセラウォール、フロアPU

（学校のトイレ研究会評価）

小便器下など床仕上げ材一覧表

防臭防汚大型陶版※2

超防汚性ビニル床シート※1

磁気タイル

天然石

仕上げ材 防汚性メンテ
ナンス性  耐薬品性耐水性 耐衝撃性意匠性 総合評価コスト

表面給水がない為、ニオイの温床となる尿の染み込みがなく、さらに臭いの発生も抑える機能
を有している。

表面の防汚コーティング層により、尿による汚れがつきにくく、落しやすくなっています。小
便器の下以外の床とフラットな仕上がりが可能です。

目地に汚れが溜まりやすいので、清掃を丁寧に行う必要があります。

天然石ならではの意匠性。吸水率が高く、尿が染み込みが発生する恐れがあります。

※2参考商品： TOTOハイドロセラフロアPU

防臭性

（学校のトイレ研究会評価）

＊上記数値はすべて試験値であり、規格値ではありません。

赤枠はUV硬化樹脂層

トイレ清掃に使用する薬品で変色しにくい！

耐薬品性

洗剤/薬品 一般
ビニル床シート

超防汚性
ビニル床シート

カビ取り剤
ホワイトドメスト 光沢変化あり

光沢変化あり

色調変化あり

変化なし

変化
なし光沢・色調

変化あり

カビキラー
テイクワンL

サンポール
6%次亜塩素酸Na

尿石除去剤
殺菌消毒剤
トイレ用洗浄剤

JIS A 1454に準拠

特徴

特徴

抗菌・防カビ性
JIS Ｚ 2801　JIS Ｚ 2911に準拠

ＴＶＯＣ対策
JIS A 1901に準拠

総揮発有機化合物(TVOC)の
数値が、厚生労働省指針値
400μg/ ㎥を大きく下回
る39μg/㎥ ！

黄色ブドウ菌、大腸菌、カビの
繁殖を防ぐ！

消臭性
ニオイの原因となるアンモニア臭を低減します。
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汚れ染み込み性比較試験※1

内部まで汚れが入り、染み
が発生。

試験方法  (TOTO試験）
着色液を表面に滴下し、1時間放置後。水を含ませたウエス
にてふき取り。
※1 TOTO試験結果であり、条件により効果が異なる場合
があります。

吸水がなく、ふき取りで
キレイに。

御影石 防臭防汚大型陶板

光の当たらない場所
24時間で 99%以上減少※3
JIS Z 2801

JIS基準値※4を大幅に上回る、高い抗菌効果を発揮。

抗菌効果・大腸菌残数の比較※1

※1 当社試験比較であり、条件により効果が異なる場合があります。
※2 JIS R  1702準拠、昼間の窓際（紫外線強度0.25mW/cm）での評価。
※3 JIS Z  2801:2006に準拠して評価。
※4 無加工時の4時間後、24時間後それぞれの残菌数を1/100(99%)
　   以下に減少させた値。 

(TOTO試験）無加工タイル ハイドロセラ

JIS基準値※4

108

104

1

残
菌
数

汚れが付着しにくく落としやすい。尿による変色
がしにくい！

超防汚性・尿汚染性

超防汚性
ビニル床シート※1

試験方法(促進試験):床材の上に尿を滴下し、40℃、80％RH
の環境下で4日間放置後、表面を拭き取り乾燥させた後、
色調変化を確認しました。

一般
ビニル床シート

小便器など特に汚れやにおいが気になる床には「防臭防汚大型陶板」が
さらにおすすめ
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