
●水を使わない　●普通のおがくずを使う　●特別な菌は不要  ●肥料になる
バイオトイレ本体は、処理能力の違いで機種が多くあります。水洗トイレと併設する事で災害時のトイレ問題が改善される事になります。

目安（１日）約8～10回
M-08
公示価格 ¥58万（税別）
重さ120㎏　W830×D680×Ｈ480㎜

目安（１日）約16～20回
S-15
公示価格 ¥68万（税別）
重さ140㎏　W620×D1257×Ｈ623㎜

HN-550
公示価格
上・下刃鉄製 ¥280万（税別）
オールステンレス製 ¥360万（税別）
重さ825㎏　W1566×D800×Ｈ1058㎜

目安（１日）約8～10回
TS-15
公示価格 ¥68万（税別）
重さ145㎏　W620×D1355×Ｈ900㎜

目安（１日）約20～25回
TS-25
公示価格 ¥98万（税別）
重さ200㎏　W730×D1575×Ｈ1035㎜

目安（１日）約20～25回
AS-25PK
公示価格 ¥168万（税別）
重さ350㎏　W2110×D1766×Ｈ1402㎜

目安（１日）約40～50回
AW-55PK
公示価格 ¥238万（税別）
重さ370㎏　W730×D600×Ｈ397㎜

目安（１日）約5～6回 目安（１日）約8～10回 目安（１日）約16～20回
KBT-05
セット公示価格 ¥49.8万（税別）
セット重さ80㎏　W800×D754×Ｈ878㎜

KBT-10
セット公示価格 ¥78万（税別）
セット重さ120㎏　W797×D932×Ｈ885㎜

KBT-15
セット公示価格 ¥88万（税別）
セット重さ150㎏　W797×D1088×Ｈ925㎜

目安（１日）約40～50回
S-25
公示価格 ¥98万（税別）
重さ210㎏　W730×D1488×Ｈ833㎜

目安（１日）約1～3㎏
PBT-08
公示価格 ¥29.8万（税別）
重さ80㎏　W705×D552×Ｈ1042㎜

目安（１日）約80～100回
S-50
公示価格 ¥138万（税別）
重さ320㎏　W830×D1846×Ｈ953㎜

目安（１日）約140～160回
Wm2-76KB 腰掛便座付
公示価格 ¥240万（税別）
重さ510㎏　W1220×D1988×Ｈ750㎜

Wm2-76TK 投入口付のΦ200穴付
公示価格 ¥240万（税別）

目安（１日）約25～35回
W-18
公示価格 ¥85万（税別）
重さ175㎏　W773×D973×Ｈ759㎜

目安（１日）約45～55回
W-26
公示価格 ¥110万（税別）
重さ177㎏　W910×D973×Ｈ517㎜

目安（１日）約80～100回
W-43
公示価格 ¥130万（税別）
重さ225㎏　W960×D1212×Ｈ557㎜

目安（１日）約25～35回
SW-18
公示価格 ¥92万（税別）
重さ180㎏　W773×D1055×Ｈ759㎜

目安（１日）約45～55回
SW-26
公示価格 ¥117万（税別）
重さ182㎏　W910×D1055×Ｈ517㎜

目安（１日）約80～100回
SW-43
公示価格 ¥137万（税別）
重さ230㎏　W960×D1294×Ｈ557㎜
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ペットの糞や生ゴミを
入れるだけ！
ドッグラン等に設置
されているタイプです。
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排気管
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中間ファン
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GL

土中

排気管

地下室 中間ファン

排気

室内用無臭トイレ

生ゴミ処理機

駆除シカの
分解処理装置

骨専用
破砕機家庭用

業務用

骨専用粉砕機

山のトイレ

屋外用

屋内用

自治体への備蓄用
提案商品です。

介護用
介護用

3大特長 ①臭わない ②トイレに見えない ③1日1回捨てる必要無し

ランプ生活を
楽しむ人に適合タイプ

無電源タイプ 処理能力は小さいのが特長、100V電源の無い所でもトイレは大丈夫！

手まわし式 手まわし式

自転車こぎタイプ

オプションでヒーターを取付可能

※展示用架台

※展示用架台

介護用 「介護用家具調イス式バイオトイレ」 介護保険適用機種です（部屋に置く臭わないトイレです。）

・山のトイレとして有効です
・小便器を別途取付、オシッコを
　処理槽の外へ出す方法も有効です。

新発売
室内用 介護用 災害時用トイレ

多目的マイ・バイオトイレ
①オガクズ効果で無臭、メンテナンスが容易。
②使用感が現実生活に近い。
③レジャーや介護用に最適です。

NEW

新発売

MBT-06M（男）
公示価格 ¥3.3万（税別）
上部：W356×D592×Ｈ88㎜
下部：W328×D560×Ｈ518㎜

MBT-08L（プラダン）
公示価格 ¥3.5万（税別）
上部：W417×D653×Ｈ84㎜
下部：W385×D617×Ｈ436㎜

MBT-08M（プラダン）
公示価格 ¥3.8万（税別）

ダンボールパーテーション
公示価格 ¥1.5万（税別）
重さ6.8㎏
前幅1000×奥行1310×厚さ50㎜

MBT-06L（男女）
公示価格 ¥3.1万（税別）
上部：W417×D653×Ｈ84㎜
下部：W385×D617×Ｈ436㎜

目安 小便約200～240回

付属品

オガクズ交換目安：約2週間前後
ビニール袋・・・・・・・・・・・・・・3枚
十能（ミニスコップ）・・・1個

※当社製バイオトイレBio-Luxは、屋内外を含めて建築基準法の規定は適用されない事になっています。（平成24年3月9日公示、国土交通省管理番号 23100133）

3大特長（業界初）
①小型軽量で、刃はゆっくり回転します。負荷を感じて自動反転、無負荷を
　感じて自動停止します。
②冷凍骨の破砕もOKです。
③材質はオールステンレス製と鉄製があります。外装はステンレス製です。

S型
ステンレス製ピットを
使用した場合

S型
地下室を

利用した場合

バイオトイレの技術を応用して
開発されました。

据置型

空気の
流れ

空気の
流れ

生ゴミ処理機の原理で
廃鶏処理も可能です！

CK-600
公示価格 ¥1,980万（税別）
重さ4500㎏　W7200×D1230×Ｈ1645㎜

CK-330
公示価格 ¥1,200万（税別）

（排気筒までの高さ3274㎜）

※駆除したエゾシカの死体をそのまま投入
　するだけで、約2週間後、太い骨だけを
　残してエゾシカを分解消滅する自動処理
　装置です。

バイオトイレの設置例　バイオトイレのオガクズ交換は1年に2～3回です。（排気管と中間ファンの点検も同様） 空気の流れとオガクズ効果でトイレ室内は無臭です。 

ダンボール

プラダン

ラーメン等のスープに！

シカです。

※近日発売！

水産加工場で出る
魚の頭や内臓を
オガクズで
処理可能です！

ドッグランに採用
されています。

家庭用生ゴミ処理機ペット用バイオトイレ

有機物分解
処理装置

大容量
対応型

水産加工場に設置
養鶏場に設置（廃鶏の処理）

ワンタッチで
変更可能！

ワンタッチで
変更可能！

公衆トイレに
おすすめ！

置くだけ！

便座直付型 標準型
標準型

目安（１日）約120～150回

S-75
公示価格 ¥200万（税別）
重さ440㎏　W830×D2600×Ｈ953㎜

月山に設置

小便受け付き

和式型
洋式型

目安（１日）約160～200回
S-100
公示価格 ¥258万（税別）
重さ510㎏　W940×D2756×Ｈ980㎜

富士山に設置

公衆トイレ向け

※写真はD型

洗浄便座
取付可 小型船舶に

も！

「埋める・燃やす」から循環型の
処理方法を提案します。

A - 1A - 2A - 3A - 4

◀横取出口◀横取出口

◀横取出口◀横取出口

◀横取出口◀横取出口

据置型

業務用 業務用

目安（１日）約110～120回
Wm2-55DB 暖房便座付
公示価格 ¥200万（税別）
重さ425㎏　W1010×D1768×Ｈ623㎜

Wm2-55TK 投入口付のΦ200穴付
公示価格 ¥200万（税別）

Wm2-55KB 腰掛便座付
公示価格 ¥200万（税別）

Wm2-76YT
和式T型付
公示価格 ¥240万（税別）

Wm2-55YT 和式T型付
公示価格 ¥200万（税別）

Wm2型

S型 S型

話題の無電源

※使用時

排気管

排気

中間ファン

GL

空気の
流れ

S型

※骨を3mm以下に粉砕します。

NEW

1

2

2

1 洋式便器
公示価格 ¥15万（税別）
2 和式T型
公示価格 ¥12万（税別）

オプション

鶏糞処理に利用する場合はステンレス製
スクリューとなります。（特注品）

バイオトイレは「し尿とオガクズ」を資源として捕え、SDGsの推進と循環型社会に貢献します。

Bio-Lux

Bio-Self

SG640 公示価格 ¥90万（税別）
備長炭60㎏　水量0.64㎥
SG640 公示価格 ¥90万（税別）
備長炭60㎏　水量0.64㎥

SG870 公示価格 ¥100万（税別）
備長炭100㎏　水量0.87㎥
SG870 公示価格 ¥100万（税別）
備長炭100㎏　水量0.87㎥

SG1450 公示価格 ¥120万（税別）
備長炭225㎏　水量1.45㎥
SG1450 公示価格 ¥120万（税別）
備長炭225㎏　水量1.45㎥

SG型

Bio-Lux
Water

① 単独浄化槽 ＢＯＤ90mg/L以下（現在販売中止品）

② 合併浄化槽 ＢＯＤ20ｍｇ/L以下、「し尿」と「生活雑排水」を、混ぜて一緒に処理

④ 新浄化装置（雑排水専用）BOD7.4mg/L、全窒素2.1mg/L、全リン0.14mg/L

③ 高度合併浄化槽 BOD10mg/L以下、T-N・Ｔ-Ｐ 10ｍｇ以下

現行

新提案

新浄化装置の
ポイントは!

下水道設備不要の住環境が実現

環境省ETV
実証番号 020-1201

国土交通省 NETIS
登録番号

HK040017VE

分けて処理する
システム図

バイオトイレ新・浄化装置

「トイレと雑排水」を「分けて処理する」システム

浄化装置にトイレ排水が入らない為、沈殿物が少なく、大腸菌対
策も不要。ゆえに、メンテナンスが容易で、出口から排出された
排水は、雨水状態迄きれい！

台所 洗濯 風呂 トイレ

すべては子供達のために！　     下水道不要の住環境を提案！すべては子供達のために！　     下水道不要の住環境を提案！

SDGs国土交通省の新技術認定品
№9

Bio-Lux
Ⓡ

洗浄付可能！

知的財産権 海外支援

●特許：16本
●意匠：31本
●商標：   5本

・バイオトイレと新浄化装置はベトナム国の水環境改善技術に採用されています。

実証事業の実績有り。

SDGsの推進に向けた取組

「バイオトイレ」と「新浄化装置」を活用した環境改善技術
外務省の委託事業 約5千万円（2013年10月17日～2014年3月31日迄）
JICAの委託事業 約 1 億 円（2015年12月18日～2018年5月16日迄）

SDGsの推進と循環がテーマです

（農林水産省鳥獣対策室HP掲載）
（鳥獣捕獲後の減容化施設）

【販売代理店】（問い合せ先）

No9-2020.11

※改良、改善の為、予告なく仕様や価格を変更することがあります。

〒078-8271 北海道旭川市工業団地１条１丁目3-2
電話 0166-39-7611　FAX 0166-39-7612
http:// www.seiwa-denko.co.jp
Eメール：seiwa@seiwa-denko.co.jp

正和電工株式会社

研究開発、製造販売
Seiwa-Denko Co., Ltd.

新浄化装置
（特許請求項数 10個）

そのまま
投入OK!

環境省
環境技術
実証事業

環境省
環境技術
実証事業

室内
無臭

室内
無臭

部屋に置くトイレ！

目安（１日）約48～60kg
SN-150
公示価格 ¥390万（税別）
重さ600㎏
W940×D3690×Ｈ1118㎜

SN-150屋外
公示価格 ¥420万（税別）
重さ600㎏
W940×D3690×Ｈ1118㎜

目安（１日）約100～120㎏
SN-300
公示価格 ¥610万（税別）
重さ1160㎏
W1150×D4769×Ｈ1200㎜

SN-300屋外
公示価格 ¥640万（税別）
重さ1260㎏
W1150×D4896×Ｈ1248㎜

目安（１日）約8～10kg
SN-25D
公示価格 ¥107万（税別）
重さ210㎏
W730×D1488×Ｈ833㎜

目安（１日）約16～20kg
SN-50D
公示価格 ¥158万（税別）
重さ320㎏
W840×D1851×Ｈ953㎜

目安（１日）約24～30kg
SN-75
公示価格 ¥220万（税別）
重さ440㎏
W830×D2600×Ｈ953㎜

目安（１日）約36～40kg
SN-100
公示価格 ¥268万（税別）
重さ510㎏
W940×D2756×Ｈ980㎜

提案！
バキュームカーで吸い取った
「し尿」を処理する事が可能です。

家畜用バイオトイレ

実証実験機
1日約1t処理

目安（１ヶ月）20～25トン

海外現場より毎日2～3トンの
生ゴミを処理していると
報告がありました。

S-2400
公示価格 ¥3,600万（税別）
重さ22t　W11700×D2170×Ｈ2290㎜
（ダイレクト販売商品）

し尿!
生ゴミ!

