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電動ポンプ圧送式水洗トイレ
ロボット介護推進プロジェクト対象機器
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特許取得商品

  流せるポータくん 検 索

水洗式ポータブルトイレ

ポータブルトイレでお困りの「臭い」と「後始末の問題」を解決します！

流せるポータくん3号

※写真はイメージです。
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開発者の想いから生まれました。

ばあばあばばあちゃちゃち んはんはんは部屋部屋部屋のにのにのにおいおいを気を気にしにしていていましました。