バイオトイレの
移動できる
最大寸法です。

W型 SW型

Wm2型



●水を使わない　●普通のおがくずを使う　●特別な菌は不要  ●肥料になる
バイオトイレ本体は、処理能力の違いで機種が多くあります。水洗トイレと併設する事で災害時のトイレ問題が改善される事になります。

目安（１日）約8～10回
M-08
公示価格 ¥58万（税別）
重さ120㎏　W830×D680×Ｈ480㎜

目安（１日）約16～20回
S-15
公示価格 ¥68万（税別）
重さ140㎏　W620×D1257×Ｈ623㎜

HN-550
公示価格
上・下刃鉄製 ¥280万（税別）
オールステンレス製 ¥360万（税別）
重さ825㎏　W1566×D800×Ｈ1058㎜

目安（１日）約8～10回
TS-15
公示価格 ¥68万（税別）
重さ145㎏　W620×D1355×Ｈ900㎜

目安（１日）約20～25回
TS-25
公示価格 ¥98万（税別）
重さ200㎏　W730×D1575×Ｈ1035㎜

目安（１日）約20～25回
AS-25PK
公示価格 ¥168万（税別）
重さ350㎏　W2110×D1766×Ｈ1402㎜

目安（１日）約40～50回
AW-55PK
公示価格 ¥238万（税別）
重さ370㎏　W730×D600×Ｈ397㎜

目安（１日）約5～6回 目安（１日）約8～10回 目安（１日）約16～20回
KBT-05
セット公示価格 ¥49.8万（税別）
セット重さ80㎏　W800×D754×Ｈ878㎜

KBT-10
セット公示価格 ¥78万（税別）
セット重さ120㎏　W797×D932×Ｈ885㎜

KBT-15
セット公示価格 ¥88万（税別）
セット重さ150㎏　W797×D1088×Ｈ925㎜

目安（１日）約40～50回
S-25
公示価格 ¥98万（税別）
重さ210㎏　W730×D1488×Ｈ833㎜

目安（１日）約1～3㎏
PBT-08
公示価格 ¥29.8万（税別）
重さ80㎏　W705×D552×Ｈ1042㎜

目安（１日）約80～100回
S-50
公示価格 ¥138万（税別）
重さ320㎏　W830×D1846×Ｈ953㎜

目安（１日）約140～160回
Wm2-76KB 腰掛便座付
公示価格 ¥240万（税別）
重さ510㎏　W1220×D1988×Ｈ750㎜

Wm2-76TK 投入口付のΦ200穴付
公示価格 ¥240万（税別）

目安（１日）約25～35回
W-18
公示価格 ¥85万（税別）
重さ175㎏　W773×D973×Ｈ759㎜

目安（１日）約45～55回
W-26
公示価格 ¥110万（税別）
重さ177㎏　W910×D973×Ｈ517㎜

目安（１日）約80～100回
W-43
公示価格 ¥130万（税別）
重さ225㎏　W960×D1212×Ｈ557㎜

目安（１日）約25～35回
SW-18
公示価格 ¥92万（税別）
重さ180㎏　W773×D1055×Ｈ759㎜

目安（１日）約45～55回
SW-26
公示価格 ¥117万（税別）
重さ182㎏　W910×D1055×Ｈ517㎜

目安（１日）約80～100回
SW-43
公示価格 ¥137万（税別）
重さ230㎏　W960×D1294×Ｈ557㎜

排気口

排気口

排気

排気管

W型

中間ファン
空気の
流れ

GL

W型 Wm2型

ペットの糞や生ゴミを
入れるだけ！
ドッグラン等に設置
されているタイプです。

屋外設置型

排気管

排気

腰掛便器

ステンレス製
ピット

床下

中間ファン

上蓋

GL

土中

排気管

地下室 中間ファン

排気

室内用無臭トイレ

生ゴミ処理機

駆除シカの
分解処理装置

骨専用
破砕機家庭用

業務用

骨専用粉砕機

山のトイレ

屋外用

屋内用

自治体への備蓄用
提案商品です。

介護用
介護用

3大特長 ①臭わない ②トイレに見えない ③1日1回捨てる必要無し

ランプ生活を
楽しむ人に適合タイプ

無電源タイプ 処理能力は小さいのが特長、100V電源の無い所でもトイレは大丈夫！

手まわし式 手まわし式

自転車こぎタイプ

オプションでヒーターを取付可能

※展示用架台

※展示用架台

介護用 「介護用家具調イス式バイオトイレ」 介護保険適用機種です（部屋に置く臭わないトイレです。）

・山のトイレとして有効です
・小便器を別途取付、オシッコを
　処理槽の外へ出す方法も有効です。

新発売
室内用 介護用 災害時用トイレ

多目的マイ・バイオトイレ
①オガクズ効果で無臭、メンテナンスが容易。
②使用感が現実生活に近い。
③レジャーや介護用に最適です。

NEW

新発売

MBT-06M（男）
公示価格 ¥3.3万（税別）
上部：W356×D592×Ｈ88㎜
下部：W328×D560×Ｈ518㎜

MBT-08L（プラダン）
公示価格 ¥3.5万（税別）
上部：W417×D653×Ｈ84㎜
下部：W385×D617×Ｈ436㎜

MBT-08M（プラダン）
公示価格 ¥3.8万（税別）

ダンボールパーテーション
公示価格 ¥1.5万（税別）
重さ6.8㎏
前幅1000×奥行1310×厚さ50㎜

MBT-06L（男女）
公示価格 ¥3.1万（税別）
上部：W417×D653×Ｈ84㎜
下部：W385×D617×Ｈ436㎜

目安 小便約200～240回

付属品

オガクズ交換目安：約2週間前後
ビニール袋・・・・・・・・・・・・・・3枚
十能（ミニスコップ）・・・1個

※当社製バイオトイレBio-Luxは、屋内外を含めて建築基準法の規定は適用されない事になっています。（平成24年3月9日公示、国土交通省管理番号 23100133）

3大特長（業界初）
①小型軽量で、刃はゆっくり回転します。負荷を感じて自動反転、無負荷を
　感じて自動停止します。
②冷凍骨の破砕もOKです。
③材質はオールステンレス製と鉄製があります。外装はステンレス製です。

S型
ステンレス製ピットを
使用した場合

S型
地下室を

利用した場合

バイオトイレの技術を応用して
開発されました。

据置型

空気の
流れ

空気の
流れ

生ゴミ処理機の原理で
廃鶏処理も可能です！

CK-600
公示価格 ¥1,980万（税別）
重さ4500㎏　W7200×D1230×Ｈ1645㎜

CK-330
公示価格 ¥1,200万（税別）

（排気筒までの高さ3274㎜）

※駆除したエゾシカの死体をそのまま投入
　するだけで、約2週間後、太い骨だけを
　残してエゾシカを分解消滅する自動処理
　装置です。

バイオトイレの設置例　バイオトイレのオガクズ交換は1年に2～3回です。（排気管と中間ファンの点検も同様） 空気の流れとオガクズ効果でトイレ室内は無臭です。 

ダンボール

プラダン

ラーメン等のスープに！

シカです。

※近日発売！

水産加工場で出る
魚の頭や内臓を
オガクズで
処理可能です！

ドッグランに採用
されています。

家庭用生ゴミ処理機ペット用バイオトイレ

有機物分解
処理装置

大容量
対応型

水産加工場に設置
養鶏場に設置（廃鶏の処理）

ワンタッチで
変更可能！

ワンタッチで
変更可能！

公衆トイレに
おすすめ！

置くだけ！

便座直付型 標準型
標準型

目安（１日）約120～150回

S-75
公示価格 ¥200万（税別）
重さ440㎏　W830×D2600×Ｈ953㎜

月山に設置

小便受け付き

和式型
洋式型

目安（１日）約160～200回
S-100
公示価格 ¥258万（税別）
重さ510㎏　W940×D2756×Ｈ980㎜

富士山に設置

公衆トイレ向け

※写真はD型

洗浄便座
取付可 小型船舶に

も！

「埋める・燃やす」から循環型の
処理方法を提案します。

A - 1A - 2A - 3A - 4

◀横取出口◀横取出口

◀横取出口◀横取出口

◀横取出口◀横取出口

据置型

業務用 業務用

目安（１日）約110～120回
Wm2-55DB 暖房便座付
公示価格 ¥200万（税別）
重さ425㎏　W1010×D1768×Ｈ623㎜

Wm2-55TK 投入口付のΦ200穴付
公示価格 ¥200万（税別）

Wm2-55KB 腰掛便座付
公示価格 ¥200万（税別）

Wm2-76YT
和式T型付
公示価格 ¥240万（税別）

Wm2-55YT 和式T型付
公示価格 ¥200万（税別）

Wm2型

S型 S型

話題の無電源

※使用時

排気管

排気

中間ファン

GL

空気の
流れ

S型

※骨を3mm以下に粉砕します。

NEW

1

2

2

1 洋式便器
公示価格 ¥15万（税別）
2 和式T型
公示価格 ¥12万（税別）

オプション

鶏糞処理に利用する場合はステンレス製
スクリューとなります。（特注品）

バイオトイレは「し尿とオガクズ」を資源として捕え、SDGsの推進と循環型社会に貢献します。

Bio-Lux

Bio-Self

SG640 公示価格 ¥90万（税別）
備長炭60㎏　水量0.64㎥
SG640 公示価格 ¥90万（税別）
備長炭60㎏　水量0.64㎥

SG870 公示価格 ¥100万（税別）
備長炭100㎏　水量0.87㎥
SG870 公示価格 ¥100万（税別）
備長炭100㎏　水量0.87㎥

SG1450 公示価格 ¥120万（税別）
備長炭225㎏　水量1.45㎥
SG1450 公示価格 ¥120万（税別）
備長炭225㎏　水量1.45㎥

SG型

Bio-Lux
Water

① 単独浄化槽 ＢＯＤ90mg/L以下（現在販売中止品）

② 合併浄化槽 ＢＯＤ20ｍｇ/L以下、「し尿」と「生活雑排水」を、混ぜて一緒に処理

④ 新浄化装置（雑排水専用）BOD7.4mg/L、全窒素2.1mg/L、全リン0.14mg/L

③ 高度合併浄化槽 BOD10mg/L以下、T-N・Ｔ-Ｐ 10ｍｇ以下

現行

新提案

新浄化装置の
ポイントは!

下水道設備不要の住環境が実現

環境省ETV
実証番号 020-1201

国土交通省 NETIS
登録番号

HK040017VE

分けて処理する
システム図

バイオトイレ新・浄化装置

「トイレと雑排水」を「分けて処理する」システム

浄化装置にトイレ排水が入らない為、沈殿物が少なく、大腸菌対
策も不要。ゆえに、メンテナンスが容易で、出口から排出された
排水は、雨水状態迄きれい！

台所 洗濯 風呂 トイレ

すべては子供達のために！　     下水道不要の住環境を提案！すべては子供達のために！　     下水道不要の住環境を提案！

SDGs国土交通省の新技術認定品
№9

Bio-Lux
Ⓡ

洗浄付可能！

知的財産権 海外支援

●特許：16本
●意匠：31本
●商標：   5本

・バイオトイレと新浄化装置はベトナム国の水環境改善技術に採用されています。

実証事業の実績有り。

SDGsの推進に向けた取組

「バイオトイレ」と「新浄化装置」を活用した環境改善技術
外務省の委託事業 約5千万円（2013年10月17日～2014年3月31日迄）
JICAの委託事業 約 1 億 円（2015年12月18日～2018年5月16日迄）

SDGsの推進と循環がテーマです

（農林水産省鳥獣対策室HP掲載）
（鳥獣捕獲後の減容化施設）

【販売代理店】（問い合せ先）

No9-2020.11

※改良、改善の為、予告なく仕様や価格を変更することがあります。

〒078-8271 北海道旭川市工業団地１条１丁目3-2
電話 0166-39-7611　FAX 0166-39-7612
http:// www.seiwa-denko.co.jp
Eメール：seiwa@seiwa-denko.co.jp

正和電工株式会社

研究開発、製造販売
Seiwa-Denko Co., Ltd.

新浄化装置
（特許請求項数 10個）

そのまま
投入OK!

環境省
環境技術
実証事業

環境省
環境技術
実証事業

室内
無臭

室内
無臭

部屋に置くトイレ！

目安（１日）約48～60kg
SN-150
公示価格 ¥390万（税別）
重さ600㎏
W940×D3690×Ｈ1118㎜

SN-150屋外
公示価格 ¥420万（税別）
重さ600㎏
W940×D3690×Ｈ1118㎜

目安（１日）約100～120㎏
SN-300
公示価格 ¥610万（税別）
重さ1160㎏
W1150×D4769×Ｈ1200㎜

SN-300屋外
公示価格 ¥640万（税別）
重さ1260㎏
W1150×D4896×Ｈ1248㎜

目安（１日）約8～10kg
SN-25D
公示価格 ¥107万（税別）
重さ210㎏
W730×D1488×Ｈ833㎜

目安（１日）約16～20kg
SN-50D
公示価格 ¥158万（税別）
重さ320㎏
W840×D1851×Ｈ953㎜

目安（１日）約24～30kg
SN-75
公示価格 ¥220万（税別）
重さ440㎏
W830×D2600×Ｈ953㎜

目安（１日）約36～40kg
SN-100
公示価格 ¥268万（税別）
重さ510㎏
W940×D2756×Ｈ980㎜

提案！
バキュームカーで吸い取った
「し尿」を処理する事が可能です。

家畜用バイオトイレ

実証実験機
1日約1t処理

目安（１ヶ月）20～25トン

海外現場より毎日2～3トンの
生ゴミを処理していると
報告がありました。

S-2400
公示価格 ¥3,600万（税別）
重さ22t　W11700×D2170×Ｈ2290㎜
（ダイレクト販売商品）

し尿!
生ゴミ!

バイオトイレの
移動できる
最大寸法です。

W型 SW型

Wm2型



●水を使わない　●普通のおがくずを使う　●特別な菌は不要  ●肥料になる
バイオトイレ本体は、処理能力の違いで機種が多くあります。水洗トイレと併設する事で災害時のトイレ問題が改善される事になります。

目安（１日）約8～10回
M-08
公示価格 ¥58万（税別）
重さ120㎏　W830×D680×Ｈ480㎜

目安（１日）約16～20回
S-15
公示価格 ¥68万（税別）
重さ140㎏　W620×D1257×Ｈ623㎜

HN-550
公示価格
上・下刃鉄製 ¥280万（税別）
オールステンレス製 ¥360万（税別）
重さ825㎏　W1566×D800×Ｈ1058㎜

目安（１日）約8～10回
TS-15
公示価格 ¥68万（税別）
重さ145㎏　W620×D1355×Ｈ900㎜

目安（１日）約20～25回
TS-25
公示価格 ¥98万（税別）
重さ200㎏　W730×D1575×Ｈ1035㎜

目安（１日）約20～25回
AS-25PK
公示価格 ¥168万（税別）
重さ350㎏　W2110×D1766×Ｈ1402㎜

目安（１日）約40～50回
AW-55PK
公示価格 ¥238万（税別）
重さ370㎏　W730×D600×Ｈ397㎜

目安（１日）約5～6回 目安（１日）約8～10回 目安（１日）約16～20回
KBT-05
セット公示価格 ¥49.8万（税別）
セット重さ80㎏　W800×D754×Ｈ878㎜

KBT-10
セット公示価格 ¥78万（税別）
セット重さ120㎏　W797×D932×Ｈ885㎜

KBT-15
セット公示価格 ¥88万（税別）
セット重さ150㎏　W797×D1088×Ｈ925㎜

目安（１日）約40～50回
S-25
公示価格 ¥98万（税別）
重さ210㎏　W730×D1488×Ｈ833㎜

目安（１日）約1～3㎏
PBT-08
公示価格 ¥29.8万（税別）
重さ80㎏　W705×D552×Ｈ1042㎜

目安（１日）約80～100回
S-50
公示価格 ¥138万（税別）
重さ320㎏　W830×D1846×Ｈ953㎜

目安（１日）約140～160回
Wm2-76KB 腰掛便座付
公示価格 ¥240万（税別）
重さ510㎏　W1220×D1988×Ｈ750㎜

Wm2-76TK 投入口付のΦ200穴付
公示価格 ¥240万（税別）

目安（１日）約25～35回
W-18
公示価格 ¥85万（税別）
重さ175㎏　W773×D973×Ｈ759㎜

目安（１日）約45～55回
W-26
公示価格 ¥110万（税別）
重さ177㎏　W910×D973×Ｈ517㎜

目安（１日）約80～100回
W-43
公示価格 ¥130万（税別）
重さ225㎏　W960×D1212×Ｈ557㎜

目安（１日）約25～35回
SW-18
公示価格 ¥92万（税別）
重さ180㎏　W773×D1055×Ｈ759㎜

目安（１日）約45～55回
SW-26
公示価格 ¥117万（税別）
重さ182㎏　W910×D1055×Ｈ517㎜

目安（１日）約80～100回
SW-43
公示価格 ¥137万（税別）
重さ230㎏　W960×D1294×Ｈ557㎜

排気口

排気口

排気

排気管

W型

中間ファン
空気の
流れ

GL

W型 Wm2型

ペットの糞や生ゴミを
入れるだけ！
ドッグラン等に設置
されているタイプです。

屋外設置型

排気管

排気

腰掛便器

ステンレス製
ピット

床下

中間ファン

上蓋

GL

土中

排気管

地下室 中間ファン

排気

室内用無臭トイレ

生ゴミ処理機

駆除シカの
分解処理装置

骨専用
破砕機家庭用

業務用

骨専用粉砕機

山のトイレ

屋外用

屋内用

自治体への備蓄用
提案商品です。

介護用
介護用

3大特長 ①臭わない ②トイレに見えない ③1日1回捨てる必要無し

ランプ生活を
楽しむ人に適合タイプ

無電源タイプ 処理能力は小さいのが特長、100V電源の無い所でもトイレは大丈夫！

手まわし式 手まわし式

自転車こぎタイプ

オプションでヒーターを取付可能

※展示用架台

※展示用架台

介護用 「介護用家具調イス式バイオトイレ」 介護保険適用機種です（部屋に置く臭わないトイレです。）

・山のトイレとして有効です
・小便器を別途取付、オシッコを
　処理槽の外へ出す方法も有効です。

新発売
室内用 介護用 災害時用トイレ

多目的マイ・バイオトイレ
①オガクズ効果で無臭、メンテナンスが容易。
②使用感が現実生活に近い。
③レジャーや介護用に最適です。

NEW

新発売

MBT-06M（男）
公示価格 ¥3.3万（税別）
上部：W356×D592×Ｈ88㎜
下部：W328×D560×Ｈ518㎜

MBT-08L（プラダン）
公示価格 ¥3.5万（税別）
上部：W417×D653×Ｈ84㎜
下部：W385×D617×Ｈ436㎜

MBT-08M（プラダン）
公示価格 ¥3.8万（税別）

ダンボールパーテーション
公示価格 ¥1.5万（税別）
重さ6.8㎏
前幅1000×奥行1310×厚さ50㎜

MBT-06L（男女）
公示価格 ¥3.1万（税別）
上部：W417×D653×Ｈ84㎜
下部：W385×D617×Ｈ436㎜

目安 小便約200～240回

付属品

オガクズ交換目安：約2週間前後
ビニール袋・・・・・・・・・・・・・・3枚
十能（ミニスコップ）・・・1個

※当社製バイオトイレBio-Luxは、屋内外を含めて建築基準法の規定は適用されない事になっています。（平成24年3月9日公示、国土交通省管理番号 23100133）

3大特長（業界初）
①小型軽量で、刃はゆっくり回転します。負荷を感じて自動反転、無負荷を
　感じて自動停止します。
②冷凍骨の破砕もOKです。
③材質はオールステンレス製と鉄製があります。外装はステンレス製です。

S型
ステンレス製ピットを
使用した場合

S型
地下室を

利用した場合

バイオトイレの技術を応用して
開発されました。

据置型

空気の
流れ

空気の
流れ

生ゴミ処理機の原理で
廃鶏処理も可能です！

CK-600
公示価格 ¥1,980万（税別）
重さ4500㎏　W7200×D1230×Ｈ1645㎜

CK-330
公示価格 ¥1,200万（税別）

（排気筒までの高さ3274㎜）

※駆除したエゾシカの死体をそのまま投入
　するだけで、約2週間後、太い骨だけを
　残してエゾシカを分解消滅する自動処理
　装置です。

バイオトイレの設置例　バイオトイレのオガクズ交換は1年に2～3回です。（排気管と中間ファンの点検も同様） 空気の流れとオガクズ効果でトイレ室内は無臭です。 

ダンボール

プラダン

ラーメン等のスープに！

シカです。

※近日発売！

水産加工場で出る
魚の頭や内臓を
オガクズで
処理可能です！

ドッグランに採用
されています。

家庭用生ゴミ処理機ペット用バイオトイレ

有機物分解
処理装置

大容量
対応型

水産加工場に設置
養鶏場に設置（廃鶏の処理）

ワンタッチで
変更可能！

ワンタッチで
変更可能！

公衆トイレに
おすすめ！

置くだけ！

便座直付型 標準型
標準型

目安（１日）約120～150回

S-75
公示価格 ¥200万（税別）
重さ440㎏　W830×D2600×Ｈ953㎜

月山に設置

小便受け付き

和式型
洋式型

目安（１日）約160～200回
S-100
公示価格 ¥258万（税別）
重さ510㎏　W940×D2756×Ｈ980㎜

富士山に設置

公衆トイレ向け

※写真はD型

洗浄便座
取付可 小型船舶に

も！

「埋める・燃やす」から循環型の
処理方法を提案します。

A - 1A - 2A - 3A - 4

◀横取出口◀横取出口

◀横取出口◀横取出口

◀横取出口◀横取出口

据置型

業務用 業務用

目安（１日）約110～120回
Wm2-55DB 暖房便座付
公示価格 ¥200万（税別）
重さ425㎏　W1010×D1768×Ｈ623㎜

Wm2-55TK 投入口付のΦ200穴付
公示価格 ¥200万（税別）

Wm2-55KB 腰掛便座付
公示価格 ¥200万（税別）

Wm2-76YT
和式T型付
公示価格 ¥240万（税別）

Wm2-55YT 和式T型付
公示価格 ¥200万（税別）

Wm2型

S型 S型

話題の無電源

※使用時

排気管

排気

中間ファン

GL

空気の
流れ

S型

※骨を3mm以下に粉砕します。

NEW

1

2

2

1 洋式便器
公示価格 ¥15万（税別）
2 和式T型
公示価格 ¥12万（税別）

オプション

鶏糞処理に利用する場合はステンレス製
スクリューとなります。（特注品）

バイオトイレは「し尿とオガクズ」を資源として捕え、SDGsの推進と循環型社会に貢献します。

Bio-Lux

Bio-Self

SG640 公示価格 ¥90万（税別）
備長炭60㎏　水量0.64㎥
SG640 公示価格 ¥90万（税別）
備長炭60㎏　水量0.64㎥

SG870 公示価格 ¥100万（税別）
備長炭100㎏　水量0.87㎥
SG870 公示価格 ¥100万（税別）
備長炭100㎏　水量0.87㎥

SG1450 公示価格 ¥120万（税別）
備長炭225㎏　水量1.45㎥
SG1450 公示価格 ¥120万（税別）
備長炭225㎏　水量1.45㎥

SG型

Bio-Lux
Water

① 単独浄化槽 ＢＯＤ90mg/L以下（現在販売中止品）

② 合併浄化槽 ＢＯＤ20ｍｇ/L以下、「し尿」と「生活雑排水」を、混ぜて一緒に処理

④ 新浄化装置（雑排水専用）BOD7.4mg/L、全窒素2.1mg/L、全リン0.14mg/L

③ 高度合併浄化槽 BOD10mg/L以下、T-N・Ｔ-Ｐ 10ｍｇ以下

現行

新提案

新浄化装置の
ポイントは!

下水道設備不要の住環境が実現

環境省ETV
実証番号 020-1201

国土交通省 NETIS
登録番号

HK040017VE

分けて処理する
システム図

バイオトイレ新・浄化装置

「トイレと雑排水」を「分けて処理する」システム

浄化装置にトイレ排水が入らない為、沈殿物が少なく、大腸菌対
策も不要。ゆえに、メンテナンスが容易で、出口から排出された
排水は、雨水状態迄きれい！

台所 洗濯 風呂 トイレ

すべては子供達のために！　     下水道不要の住環境を提案！すべては子供達のために！　     下水道不要の住環境を提案！

SDGs国土交通省の新技術認定品
№9

Bio-Lux
Ⓡ

洗浄付可能！

知的財産権 海外支援

●特許：16本
●意匠：31本
●商標：   5本

・バイオトイレと新浄化装置はベトナム国の水環境改善技術に採用されています。

実証事業の実績有り。

SDGsの推進に向けた取組

「バイオトイレ」と「新浄化装置」を活用した環境改善技術
外務省の委託事業 約5千万円（2013年10月17日～2014年3月31日迄）
JICAの委託事業 約 1 億 円（2015年12月18日～2018年5月16日迄）

SDGsの推進と循環がテーマです

（農林水産省鳥獣対策室HP掲載）
（鳥獣捕獲後の減容化施設）

【販売代理店】（問い合せ先）

No9-2020.11

※改良、改善の為、予告なく仕様や価格を変更することがあります。

〒078-8271 北海道旭川市工業団地１条１丁目3-2
電話 0166-39-7611　FAX 0166-39-7612
http:// www.seiwa-denko.co.jp
Eメール：seiwa@seiwa-denko.co.jp

正和電工株式会社

研究開発、製造販売
Seiwa-Denko Co., Ltd.

新浄化装置
（特許請求項数 10個）

そのまま
投入OK!

環境省
環境技術
実証事業

環境省
環境技術
実証事業

室内
無臭

室内
無臭

部屋に置くトイレ！

目安（１日）約48～60kg
SN-150
公示価格 ¥390万（税別）
重さ600㎏
W940×D3690×Ｈ1118㎜

SN-150屋外
公示価格 ¥420万（税別）
重さ600㎏
W940×D3690×Ｈ1118㎜

目安（１日）約100～120㎏
SN-300
公示価格 ¥610万（税別）
重さ1160㎏
W1150×D4769×Ｈ1200㎜

SN-300屋外
公示価格 ¥640万（税別）
重さ1260㎏
W1150×D4896×Ｈ1248㎜

目安（１日）約8～10kg
SN-25D
公示価格 ¥107万（税別）
重さ210㎏
W730×D1488×Ｈ833㎜

目安（１日）約16～20kg
SN-50D
公示価格 ¥158万（税別）
重さ320㎏
W840×D1851×Ｈ953㎜

目安（１日）約24～30kg
SN-75
公示価格 ¥220万（税別）
重さ440㎏
W830×D2600×Ｈ953㎜

目安（１日）約36～40kg
SN-100
公示価格 ¥268万（税別）
重さ510㎏
W940×D2756×Ｈ980㎜

提案！
バキュームカーで吸い取った
「し尿」を処理する事が可能です。

家畜用バイオトイレ

実証実験機
1日約1t処理

目安（１ヶ月）20～25トン

海外現場より毎日2～3トンの
生ゴミを処理していると
報告がありました。

S-2400
公示価格 ¥3,600万（税別）
重さ22t　W11700×D2170×Ｈ2290㎜
（ダイレクト販売商品）

し尿!
生ゴミ!

バイオトイレの
移動できる
最大寸法です。

W型 SW型

Wm2型



●水を使わない　●普通のおがくずを使う　●特別な菌は不要  ●肥料になる
バイオトイレ本体は、処理能力の違いで機種が多くあります。水洗トイレと併設する事で災害時のトイレ問題が改善される事になります。

目安（１日）約8～10回
M-08
公示価格 ¥58万（税別）
重さ120㎏　W830×D680×Ｈ480㎜

目安（１日）約16～20回
S-15
公示価格 ¥68万（税別）
重さ140㎏　W620×D1257×Ｈ623㎜

HN-550
公示価格
上・下刃鉄製 ¥280万（税別）
オールステンレス製 ¥360万（税別）
重さ825㎏　W1566×D800×Ｈ1058㎜

目安（１日）約8～10回
TS-15
公示価格 ¥68万（税別）
重さ145㎏　W620×D1355×Ｈ900㎜

目安（１日）約20～25回
TS-25
公示価格 ¥98万（税別）
重さ200㎏　W730×D1575×Ｈ1035㎜

目安（１日）約20～25回
AS-25PK
公示価格 ¥168万（税別）
重さ350㎏　W2110×D1766×Ｈ1402㎜

目安（１日）約40～50回
AW-55PK
公示価格 ¥238万（税別）
重さ370㎏　W730×D600×Ｈ397㎜

目安（１日）約5～6回 目安（１日）約8～10回 目安（１日）約16～20回
KBT-05
セット公示価格 ¥49.8万（税別）
セット重さ80㎏　W800×D754×Ｈ878㎜

KBT-10
セット公示価格 ¥78万（税別）
セット重さ120㎏　W797×D932×Ｈ885㎜

KBT-15
セット公示価格 ¥88万（税別）
セット重さ150㎏　W797×D1088×Ｈ925㎜

目安（１日）約40～50回
S-25
公示価格 ¥98万（税別）
重さ210㎏　W730×D1488×Ｈ833㎜

目安（１日）約1～3㎏
PBT-08
公示価格 ¥29.8万（税別）
重さ80㎏　W705×D552×Ｈ1042㎜

目安（１日）約80～100回
S-50
公示価格 ¥138万（税別）
重さ320㎏　W830×D1846×Ｈ953㎜

目安（１日）約140～160回
Wm2-76KB 腰掛便座付
公示価格 ¥240万（税別）
重さ510㎏　W1220×D1988×Ｈ750㎜

Wm2-76TK 投入口付のΦ200穴付
公示価格 ¥240万（税別）

目安（１日）約25～35回
W-18
公示価格 ¥85万（税別）
重さ175㎏　W773×D973×Ｈ759㎜

目安（１日）約45～55回
W-26
公示価格 ¥110万（税別）
重さ177㎏　W910×D973×Ｈ517㎜

目安（１日）約80～100回
W-43
公示価格 ¥130万（税別）
重さ225㎏　W960×D1212×Ｈ557㎜

目安（１日）約25～35回
SW-18
公示価格 ¥92万（税別）
重さ180㎏　W773×D1055×Ｈ759㎜

目安（１日）約45～55回
SW-26
公示価格 ¥117万（税別）
重さ182㎏　W910×D1055×Ｈ517㎜

目安（１日）約80～100回
SW-43
公示価格 ¥137万（税別）
重さ230㎏　W960×D1294×Ｈ557㎜

排気口

排気口

排気

排気管

W型

中間ファン
空気の
流れ

GL

W型 Wm2型

ペットの糞や生ゴミを
入れるだけ！
ドッグラン等に設置
されているタイプです。

屋外設置型

排気管

排気

腰掛便器

ステンレス製
ピット

床下

中間ファン

上蓋

GL

土中

排気管

地下室 中間ファン

排気

室内用無臭トイレ

生ゴミ処理機

駆除シカの
分解処理装置

骨専用
破砕機家庭用

業務用

骨専用粉砕機

山のトイレ

屋外用

屋内用

自治体への備蓄用
提案商品です。

介護用
介護用

3大特長 ①臭わない ②トイレに見えない ③1日1回捨てる必要無し

ランプ生活を
楽しむ人に適合タイプ

無電源タイプ 処理能力は小さいのが特長、100V電源の無い所でもトイレは大丈夫！

手まわし式 手まわし式

自転車こぎタイプ

オプションでヒーターを取付可能

※展示用架台

※展示用架台

介護用 「介護用家具調イス式バイオトイレ」 介護保険適用機種です（部屋に置く臭わないトイレです。）

・山のトイレとして有効です
・小便器を別途取付、オシッコを
　処理槽の外へ出す方法も有効です。

新発売
室内用 介護用 災害時用トイレ

多目的マイ・バイオトイレ
①オガクズ効果で無臭、メンテナンスが容易。
②使用感が現実生活に近い。
③レジャーや介護用に最適です。

NEW

新発売

MBT-06M（男）
公示価格 ¥3.3万（税別）
上部：W356×D592×Ｈ88㎜
下部：W328×D560×Ｈ518㎜

MBT-08L（プラダン）
公示価格 ¥3.5万（税別）
上部：W417×D653×Ｈ84㎜
下部：W385×D617×Ｈ436㎜

MBT-08M（プラダン）
公示価格 ¥3.8万（税別）

ダンボールパーテーション
公示価格 ¥1.5万（税別）
重さ6.8㎏
前幅1000×奥行1310×厚さ50㎜

MBT-06L（男女）
公示価格 ¥3.1万（税別）
上部：W417×D653×Ｈ84㎜
下部：W385×D617×Ｈ436㎜

目安 小便約200～240回

付属品

オガクズ交換目安：約2週間前後
ビニール袋・・・・・・・・・・・・・・3枚
十能（ミニスコップ）・・・1個

※当社製バイオトイレBio-Luxは、屋内外を含めて建築基準法の規定は適用されない事になっています。（平成24年3月9日公示、国土交通省管理番号 23100133）

3大特長（業界初）
①小型軽量で、刃はゆっくり回転します。負荷を感じて自動反転、無負荷を
　感じて自動停止します。
②冷凍骨の破砕もOKです。
③材質はオールステンレス製と鉄製があります。外装はステンレス製です。

S型
ステンレス製ピットを
使用した場合

S型
地下室を

利用した場合

バイオトイレの技術を応用して
開発されました。

据置型

空気の
流れ

空気の
流れ

生ゴミ処理機の原理で
廃鶏処理も可能です！

CK-600
公示価格 ¥1,980万（税別）
重さ4500㎏　W7200×D1230×Ｈ1645㎜

CK-330
公示価格 ¥1,200万（税別）

（排気筒までの高さ3274㎜）

※駆除したエゾシカの死体をそのまま投入
　するだけで、約2週間後、太い骨だけを
　残してエゾシカを分解消滅する自動処理
　装置です。

バイオトイレの設置例　バイオトイレのオガクズ交換は1年に2～3回です。（排気管と中間ファンの点検も同様） 空気の流れとオガクズ効果でトイレ室内は無臭です。 

ダンボール

プラダン

ラーメン等のスープに！

シカです。

※近日発売！

水産加工場で出る
魚の頭や内臓を
オガクズで
処理可能です！

ドッグランに採用
されています。

家庭用生ゴミ処理機ペット用バイオトイレ

有機物分解
処理装置

大容量
対応型

水産加工場に設置
養鶏場に設置（廃鶏の処理）

ワンタッチで
変更可能！

ワンタッチで
変更可能！

公衆トイレに
おすすめ！

置くだけ！

便座直付型 標準型
標準型

目安（１日）約120～150回

S-75
公示価格 ¥200万（税別）
重さ440㎏　W830×D2600×Ｈ953㎜

月山に設置

小便受け付き

和式型
洋式型

目安（１日）約160～200回
S-100
公示価格 ¥258万（税別）
重さ510㎏　W940×D2756×Ｈ980㎜

富士山に設置

公衆トイレ向け

※写真はD型

洗浄便座
取付可 小型船舶に

も！

「埋める・燃やす」から循環型の
処理方法を提案します。

A - 1A - 2A - 3A - 4

◀横取出口◀横取出口

◀横取出口◀横取出口

◀横取出口◀横取出口

据置型

業務用 業務用

目安（１日）約110～120回
Wm2-55DB 暖房便座付
公示価格 ¥200万（税別）
重さ425㎏　W1010×D1768×Ｈ623㎜

Wm2-55TK 投入口付のΦ200穴付
公示価格 ¥200万（税別）

Wm2-55KB 腰掛便座付
公示価格 ¥200万（税別）

Wm2-76YT
和式T型付
公示価格 ¥240万（税別）

Wm2-55YT 和式T型付
公示価格 ¥200万（税別）

Wm2型

S型 S型

話題の無電源

※使用時

排気管

排気

中間ファン

GL

空気の
流れ

S型

※骨を3mm以下に粉砕します。

NEW

1

2

2

1 洋式便器
公示価格 ¥15万（税別）
2 和式T型
公示価格 ¥12万（税別）

オプション

鶏糞処理に利用する場合はステンレス製
スクリューとなります。（特注品）

バイオトイレは「し尿とオガクズ」を資源として捕え、SDGsの推進と循環型社会に貢献します。

Bio-Lux

Bio-Self

SG640 公示価格 ¥90万（税別）
備長炭60㎏　水量0.64㎥
SG640 公示価格 ¥90万（税別）
備長炭60㎏　水量0.64㎥

SG870 公示価格 ¥100万（税別）
備長炭100㎏　水量0.87㎥
SG870 公示価格 ¥100万（税別）
備長炭100㎏　水量0.87㎥

SG1450 公示価格 ¥120万（税別）
備長炭225㎏　水量1.45㎥
SG1450 公示価格 ¥120万（税別）
備長炭225㎏　水量1.45㎥

SG型

Bio-Lux
Water

① 単独浄化槽 ＢＯＤ90mg/L以下（現在販売中止品）

② 合併浄化槽 ＢＯＤ20ｍｇ/L以下、「し尿」と「生活雑排水」を、混ぜて一緒に処理

④ 新浄化装置（雑排水専用）BOD7.4mg/L、全窒素2.1mg/L、全リン0.14mg/L

③ 高度合併浄化槽 BOD10mg/L以下、T-N・Ｔ-Ｐ 10ｍｇ以下

現行

新提案

新浄化装置の
ポイントは!

下水道設備不要の住環境が実現

環境省ETV
実証番号 020-1201

国土交通省 NETIS
登録番号

HK040017VE

分けて処理する
システム図

バイオトイレ新・浄化装置

「トイレと雑排水」を「分けて処理する」システム

浄化装置にトイレ排水が入らない為、沈殿物が少なく、大腸菌対
策も不要。ゆえに、メンテナンスが容易で、出口から排出された
排水は、雨水状態迄きれい！

台所 洗濯 風呂 トイレ

すべては子供達のために！　     下水道不要の住環境を提案！すべては子供達のために！　     下水道不要の住環境を提案！

SDGs国土交通省の新技術認定品
№9

Bio-Lux
Ⓡ

洗浄付可能！

知的財産権 海外支援

●特許：16本
●意匠：31本
●商標：   5本

・バイオトイレと新浄化装置はベトナム国の水環境改善技術に採用されています。

実証事業の実績有り。

SDGsの推進に向けた取組

「バイオトイレ」と「新浄化装置」を活用した環境改善技術
外務省の委託事業 約5千万円（2013年10月17日～2014年3月31日迄）
JICAの委託事業 約 1 億 円（2015年12月18日～2018年5月16日迄）

SDGsの推進と循環がテーマです

（農林水産省鳥獣対策室HP掲載）
（鳥獣捕獲後の減容化施設）

【販売代理店】（問い合せ先）

No9-2020.11

※改良、改善の為、予告なく仕様や価格を変更することがあります。

〒078-8271 北海道旭川市工業団地１条１丁目3-2
電話 0166-39-7611　FAX 0166-39-7612
http:// www.seiwa-denko.co.jp
Eメール：seiwa@seiwa-denko.co.jp

正和電工株式会社

研究開発、製造販売
Seiwa-Denko Co., Ltd.

新浄化装置
（特許請求項数 10個）

そのまま
投入OK!

環境省
環境技術
実証事業

環境省
環境技術
実証事業

室内
無臭

室内
無臭

部屋に置くトイレ！

目安（１日）約48～60kg
SN-150
公示価格 ¥390万（税別）
重さ600㎏
W940×D3690×Ｈ1118㎜

SN-150屋外
公示価格 ¥420万（税別）
重さ600㎏
W940×D3690×Ｈ1118㎜

目安（１日）約100～120㎏
SN-300
公示価格 ¥610万（税別）
重さ1160㎏
W1150×D4769×Ｈ1200㎜

SN-300屋外
公示価格 ¥640万（税別）
重さ1260㎏
W1150×D4896×Ｈ1248㎜

目安（１日）約8～10kg
SN-25D
公示価格 ¥107万（税別）
重さ210㎏
W730×D1488×Ｈ833㎜

目安（１日）約16～20kg
SN-50D
公示価格 ¥158万（税別）
重さ320㎏
W840×D1851×Ｈ953㎜

目安（１日）約24～30kg
SN-75
公示価格 ¥220万（税別）
重さ440㎏
W830×D2600×Ｈ953㎜

目安（１日）約36～40kg
SN-100
公示価格 ¥268万（税別）
重さ510㎏
W940×D2756×Ｈ980㎜

提案！
バキュームカーで吸い取った
「し尿」を処理する事が可能です。

家畜用バイオトイレ

実証実験機
1日約1t処理

目安（１ヶ月）20～25トン

海外現場より毎日2～3トンの
生ゴミを処理していると
報告がありました。

S-2400
公示価格 ¥3,600万（税別）
重さ22t　W11700×D2170×Ｈ2290㎜
（ダイレクト販売商品）

し尿!
生ゴミ!

バイオトイレの
移動できる
最大寸法です。

W型 SW型

Wm2型
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Bio-Lux
国土交通省の新技術

〔NETIS登録番号HK０４００１７-VE〕

無臭 快適 （H10. 5）
（H11. 3）
（H11.11）
（H13. 2）
（H13. 5）

SKM-100-2D 公示価格 ¥580万（税別）
重さ1700㎏　W3200×D1900×Ｈ2700㎜

SKM-75-2DW 公示価格 ¥532万（税別）
重さ1450㎏　W3200×D1890×Ｈ2700㎜

SKM-50-2D 公示価格 ¥320万（税別）
重さ1050㎏　W2200×D1970×Ｈ2700㎜

SKM-25-2D 公示価格 ¥270万（税別）
重さ950㎏　W2200×D1970×Ｈ2700㎜

SKM-50LOG-DX 公示価格 ¥450万（税別）
重さ1950㎏　W3093×D2140×Ｈ2700㎜

SKM-25LOG-DX 公示価格 ¥400万（税別）
重さ1850㎏　W3093×D2140×Ｈ2700㎜

SKML-W50LOG-DX 公示価格 ¥700万（税別）
重さ3100㎏　W4660×D2050×Ｈ2700㎜

SKML-W25LOG-DX 公示価格 ¥650万（税別）
重さ2900㎏　W4660×D2050×Ｈ2700㎜

SSK-25LOG-T 公示価格 ¥625万（税別）
重さ2450㎏　W4100×D2020×Ｈ2700㎜

SSK-50LOG-T 公示価格 ¥680万（税別）
重さ2680㎏　W4450×D2171×Ｈ2700㎜

SSK-50LOG 公示価格 ¥630万（税別）
重さ2550㎏　W3900×D2171×Ｈ2700㎜

SSK-25LOG 公示価格 ¥580万（税別）
重さ2350㎏　W3600×D2020×Ｈ2700㎜

SSK-50LOG-MS 公示価格 ¥780万（税別）
重さ2740㎏　W2300×D4700×Ｈ2750㎜

SSK-25LOG-MS 公示価格 ¥730万（税別）
重さ2630㎏　W2300×D4700×Ｈ2750㎜

SKM-50S 公示価格 ¥280万（税別）
重さ1150㎏　W1750×D2690×Ｈ2700㎜

SKM-25S 公示価格 ¥230万（税別）
重さ950㎏　W1750×D2290×Ｈ2700㎜

SKL-50T 公示価格 ¥265万（税別）
重さ1100㎏　W1750×D2690×Ｈ2700㎜

SKL-25T 公示価格 ¥220万（税別）
重さ850㎏　W1750×D2290×Ｈ2700㎜

SSK-50T 公示価格 ¥550万（税別）
重さ1700㎏　W4350×D2171×Ｈ2700㎜

SSK-50 公示価格 ¥500万（税別）
重さ1650㎏　W3800×D2171×Ｈ2700㎜

SSK-25T 公示価格 ¥495万（税別）
重さ1500㎏　W4000×D2020×Ｈ2700㎜

SSK-25 公示価格 ¥450万（税別）
重さ1400㎏　W3500×D2020×Ｈ2700㎜

【S型内蔵】【S型内蔵】

【S型内蔵】 【S型内蔵】

SSKサイディングタイプ

平面図

4,
35
0m
m

側面図

目安（１日）約25～35回

目安（１日）約45～55回

GKR-SW18-2DW 公示価格 ¥345万（税別）
重さ1470㎏　W2250×D2060×Ｈ2450㎜

GKR-SW26 公示価格 ¥193万（税別）
重さ850㎏　W1250×D2060×Ｈ2450㎜

【S型内蔵】

公衆トイレ
公共トイレ

【デラックス型】

小便器2、大便器1

手洗器

GKR型内部 GKR-WY型内部

（T型便器）

SKM-75-2D型内部
（小便器1、大便器2）

手洗器付

T型手洗器付

写真はSSK-25型
（図面は、SSK-50T型です。）

手洗器付

手洗器付

【デラックス型】（2台内蔵）

周り壁スロープタイプ
北海道福祉のまちづくり奨励賞受賞作品

屋根は2タイプあります。
意匠登録番号　第1119971号
【男女別入口複数一体型組立便所】

屋根は2タイプあります。
意匠登録番号　第1119971号
【男女別入口複数一体型組立便所】

快適トイレ仕様

作業現場
 レンタルにも！

KKL-W18T 公示価格 ¥235万（税別）
重さ1220㎏　W1800×D1970×Ｈ2450㎜

KKL-W26T 公示価格 ¥260万（税別）
重さ1250㎏　W1900×D1970×Ｈ2450㎜

KKL-W18DX 公示価格 ¥315万（税別）
重さ1650㎏　W2600×D1970×Ｈ2450㎜

KKL-W26DX 公示価格 ¥350万（税別）
重さ1750㎏　W2800×D1970×Ｈ2450㎜

KKL-W18 公示価格 ¥225万（税別）
重さ1000㎏　W1400×D1970×Ｈ2450㎜

地球環境に
やさしい

GKL-43 公示価格 ¥190万（税別）
重さ970㎏　W1050×D2050×Ｈ2650㎜

GKM-43 公示価格 ¥200万（税別）
重さ1070㎏　W1250×D2050×Ｈ2650㎜

目安（１日）
約80～100回

●鏡 2個
●服掛けフック 2個
●小物置棚
●センサー照明（内外）
●警報ベル
●手洗い器
●換気扇
●タタミ 1畳（DX型のみ）

タタミ 1畳付

目安（１日）約160～200回 目安（１日）約120～150回

処理能力が
大きい！

バリアフリー!

バリアフリー!

GKR-W18-2DW 公示価格 ¥335万（税別）
重さ1450㎏　W2250×D2060×Ｈ2450㎜

GKR-W26 公示価格 ¥185万（税別）
重さ840㎏　W1250×D2060×Ｈ2450㎜

目安（１日）約80～100回
GKR-W43 公示価格 ¥240万（税別）
重さ900㎏　W1310×D2060×Ｈ2450㎜

GKR-SW43 公示価格 ¥248万（税別）
重さ920㎏　W1310×D2060×Ｈ2450㎜

多目的

2ドア

2ドア

多目的

■
■
■
■
■

旭川しんきん 産業振興賞
ホクレン夢大賞 優秀賞
ニュービジネス大賞 奨励賞
木 材 学 会 技 術 賞
旭川観光協会 特別功労賞

（H14.10）
（H14.11）
（H16. 5）
（H16. 5）
（H16. 9）

■
■
■
■
■

中 小 企 業 庁 長 官 賞
北 海 道 新 聞 文 化 賞
北 の く ら し 大 賞
日 本 環 境 経 営 大 賞
環 境 貢 献 賞

（H17. 6）
（H17. 6）
（H18. 2）
（H18. 2）
（H18.10）

■
■
■
■
■

環 境 大 臣 表 彰 環 境 賞
旭 川 観 光 顕 功 賞
中 小 企 業 庁 長 官 賞
日本発明振興協会会長賞
北 海 道 知 事 奨 励 賞

（H19. 3）
（H19. 4）
（H19. 6）
（H19. 8）
（H20.10）

■
■
■
■
■

林 野 庁 長 官 賞
文部科学大臣表彰 科学技術賞
優 秀 環 境 装 置 表 彰
ものづくり日本大賞 優秀賞
北海道福祉のまちづくり賞

（H21. 4）
（H22. 1）
（H22. 9）
（H22.10）
（H22.10）

■
■
■
■
■

元気なモノ作り中小企業300社認定
北のブランド2 0 1 0認定
旭川市開村120年記念表彰
クリーンジャパンセンター会長賞
特 許 庁 長 官 奨 励 賞

（H23.11）
（H24. 5）
（H25. 1）
（H26. 9）
（H26.11）

■
■
■
■
■

発 明 協 会 会 長 賞
日 本 環 境 経 営 大 賞
旭 川 優 秀 経 営 者 表 彰
第2回旭川ものづくり大賞 特別賞
北のブランド2015 金賞

（H27. 5）
（H28. 3）
（H28.10）
（H29.10）
（R 2. 3）

■
■
■
■
■

黄 綬 褒 章
強 靭 化 大 賞 優 良 賞
日 本 弁 理 士 会 会 長 賞
発 明 奨 励 功 労 賞
旭川しんきん振興奨励賞

車
イ
ス
対
応

車
イ
ス
対
応

KKL-Wm2-76 公示価格 ¥550万（税別）
重さ1500㎏　W1600×D2691×Ｈ2700㎜

仮設バイオトイレ仮設バイオトイレ

【W型内蔵】【W型内蔵】

GKM-W26 公示価格 ¥180万（税別）
重さ775㎏　W1250×D1850×Ｈ2100㎜

GKM-SW26 公示価格 ¥188万（税別）
重さ775㎏　W1250×D1850×Ｈ2100㎜

目安（１日）約45～55回 目安（１日）約80～100回

GKM-W43 公示価格 ¥220万（税別）
重さ900㎏　W1250×D2050×Ｈ2100㎜

GKM-SW43 公示価格 ¥228万（税別）
重さ900㎏　W1250×D2050×Ｈ2100㎜

【K18型内蔵】

GKL-18 公示価格 ¥135万（税別）
重さ730㎏　W1050×D1850×Ｈ2100㎜

GKM-18 公示価格 ¥145万（税別）
重さ780㎏　W1250×D1850×Ｈ2100㎜

目安（１日）
約25～35回

GKM-22 公示価格 ¥160万（税別）
重さ890㎏　W1250×D1850×Ｈ2500㎜

目安（１日）
約35～45回

GKL-22 公示価格 ¥150万（税別）
重さ840㎏　W1050×D1850×Ｈ2500㎜

GKL内部（22型、43型）

GKM内部（22型、43型）

SKM-50LOG 公示価格 ¥400万（税別）
重さ1800㎏　W3093×D2140×Ｈ2700㎜

SKM-25LOG 公示価格 ¥350万（税別）
重さ1700㎏　W3093×D2140×Ｈ2700㎜

SKL-50LOG 公示価格 ¥350万（税別）
重さ1760㎏　W2045×D2920×Ｈ2700㎜

SKL-25LOG 公示価格 ¥300万（税別）
重さ1640㎏　W2045×D2920×Ｈ2700㎜

SKL-50LOG-DX 公示価格 ¥380万（税別）
重さ1880㎏　W2045×D2920×Ｈ2700㎜

SKL-25LOG-DX 公示価格 ¥330万（税別）
重さ1760㎏　W2045×D2920×Ｈ2700㎜

【デラックス型】【デラックス型】

S型内蔵ログハウスタイプ 25型：目安（1日）約40～50回、 50型：目安（1日）約80～100回
新潟県新潟市の阿賀野川河川公園でも多くのバイオトイレが活躍中です。（普及型とデラックス型があります）　 S型内蔵業務用タイプ 仮設トイレ（サイディングタイプ）

多目的バイオトイレ ※スロープの寸法はお問い合わせください。

手洗器付
手洗器付 手洗器付

25型：目安（1日）約20～25回、 55型：目安（1日）約40～50回

25型：目安（1日）約40～50回、 50型：目安（1日）約80～100回

25型：目安（1日）約40～50回、 50型：目安（1日）約80～100回
W18型内蔵：目安（1日）約25～35回、W26型内蔵：目安（1日）約45～55回、W43型内蔵：目安（1日）約80～100回

Wm2-76型内蔵：目安（1日）約140～160回

無電源タイプ
【無電源タイプ】 【無電源タイプ】

ソーラー付 LED街路灯（本体）
ES 400 103
価格 ¥46万（税別）
ポール別

（ペダル式1台内蔵）ヒーター無し
SKM-25LOG-PK-DX 公示価格 ¥500万（税別）
重さ1500㎏　W3093×D2140×Ｈ2700㎜

SKM-AW55PK Log 公示価格 ¥640万（税別） SKML-AW55PK Log 公示価格 ¥980万（税別）

山のトイレ 山のトイレ

手洗器付

SKL-50 公示価格 ¥240万（税別）
重さ920㎏　W1250×D2690×Ｈ2700㎜

SKL-25 公示価格 ¥200万（税別）
重さ750㎏　W1250×D2260×Ｈ2700㎜

SKM-50T 公示価格 ¥330万（税別）
重さ1130㎏　W2550×D1966×Ｈ2700㎜

SKM-25T 公示価格 ¥275万（税別）
重さ930㎏　W2550×D1870×Ｈ2700㎜

SKM-50 公示価格 ¥300万（税別）
重さ1060㎏　W2200×D1966×Ｈ2700㎜

SKM-25 公示価格 ¥250万（税別）
重さ850㎏　W2100×D1870×Ｈ2700㎜

T型手洗器付

無臭

■SSK型ログ張りタイプ

ユニバーサルデザインに配慮した
バイオトイレのデザイン開発

平成15年度共同研究
（北海道立林産試験場・正和電工株式会社）

新発売

観光地や
公園に

処理能力が大きく、メンテナンスがしやすいタイプです。特長

GKL-Wm2-76 公示価格 ¥475万（税別）
重さ1350㎏　W1410×D2580×Ｈ2650㎜

北海道大雪山沼の原登山道入口（ペダル式2台内蔵）ヒーター無し
SKML-W25PK-LOG-DX 公示価格 ¥800万（税別）
重さ2600㎏　W4690×D2050×Ｈ2700㎜

GKR-W18Y 公示価格 ¥195万（税別）
重さ860㎏　W1250×D2060×Ｈ2450㎜
GKR-W18Y 公示価格 ¥195万（税別）
重さ860㎏　W1250×D2060×Ｈ2450㎜

GKR-W18 公示価格 ¥185万（税別）
重さ850㎏　W1250×D2060×Ｈ2450㎜
GKR-W18 公示価格 ¥185万（税別）
重さ850㎏　W1250×D2060×Ｈ2450㎜

GKR-SW18 公示価格 ¥195万（税別）
重さ860㎏　W1250×D2060×Ｈ2450㎜
GKR-SW18 公示価格 ¥195万（税別）
重さ860㎏　W1250×D2060×Ｈ2450㎜

女性専用バイオトイレ  女性のためのバイオトイレを女性目線で開発しました！！

女性応援！

【100型内蔵】 【75型内蔵】

手洗

【W型内蔵】

【W型内蔵】 【W型内蔵】

きれい快適
ベージュ

モカブラウン

スモークグレー

ホワイト

サイディングカラー

◆オプションカラー

◆基本カラー

B - 4B - 3B - 2B - 1



女
性
用 女

性
用

女
性
用女

性
用

女
性
用

女
性
用

女
性
用

女
性
用

女
性
用

Bio-Lux
国土交通省の新技術

〔NETIS登録番号HK０４００１７-VE〕

無臭 快適 （H10. 5）
（H11. 3）
（H11.11）
（H13. 2）
（H13. 5）

SKM-100-2D 公示価格 ¥580万（税別）
重さ1700㎏　W3200×D1900×Ｈ2700㎜

SKM-75-2DW 公示価格 ¥532万（税別）
重さ1450㎏　W3200×D1890×Ｈ2700㎜

SKM-50-2D 公示価格 ¥320万（税別）
重さ1050㎏　W2200×D1970×Ｈ2700㎜

SKM-25-2D 公示価格 ¥270万（税別）
重さ950㎏　W2200×D1970×Ｈ2700㎜

SKM-50LOG-DX 公示価格 ¥450万（税別）
重さ1950㎏　W3093×D2140×Ｈ2700㎜

SKM-25LOG-DX 公示価格 ¥400万（税別）
重さ1850㎏　W3093×D2140×Ｈ2700㎜

SKML-W50LOG-DX 公示価格 ¥700万（税別）
重さ3100㎏　W4660×D2050×Ｈ2700㎜

SKML-W25LOG-DX 公示価格 ¥650万（税別）
重さ2900㎏　W4660×D2050×Ｈ2700㎜

SSK-25LOG-T 公示価格 ¥625万（税別）
重さ2450㎏　W4100×D2020×Ｈ2700㎜

SSK-50LOG-T 公示価格 ¥680万（税別）
重さ2680㎏　W4450×D2171×Ｈ2700㎜

SSK-50LOG 公示価格 ¥630万（税別）
重さ2550㎏　W3900×D2171×Ｈ2700㎜

SSK-25LOG 公示価格 ¥580万（税別）
重さ2350㎏　W3600×D2020×Ｈ2700㎜

SSK-50LOG-MS 公示価格 ¥780万（税別）
重さ2740㎏　W2300×D4700×Ｈ2750㎜

SSK-25LOG-MS 公示価格 ¥730万（税別）
重さ2630㎏　W2300×D4700×Ｈ2750㎜

SKM-50S 公示価格 ¥280万（税別）
重さ1150㎏　W1750×D2690×Ｈ2700㎜

SKM-25S 公示価格 ¥230万（税別）
重さ950㎏　W1750×D2290×Ｈ2700㎜

SKL-50T 公示価格 ¥265万（税別）
重さ1100㎏　W1750×D2690×Ｈ2700㎜

SKL-25T 公示価格 ¥220万（税別）
重さ850㎏　W1750×D2290×Ｈ2700㎜

SSK-50T 公示価格 ¥550万（税別）
重さ1700㎏　W4350×D2171×Ｈ2700㎜

SSK-50 公示価格 ¥500万（税別）
重さ1650㎏　W3800×D2171×Ｈ2700㎜

SSK-25T 公示価格 ¥495万（税別）
重さ1500㎏　W4000×D2020×Ｈ2700㎜

SSK-25 公示価格 ¥450万（税別）
重さ1400㎏　W3500×D2020×Ｈ2700㎜

【S型内蔵】【S型内蔵】

【S型内蔵】 【S型内蔵】

SSKサイディングタイプ

平面図

4,
35
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m

側面図

目安（１日）約25～35回

目安（１日）約45～55回

GKR-SW18-2DW 公示価格 ¥345万（税別）
重さ1470㎏　W2250×D2060×Ｈ2450㎜

GKR-SW26 公示価格 ¥193万（税別）
重さ850㎏　W1250×D2060×Ｈ2450㎜

【S型内蔵】

公衆トイレ
公共トイレ

【デラックス型】

小便器2、大便器1

手洗器

GKR型内部 GKR-WY型内部

（T型便器）

SKM-75-2D型内部
（小便器1、大便器2）

手洗器付

T型手洗器付

写真はSSK-25型
（図面は、SSK-50T型です。）

手洗器付

手洗器付

【デラックス型】（2台内蔵）

周り壁スロープタイプ
北海道福祉のまちづくり奨励賞受賞作品

屋根は2タイプあります。
意匠登録番号　第1119971号
【男女別入口複数一体型組立便所】

屋根は2タイプあります。
意匠登録番号　第1119971号
【男女別入口複数一体型組立便所】

快適トイレ仕様

作業現場
 レンタルにも！

KKL-W18T 公示価格 ¥235万（税別）
重さ1220㎏　W1800×D1970×Ｈ2450㎜

KKL-W26T 公示価格 ¥260万（税別）
重さ1250㎏　W1900×D1970×Ｈ2450㎜

KKL-W18DX 公示価格 ¥315万（税別）
重さ1650㎏　W2600×D1970×Ｈ2450㎜

KKL-W26DX 公示価格 ¥350万（税別）
重さ1750㎏　W2800×D1970×Ｈ2450㎜

KKL-W18 公示価格 ¥225万（税別）
重さ1000㎏　W1400×D1970×Ｈ2450㎜

地球環境に
やさしい

GKL-43 公示価格 ¥190万（税別）
重さ970㎏　W1050×D2050×Ｈ2650㎜

GKM-43 公示価格 ¥200万（税別）
重さ1070㎏　W1250×D2050×Ｈ2650㎜

目安（１日）
約80～100回

●鏡 2個
●服掛けフック 2個
●小物置棚
●センサー照明（内外）
●警報ベル
●手洗い器
●換気扇
●タタミ 1畳（DX型のみ）

タタミ 1畳付

目安（１日）約160～200回 目安（１日）約120～150回

処理能力が
大きい！

バリアフリー!

バリアフリー!

GKR-W18-2DW 公示価格 ¥335万（税別）
重さ1450㎏　W2250×D2060×Ｈ2450㎜

GKR-W26 公示価格 ¥185万（税別）
重さ840㎏　W1250×D2060×Ｈ2450㎜

目安（１日）約80～100回
GKR-W43 公示価格 ¥240万（税別）
重さ900㎏　W1310×D2060×Ｈ2450㎜

GKR-SW43 公示価格 ¥248万（税別）
重さ920㎏　W1310×D2060×Ｈ2450㎜

多目的

2ドア

2ドア

多目的

■
■
■
■
■

旭川しんきん 産業振興賞
ホクレン夢大賞 優秀賞
ニュービジネス大賞 奨励賞
木 材 学 会 技 術 賞
旭川観光協会 特別功労賞

（H14.10）
（H14.11）
（H16. 5）
（H16. 5）
（H16. 9）

■
■
■
■
■

中 小 企 業 庁 長 官 賞
北 海 道 新 聞 文 化 賞
北 の く ら し 大 賞
日 本 環 境 経 営 大 賞
環 境 貢 献 賞

（H17. 6）
（H17. 6）
（H18. 2）
（H18. 2）
（H18.10）

■
■
■
■
■

環 境 大 臣 表 彰 環 境 賞
旭 川 観 光 顕 功 賞
中 小 企 業 庁 長 官 賞
日本発明振興協会会長賞
北 海 道 知 事 奨 励 賞

（H19. 3）
（H19. 4）
（H19. 6）
（H19. 8）
（H20.10）

■
■
■
■
■

林 野 庁 長 官 賞
文部科学大臣表彰 科学技術賞
優 秀 環 境 装 置 表 彰
ものづくり日本大賞 優秀賞
北海道福祉のまちづくり賞

（H21. 4）
（H22. 1）
（H22. 9）
（H22.10）
（H22.10）

■
■
■
■
■

元気なモノ作り中小企業300社認定
北のブランド2 0 1 0認定
旭川市開村120年記念表彰
クリーンジャパンセンター会長賞
特 許 庁 長 官 奨 励 賞

（H23.11）
（H24. 5）
（H25. 1）
（H26. 9）
（H26.11）

■
■
■
■
■

発 明 協 会 会 長 賞
日 本 環 境 経 営 大 賞
旭 川 優 秀 経 営 者 表 彰
第2回旭川ものづくり大賞 特別賞
北のブランド2015 金賞

（H27. 5）
（H28. 3）
（H28.10）
（H29.10）
（R 2. 3）

■
■
■
■
■

黄 綬 褒 章
強 靭 化 大 賞 優 良 賞
日 本 弁 理 士 会 会 長 賞
発 明 奨 励 功 労 賞
旭川しんきん振興奨励賞

車
イ
ス
対
応

車
イ
ス
対
応

KKL-Wm2-76 公示価格 ¥550万（税別）
重さ1500㎏　W1600×D2691×Ｈ2700㎜

仮設バイオトイレ仮設バイオトイレ

【W型内蔵】【W型内蔵】

GKM-W26 公示価格 ¥180万（税別）
重さ775㎏　W1250×D1850×Ｈ2100㎜

GKM-SW26 公示価格 ¥188万（税別）
重さ775㎏　W1250×D1850×Ｈ2100㎜

目安（１日）約45～55回 目安（１日）約80～100回

GKM-W43 公示価格 ¥220万（税別）
重さ900㎏　W1250×D2050×Ｈ2100㎜

GKM-SW43 公示価格 ¥228万（税別）
重さ900㎏　W1250×D2050×Ｈ2100㎜

【K18型内蔵】

GKL-18 公示価格 ¥135万（税別）
重さ730㎏　W1050×D1850×Ｈ2100㎜

GKM-18 公示価格 ¥145万（税別）
重さ780㎏　W1250×D1850×Ｈ2100㎜

目安（１日）
約25～35回

GKM-22 公示価格 ¥160万（税別）
重さ890㎏　W1250×D1850×Ｈ2500㎜

目安（１日）
約35～45回

GKL-22 公示価格 ¥150万（税別）
重さ840㎏　W1050×D1850×Ｈ2500㎜

GKL内部（22型、43型）

GKM内部（22型、43型）

SKM-50LOG 公示価格 ¥400万（税別）
重さ1800㎏　W3093×D2140×Ｈ2700㎜

SKM-25LOG 公示価格 ¥350万（税別）
重さ1700㎏　W3093×D2140×Ｈ2700㎜

SKL-50LOG 公示価格 ¥350万（税別）
重さ1760㎏　W2045×D2920×Ｈ2700㎜

SKL-25LOG 公示価格 ¥300万（税別）
重さ1640㎏　W2045×D2920×Ｈ2700㎜

SKL-50LOG-DX 公示価格 ¥380万（税別）
重さ1880㎏　W2045×D2920×Ｈ2700㎜

SKL-25LOG-DX 公示価格 ¥330万（税別）
重さ1760㎏　W2045×D2920×Ｈ2700㎜

【デラックス型】【デラックス型】

S型内蔵ログハウスタイプ 25型：目安（1日）約40～50回、 50型：目安（1日）約80～100回
新潟県新潟市の阿賀野川河川公園でも多くのバイオトイレが活躍中です。（普及型とデラックス型があります）　 S型内蔵業務用タイプ 仮設トイレ（サイディングタイプ）

多目的バイオトイレ ※スロープの寸法はお問い合わせください。

手洗器付
手洗器付 手洗器付

25型：目安（1日）約20～25回、 55型：目安（1日）約40～50回

25型：目安（1日）約40～50回、 50型：目安（1日）約80～100回

25型：目安（1日）約40～50回、 50型：目安（1日）約80～100回
W18型内蔵：目安（1日）約25～35回、W26型内蔵：目安（1日）約45～55回、W43型内蔵：目安（1日）約80～100回

Wm2-76型内蔵：目安（1日）約140～160回

無電源タイプ
【無電源タイプ】 【無電源タイプ】

ソーラー付 LED街路灯（本体）
ES 400 103
価格 ¥46万（税別）
ポール別

（ペダル式1台内蔵）ヒーター無し
SKM-25LOG-PK-DX 公示価格 ¥500万（税別）
重さ1500㎏　W3093×D2140×Ｈ2700㎜

SKM-AW55PK Log 公示価格 ¥640万（税別） SKML-AW55PK Log 公示価格 ¥980万（税別）

山のトイレ 山のトイレ

手洗器付

SKL-50 公示価格 ¥240万（税別）
重さ920㎏　W1250×D2690×Ｈ2700㎜

SKL-25 公示価格 ¥200万（税別）
重さ750㎏　W1250×D2260×Ｈ2700㎜

SKM-50T 公示価格 ¥330万（税別）
重さ1130㎏　W2550×D1966×Ｈ2700㎜

SKM-25T 公示価格 ¥275万（税別）
重さ930㎏　W2550×D1870×Ｈ2700㎜

SKM-50 公示価格 ¥300万（税別）
重さ1060㎏　W2200×D1966×Ｈ2700㎜

SKM-25 公示価格 ¥250万（税別）
重さ850㎏　W2100×D1870×Ｈ2700㎜

T型手洗器付

無臭

■SSK型ログ張りタイプ

ユニバーサルデザインに配慮した
バイオトイレのデザイン開発

平成15年度共同研究
（北海道立林産試験場・正和電工株式会社）

新発売

観光地や
公園に

処理能力が大きく、メンテナンスがしやすいタイプです。特長

GKL-Wm2-76 公示価格 ¥475万（税別）
重さ1350㎏　W1410×D2580×Ｈ2650㎜

北海道大雪山沼の原登山道入口（ペダル式2台内蔵）ヒーター無し
SKML-W25PK-LOG-DX 公示価格 ¥800万（税別）
重さ2600㎏　W4690×D2050×Ｈ2700㎜

GKR-W18Y 公示価格 ¥195万（税別）
重さ860㎏　W1250×D2060×Ｈ2450㎜
GKR-W18Y 公示価格 ¥195万（税別）
重さ860㎏　W1250×D2060×Ｈ2450㎜

GKR-W18 公示価格 ¥185万（税別）
重さ850㎏　W1250×D2060×Ｈ2450㎜
GKR-W18 公示価格 ¥185万（税別）
重さ850㎏　W1250×D2060×Ｈ2450㎜

GKR-SW18 公示価格 ¥195万（税別）
重さ860㎏　W1250×D2060×Ｈ2450㎜
GKR-SW18 公示価格 ¥195万（税別）
重さ860㎏　W1250×D2060×Ｈ2450㎜

女性専用バイオトイレ  女性のためのバイオトイレを女性目線で開発しました！！

女性応援！

【100型内蔵】 【75型内蔵】

手洗

【W型内蔵】

【W型内蔵】 【W型内蔵】

きれい快適
ベージュ

モカブラウン

スモークグレー

ホワイト

サイディングカラー

◆オプションカラー

◆基本カラー

B - 4B - 3B - 2B - 1



女
性
用 女

性
用

女
性
用女

性
用

女
性
用

女
性
用

女
性
用

女
性
用

女
性
用

Bio-Lux
国土交通省の新技術

〔NETIS登録番号HK０４００１７-VE〕

無臭 快適 （H10. 5）
（H11. 3）
（H11.11）
（H13. 2）
（H13. 5）

SKM-100-2D 公示価格 ¥580万（税別）
重さ1700㎏　W3200×D1900×Ｈ2700㎜

SKM-75-2DW 公示価格 ¥532万（税別）
重さ1450㎏　W3200×D1890×Ｈ2700㎜

SKM-50-2D 公示価格 ¥320万（税別）
重さ1050㎏　W2200×D1970×Ｈ2700㎜

SKM-25-2D 公示価格 ¥270万（税別）
重さ950㎏　W2200×D1970×Ｈ2700㎜

SKM-50LOG-DX 公示価格 ¥450万（税別）
重さ1950㎏　W3093×D2140×Ｈ2700㎜

SKM-25LOG-DX 公示価格 ¥400万（税別）
重さ1850㎏　W3093×D2140×Ｈ2700㎜

SKML-W50LOG-DX 公示価格 ¥700万（税別）
重さ3100㎏　W4660×D2050×Ｈ2700㎜

SKML-W25LOG-DX 公示価格 ¥650万（税別）
重さ2900㎏　W4660×D2050×Ｈ2700㎜

SSK-25LOG-T 公示価格 ¥625万（税別）
重さ2450㎏　W4100×D2020×Ｈ2700㎜

SSK-50LOG-T 公示価格 ¥680万（税別）
重さ2680㎏　W4450×D2171×Ｈ2700㎜

SSK-50LOG 公示価格 ¥630万（税別）
重さ2550㎏　W3900×D2171×Ｈ2700㎜

SSK-25LOG 公示価格 ¥580万（税別）
重さ2350㎏　W3600×D2020×Ｈ2700㎜

SSK-50LOG-MS 公示価格 ¥780万（税別）
重さ2740㎏　W2300×D4700×Ｈ2750㎜

SSK-25LOG-MS 公示価格 ¥730万（税別）
重さ2630㎏　W2300×D4700×Ｈ2750㎜

SKM-50S 公示価格 ¥280万（税別）
重さ1150㎏　W1750×D2690×Ｈ2700㎜

SKM-25S 公示価格 ¥230万（税別）
重さ950㎏　W1750×D2290×Ｈ2700㎜

SKL-50T 公示価格 ¥265万（税別）
重さ1100㎏　W1750×D2690×Ｈ2700㎜

SKL-25T 公示価格 ¥220万（税別）
重さ850㎏　W1750×D2290×Ｈ2700㎜

SSK-50T 公示価格 ¥550万（税別）
重さ1700㎏　W4350×D2171×Ｈ2700㎜

SSK-50 公示価格 ¥500万（税別）
重さ1650㎏　W3800×D2171×Ｈ2700㎜

SSK-25T 公示価格 ¥495万（税別）
重さ1500㎏　W4000×D2020×Ｈ2700㎜

SSK-25 公示価格 ¥450万（税別）
重さ1400㎏　W3500×D2020×Ｈ2700㎜

【S型内蔵】【S型内蔵】

【S型内蔵】 【S型内蔵】

SSKサイディングタイプ

平面図

4,
35
0m
m

側面図

目安（１日）約25～35回

目安（１日）約45～55回

GKR-SW18-2DW 公示価格 ¥345万（税別）
重さ1470㎏　W2250×D2060×Ｈ2450㎜

GKR-SW26 公示価格 ¥193万（税別）
重さ850㎏　W1250×D2060×Ｈ2450㎜

【S型内蔵】

公衆トイレ
公共トイレ

【デラックス型】

小便器2、大便器1

手洗器

GKR型内部 GKR-WY型内部

（T型便器）

SKM-75-2D型内部
（小便器1、大便器2）

手洗器付

T型手洗器付

写真はSSK-25型
（図面は、SSK-50T型です。）

手洗器付

手洗器付

【デラックス型】（2台内蔵）

周り壁スロープタイプ
北海道福祉のまちづくり奨励賞受賞作品

屋根は2タイプあります。
意匠登録番号　第1119971号
【男女別入口複数一体型組立便所】

屋根は2タイプあります。
意匠登録番号　第1119971号
【男女別入口複数一体型組立便所】

快適トイレ仕様

作業現場
 レンタルにも！

KKL-W18T 公示価格 ¥235万（税別）
重さ1220㎏　W1800×D1970×Ｈ2450㎜

KKL-W26T 公示価格 ¥260万（税別）
重さ1250㎏　W1900×D1970×Ｈ2450㎜

KKL-W18DX 公示価格 ¥315万（税別）
重さ1650㎏　W2600×D1970×Ｈ2450㎜

KKL-W26DX 公示価格 ¥350万（税別）
重さ1750㎏　W2800×D1970×Ｈ2450㎜

KKL-W18 公示価格 ¥225万（税別）
重さ1000㎏　W1400×D1970×Ｈ2450㎜

地球環境に
やさしい

GKL-43 公示価格 ¥190万（税別）
重さ970㎏　W1050×D2050×Ｈ2650㎜

GKM-43 公示価格 ¥200万（税別）
重さ1070㎏　W1250×D2050×Ｈ2650㎜

目安（１日）
約80～100回

●鏡 2個
●服掛けフック 2個
●小物置棚
●センサー照明（内外）
●警報ベル
●手洗い器
●換気扇
●タタミ 1畳（DX型のみ）

タタミ 1畳付

目安（１日）約160～200回 目安（１日）約120～150回

処理能力が
大きい！

バリアフリー!

バリアフリー!

GKR-W18-2DW 公示価格 ¥335万（税別）
重さ1450㎏　W2250×D2060×Ｈ2450㎜

GKR-W26 公示価格 ¥185万（税別）
重さ840㎏　W1250×D2060×Ｈ2450㎜

目安（１日）約80～100回
GKR-W43 公示価格 ¥240万（税別）
重さ900㎏　W1310×D2060×Ｈ2450㎜

GKR-SW43 公示価格 ¥248万（税別）
重さ920㎏　W1310×D2060×Ｈ2450㎜

多目的

2ドア

2ドア

多目的

■
■
■
■
■

旭川しんきん 産業振興賞
ホクレン夢大賞 優秀賞
ニュービジネス大賞 奨励賞
木 材 学 会 技 術 賞
旭川観光協会 特別功労賞

（H14.10）
（H14.11）
（H16. 5）
（H16. 5）
（H16. 9）

■
■
■
■
■

中 小 企 業 庁 長 官 賞
北 海 道 新 聞 文 化 賞
北 の く ら し 大 賞
日 本 環 境 経 営 大 賞
環 境 貢 献 賞

（H17. 6）
（H17. 6）
（H18. 2）
（H18. 2）
（H18.10）

■
■
■
■
■

環 境 大 臣 表 彰 環 境 賞
旭 川 観 光 顕 功 賞
中 小 企 業 庁 長 官 賞
日本発明振興協会会長賞
北 海 道 知 事 奨 励 賞

（H19. 3）
（H19. 4）
（H19. 6）
（H19. 8）
（H20.10）

■
■
■
■
■

林 野 庁 長 官 賞
文部科学大臣表彰 科学技術賞
優 秀 環 境 装 置 表 彰
ものづくり日本大賞 優秀賞
北海道福祉のまちづくり賞

（H21. 4）
（H22. 1）
（H22. 9）
（H22.10）
（H22.10）

■
■
■
■
■

元気なモノ作り中小企業300社認定
北のブランド2 0 1 0認定
旭川市開村120年記念表彰
クリーンジャパンセンター会長賞
特 許 庁 長 官 奨 励 賞

（H23.11）
（H24. 5）
（H25. 1）
（H26. 9）
（H26.11）

■
■
■
■
■

発 明 協 会 会 長 賞
日 本 環 境 経 営 大 賞
旭 川 優 秀 経 営 者 表 彰
第2回旭川ものづくり大賞 特別賞
北のブランド2015 金賞

（H27. 5）
（H28. 3）
（H28.10）
（H29.10）
（R 2. 3）

■
■
■
■
■

黄 綬 褒 章
強 靭 化 大 賞 優 良 賞
日 本 弁 理 士 会 会 長 賞
発 明 奨 励 功 労 賞
旭川しんきん振興奨励賞

車
イ
ス
対
応

車
イ
ス
対
応

KKL-Wm2-76 公示価格 ¥550万（税別）
重さ1500㎏　W1600×D2691×Ｈ2700㎜

仮設バイオトイレ仮設バイオトイレ

【W型内蔵】【W型内蔵】

GKM-W26 公示価格 ¥180万（税別）
重さ775㎏　W1250×D1850×Ｈ2100㎜

GKM-SW26 公示価格 ¥188万（税別）
重さ775㎏　W1250×D1850×Ｈ2100㎜

目安（１日）約45～55回 目安（１日）約80～100回

GKM-W43 公示価格 ¥220万（税別）
重さ900㎏　W1250×D2050×Ｈ2100㎜

GKM-SW43 公示価格 ¥228万（税別）
重さ900㎏　W1250×D2050×Ｈ2100㎜

【K18型内蔵】

GKL-18 公示価格 ¥135万（税別）
重さ730㎏　W1050×D1850×Ｈ2100㎜

GKM-18 公示価格 ¥145万（税別）
重さ780㎏　W1250×D1850×Ｈ2100㎜

目安（１日）
約25～35回

GKM-22 公示価格 ¥160万（税別）
重さ890㎏　W1250×D1850×Ｈ2500㎜

目安（１日）
約35～45回

GKL-22 公示価格 ¥150万（税別）
重さ840㎏　W1050×D1850×Ｈ2500㎜

GKL内部（22型、43型）

GKM内部（22型、43型）

SKM-50LOG 公示価格 ¥400万（税別）
重さ1800㎏　W3093×D2140×Ｈ2700㎜

SKM-25LOG 公示価格 ¥350万（税別）
重さ1700㎏　W3093×D2140×Ｈ2700㎜

SKL-50LOG 公示価格 ¥350万（税別）
重さ1760㎏　W2045×D2920×Ｈ2700㎜

SKL-25LOG 公示価格 ¥300万（税別）
重さ1640㎏　W2045×D2920×Ｈ2700㎜

SKL-50LOG-DX 公示価格 ¥380万（税別）
重さ1880㎏　W2045×D2920×Ｈ2700㎜

SKL-25LOG-DX 公示価格 ¥330万（税別）
重さ1760㎏　W2045×D2920×Ｈ2700㎜

【デラックス型】【デラックス型】

S型内蔵ログハウスタイプ 25型：目安（1日）約40～50回、 50型：目安（1日）約80～100回
新潟県新潟市の阿賀野川河川公園でも多くのバイオトイレが活躍中です。（普及型とデラックス型があります）　 S型内蔵業務用タイプ 仮設トイレ（サイディングタイプ）

多目的バイオトイレ ※スロープの寸法はお問い合わせください。

手洗器付
手洗器付 手洗器付

25型：目安（1日）約20～25回、 55型：目安（1日）約40～50回

25型：目安（1日）約40～50回、 50型：目安（1日）約80～100回

25型：目安（1日）約40～50回、 50型：目安（1日）約80～100回
W18型内蔵：目安（1日）約25～35回、W26型内蔵：目安（1日）約45～55回、W43型内蔵：目安（1日）約80～100回

Wm2-76型内蔵：目安（1日）約140～160回

無電源タイプ
【無電源タイプ】 【無電源タイプ】

ソーラー付 LED街路灯（本体）
ES 400 103
価格 ¥46万（税別）
ポール別

（ペダル式1台内蔵）ヒーター無し
SKM-25LOG-PK-DX 公示価格 ¥500万（税別）
重さ1500㎏　W3093×D2140×Ｈ2700㎜

SKM-AW55PK Log 公示価格 ¥640万（税別） SKML-AW55PK Log 公示価格 ¥980万（税別）

山のトイレ 山のトイレ

手洗器付

SKL-50 公示価格 ¥240万（税別）
重さ920㎏　W1250×D2690×Ｈ2700㎜

SKL-25 公示価格 ¥200万（税別）
重さ750㎏　W1250×D2260×Ｈ2700㎜

SKM-50T 公示価格 ¥330万（税別）
重さ1130㎏　W2550×D1966×Ｈ2700㎜

SKM-25T 公示価格 ¥275万（税別）
重さ930㎏　W2550×D1870×Ｈ2700㎜

SKM-50 公示価格 ¥300万（税別）
重さ1060㎏　W2200×D1966×Ｈ2700㎜

SKM-25 公示価格 ¥250万（税別）
重さ850㎏　W2100×D1870×Ｈ2700㎜

T型手洗器付

無臭

■SSK型ログ張りタイプ

ユニバーサルデザインに配慮した
バイオトイレのデザイン開発

平成15年度共同研究
（北海道立林産試験場・正和電工株式会社）

新発売

観光地や
公園に

処理能力が大きく、メンテナンスがしやすいタイプです。特長

GKL-Wm2-76 公示価格 ¥475万（税別）
重さ1350㎏　W1410×D2580×Ｈ2650㎜

北海道大雪山沼の原登山道入口（ペダル式2台内蔵）ヒーター無し
SKML-W25PK-LOG-DX 公示価格 ¥800万（税別）
重さ2600㎏　W4690×D2050×Ｈ2700㎜

GKR-W18Y 公示価格 ¥195万（税別）
重さ860㎏　W1250×D2060×Ｈ2450㎜
GKR-W18Y 公示価格 ¥195万（税別）
重さ860㎏　W1250×D2060×Ｈ2450㎜

GKR-W18 公示価格 ¥185万（税別）
重さ850㎏　W1250×D2060×Ｈ2450㎜
GKR-W18 公示価格 ¥185万（税別）
重さ850㎏　W1250×D2060×Ｈ2450㎜

GKR-SW18 公示価格 ¥195万（税別）
重さ860㎏　W1250×D2060×Ｈ2450㎜
GKR-SW18 公示価格 ¥195万（税別）
重さ860㎏　W1250×D2060×Ｈ2450㎜

女性専用バイオトイレ  女性のためのバイオトイレを女性目線で開発しました！！

女性応援！

【100型内蔵】 【75型内蔵】

手洗

【W型内蔵】

【W型内蔵】 【W型内蔵】

きれい快適
ベージュ

モカブラウン

スモークグレー

ホワイト

サイディングカラー

◆オプションカラー

◆基本カラー

B - 4B - 3B - 2B - 1



女
性
用 女

性
用

女
性
用女

性
用

女
性
用

女
性
用

女
性
用

女
性
用

女
性
用

Bio-Lux
国土交通省の新技術

〔NETIS登録番号HK０４００１７-VE〕

無臭 快適 （H10. 5）
（H11. 3）
（H11.11）
（H13. 2）
（H13. 5）

SKM-100-2D 公示価格 ¥580万（税別）
重さ1700㎏　W3200×D1900×Ｈ2700㎜

SKM-75-2DW 公示価格 ¥532万（税別）
重さ1450㎏　W3200×D1890×Ｈ2700㎜

SKM-50-2D 公示価格 ¥320万（税別）
重さ1050㎏　W2200×D1970×Ｈ2700㎜

SKM-25-2D 公示価格 ¥270万（税別）
重さ950㎏　W2200×D1970×Ｈ2700㎜

SKM-50LOG-DX 公示価格 ¥450万（税別）
重さ1950㎏　W3093×D2140×Ｈ2700㎜

SKM-25LOG-DX 公示価格 ¥400万（税別）
重さ1850㎏　W3093×D2140×Ｈ2700㎜

SKML-W50LOG-DX 公示価格 ¥700万（税別）
重さ3100㎏　W4660×D2050×Ｈ2700㎜

SKML-W25LOG-DX 公示価格 ¥650万（税別）
重さ2900㎏　W4660×D2050×Ｈ2700㎜

SSK-25LOG-T 公示価格 ¥625万（税別）
重さ2450㎏　W4100×D2020×Ｈ2700㎜

SSK-50LOG-T 公示価格 ¥680万（税別）
重さ2680㎏　W4450×D2171×Ｈ2700㎜

SSK-50LOG 公示価格 ¥630万（税別）
重さ2550㎏　W3900×D2171×Ｈ2700㎜

SSK-25LOG 公示価格 ¥580万（税別）
重さ2350㎏　W3600×D2020×Ｈ2700㎜

SSK-50LOG-MS 公示価格 ¥780万（税別）
重さ2740㎏　W2300×D4700×Ｈ2750㎜

SSK-25LOG-MS 公示価格 ¥730万（税別）
重さ2630㎏　W2300×D4700×Ｈ2750㎜

SKM-50S 公示価格 ¥280万（税別）
重さ1150㎏　W1750×D2690×Ｈ2700㎜

SKM-25S 公示価格 ¥230万（税別）
重さ950㎏　W1750×D2290×Ｈ2700㎜

SKL-50T 公示価格 ¥265万（税別）
重さ1100㎏　W1750×D2690×Ｈ2700㎜

SKL-25T 公示価格 ¥220万（税別）
重さ850㎏　W1750×D2290×Ｈ2700㎜

SSK-50T 公示価格 ¥550万（税別）
重さ1700㎏　W4350×D2171×Ｈ2700㎜

SSK-50 公示価格 ¥500万（税別）
重さ1650㎏　W3800×D2171×Ｈ2700㎜

SSK-25T 公示価格 ¥495万（税別）
重さ1500㎏　W4000×D2020×Ｈ2700㎜

SSK-25 公示価格 ¥450万（税別）
重さ1400㎏　W3500×D2020×Ｈ2700㎜

【S型内蔵】【S型内蔵】

【S型内蔵】 【S型内蔵】

SSKサイディングタイプ

平面図

4,
35
0m
m

側面図

目安（１日）約25～35回

目安（１日）約45～55回

GKR-SW18-2DW 公示価格 ¥345万（税別）
重さ1470㎏　W2250×D2060×Ｈ2450㎜

GKR-SW26 公示価格 ¥193万（税別）
重さ850㎏　W1250×D2060×Ｈ2450㎜

【S型内蔵】

公衆トイレ
公共トイレ

【デラックス型】

小便器2、大便器1

手洗器

GKR型内部 GKR-WY型内部

（T型便器）

SKM-75-2D型内部
（小便器1、大便器2）

手洗器付

T型手洗器付

写真はSSK-25型
（図面は、SSK-50T型です。）

手洗器付

手洗器付

【デラックス型】（2台内蔵）

周り壁スロープタイプ
北海道福祉のまちづくり奨励賞受賞作品

屋根は2タイプあります。
意匠登録番号　第1119971号
【男女別入口複数一体型組立便所】

屋根は2タイプあります。
意匠登録番号　第1119971号
【男女別入口複数一体型組立便所】

快適トイレ仕様

作業現場
 レンタルにも！

KKL-W18T 公示価格 ¥235万（税別）
重さ1220㎏　W1800×D1970×Ｈ2450㎜

KKL-W26T 公示価格 ¥260万（税別）
重さ1250㎏　W1900×D1970×Ｈ2450㎜

KKL-W18DX 公示価格 ¥315万（税別）
重さ1650㎏　W2600×D1970×Ｈ2450㎜

KKL-W26DX 公示価格 ¥350万（税別）
重さ1750㎏　W2800×D1970×Ｈ2450㎜

KKL-W18 公示価格 ¥225万（税別）
重さ1000㎏　W1400×D1970×Ｈ2450㎜

地球環境に
やさしい

GKL-43 公示価格 ¥190万（税別）
重さ970㎏　W1050×D2050×Ｈ2650㎜

GKM-43 公示価格 ¥200万（税別）
重さ1070㎏　W1250×D2050×Ｈ2650㎜

目安（１日）
約80～100回

●鏡 2個
●服掛けフック 2個
●小物置棚
●センサー照明（内外）
●警報ベル
●手洗い器
●換気扇
●タタミ 1畳（DX型のみ）

タタミ 1畳付

目安（１日）約160～200回 目安（１日）約120～150回

処理能力が
大きい！

バリアフリー!

バリアフリー!

GKR-W18-2DW 公示価格 ¥335万（税別）
重さ1450㎏　W2250×D2060×Ｈ2450㎜

GKR-W26 公示価格 ¥185万（税別）
重さ840㎏　W1250×D2060×Ｈ2450㎜

目安（１日）約80～100回
GKR-W43 公示価格 ¥240万（税別）
重さ900㎏　W1310×D2060×Ｈ2450㎜

GKR-SW43 公示価格 ¥248万（税別）
重さ920㎏　W1310×D2060×Ｈ2450㎜

多目的

2ドア

2ドア

多目的

■
■
■
■
■

旭川しんきん 産業振興賞
ホクレン夢大賞 優秀賞
ニュービジネス大賞 奨励賞
木 材 学 会 技 術 賞
旭川観光協会 特別功労賞

（H14.10）
（H14.11）
（H16. 5）
（H16. 5）
（H16. 9）

■
■
■
■
■

中 小 企 業 庁 長 官 賞
北 海 道 新 聞 文 化 賞
北 の く ら し 大 賞
日 本 環 境 経 営 大 賞
環 境 貢 献 賞

（H17. 6）
（H17. 6）
（H18. 2）
（H18. 2）
（H18.10）

■
■
■
■
■

環 境 大 臣 表 彰 環 境 賞
旭 川 観 光 顕 功 賞
中 小 企 業 庁 長 官 賞
日本発明振興協会会長賞
北 海 道 知 事 奨 励 賞

（H19. 3）
（H19. 4）
（H19. 6）
（H19. 8）
（H20.10）

■
■
■
■
■

林 野 庁 長 官 賞
文部科学大臣表彰 科学技術賞
優 秀 環 境 装 置 表 彰
ものづくり日本大賞 優秀賞
北海道福祉のまちづくり賞

（H21. 4）
（H22. 1）
（H22. 9）
（H22.10）
（H22.10）

■
■
■
■
■

元気なモノ作り中小企業300社認定
北のブランド2 0 1 0認定
旭川市開村120年記念表彰
クリーンジャパンセンター会長賞
特 許 庁 長 官 奨 励 賞

（H23.11）
（H24. 5）
（H25. 1）
（H26. 9）
（H26.11）

■
■
■
■
■

発 明 協 会 会 長 賞
日 本 環 境 経 営 大 賞
旭 川 優 秀 経 営 者 表 彰
第2回旭川ものづくり大賞 特別賞
北のブランド2015 金賞

（H27. 5）
（H28. 3）
（H28.10）
（H29.10）
（R 2. 3）

■
■
■
■
■

黄 綬 褒 章
強 靭 化 大 賞 優 良 賞
日 本 弁 理 士 会 会 長 賞
発 明 奨 励 功 労 賞
旭川しんきん振興奨励賞

車
イ
ス
対
応

車
イ
ス
対
応

KKL-Wm2-76 公示価格 ¥550万（税別）
重さ1500㎏　W1600×D2691×Ｈ2700㎜

仮設バイオトイレ仮設バイオトイレ

【W型内蔵】【W型内蔵】

GKM-W26 公示価格 ¥180万（税別）
重さ775㎏　W1250×D1850×Ｈ2100㎜

GKM-SW26 公示価格 ¥188万（税別）
重さ775㎏　W1250×D1850×Ｈ2100㎜

目安（１日）約45～55回 目安（１日）約80～100回

GKM-W43 公示価格 ¥220万（税別）
重さ900㎏　W1250×D2050×Ｈ2100㎜

GKM-SW43 公示価格 ¥228万（税別）
重さ900㎏　W1250×D2050×Ｈ2100㎜

【K18型内蔵】

GKL-18 公示価格 ¥135万（税別）
重さ730㎏　W1050×D1850×Ｈ2100㎜

GKM-18 公示価格 ¥145万（税別）
重さ780㎏　W1250×D1850×Ｈ2100㎜

目安（１日）
約25～35回

GKM-22 公示価格 ¥160万（税別）
重さ890㎏　W1250×D1850×Ｈ2500㎜

目安（１日）
約35～45回

GKL-22 公示価格 ¥150万（税別）
重さ840㎏　W1050×D1850×Ｈ2500㎜

GKL内部（22型、43型）

GKM内部（22型、43型）

SKM-50LOG 公示価格 ¥400万（税別）
重さ1800㎏　W3093×D2140×Ｈ2700㎜

SKM-25LOG 公示価格 ¥350万（税別）
重さ1700㎏　W3093×D2140×Ｈ2700㎜

SKL-50LOG 公示価格 ¥350万（税別）
重さ1760㎏　W2045×D2920×Ｈ2700㎜

SKL-25LOG 公示価格 ¥300万（税別）
重さ1640㎏　W2045×D2920×Ｈ2700㎜

SKL-50LOG-DX 公示価格 ¥380万（税別）
重さ1880㎏　W2045×D2920×Ｈ2700㎜

SKL-25LOG-DX 公示価格 ¥330万（税別）
重さ1760㎏　W2045×D2920×Ｈ2700㎜

【デラックス型】【デラックス型】

S型内蔵ログハウスタイプ 25型：目安（1日）約40～50回、 50型：目安（1日）約80～100回
新潟県新潟市の阿賀野川河川公園でも多くのバイオトイレが活躍中です。（普及型とデラックス型があります）　 S型内蔵業務用タイプ 仮設トイレ（サイディングタイプ）

多目的バイオトイレ ※スロープの寸法はお問い合わせください。

手洗器付
手洗器付 手洗器付

25型：目安（1日）約20～25回、 55型：目安（1日）約40～50回

25型：目安（1日）約40～50回、 50型：目安（1日）約80～100回

25型：目安（1日）約40～50回、 50型：目安（1日）約80～100回
W18型内蔵：目安（1日）約25～35回、W26型内蔵：目安（1日）約45～55回、W43型内蔵：目安（1日）約80～100回

Wm2-76型内蔵：目安（1日）約140～160回

無電源タイプ
【無電源タイプ】 【無電源タイプ】

ソーラー付 LED街路灯（本体）
ES 400 103
価格 ¥46万（税別）
ポール別

（ペダル式1台内蔵）ヒーター無し
SKM-25LOG-PK-DX 公示価格 ¥500万（税別）
重さ1500㎏　W3093×D2140×Ｈ2700㎜

SKM-AW55PK Log 公示価格 ¥640万（税別） SKML-AW55PK Log 公示価格 ¥980万（税別）

山のトイレ 山のトイレ

手洗器付

SKL-50 公示価格 ¥240万（税別）
重さ920㎏　W1250×D2690×Ｈ2700㎜

SKL-25 公示価格 ¥200万（税別）
重さ750㎏　W1250×D2260×Ｈ2700㎜

SKM-50T 公示価格 ¥330万（税別）
重さ1130㎏　W2550×D1966×Ｈ2700㎜

SKM-25T 公示価格 ¥275万（税別）
重さ930㎏　W2550×D1870×Ｈ2700㎜

SKM-50 公示価格 ¥300万（税別）
重さ1060㎏　W2200×D1966×Ｈ2700㎜

SKM-25 公示価格 ¥250万（税別）
重さ850㎏　W2100×D1870×Ｈ2700㎜

T型手洗器付

無臭

■SSK型ログ張りタイプ

ユニバーサルデザインに配慮した
バイオトイレのデザイン開発

平成15年度共同研究
（北海道立林産試験場・正和電工株式会社）

新発売

観光地や
公園に

処理能力が大きく、メンテナンスがしやすいタイプです。特長

GKL-Wm2-76 公示価格 ¥475万（税別）
重さ1350㎏　W1410×D2580×Ｈ2650㎜

北海道大雪山沼の原登山道入口（ペダル式2台内蔵）ヒーター無し
SKML-W25PK-LOG-DX 公示価格 ¥800万（税別）
重さ2600㎏　W4690×D2050×Ｈ2700㎜

GKR-W18Y 公示価格 ¥195万（税別）
重さ860㎏　W1250×D2060×Ｈ2450㎜
GKR-W18Y 公示価格 ¥195万（税別）
重さ860㎏　W1250×D2060×Ｈ2450㎜

GKR-W18 公示価格 ¥185万（税別）
重さ850㎏　W1250×D2060×Ｈ2450㎜
GKR-W18 公示価格 ¥185万（税別）
重さ850㎏　W1250×D2060×Ｈ2450㎜

GKR-SW18 公示価格 ¥195万（税別）
重さ860㎏　W1250×D2060×Ｈ2450㎜
GKR-SW18 公示価格 ¥195万（税別）
重さ860㎏　W1250×D2060×Ｈ2450㎜

女性専用バイオトイレ  女性のためのバイオトイレを女性目線で開発しました！！

女性応援！

【100型内蔵】 【75型内蔵】

手洗

【W型内蔵】

【W型内蔵】 【W型内蔵】

きれい快適
ベージュ

モカブラウン

スモークグレー

ホワイト

サイディングカラー

◆オプションカラー

◆基本カラー
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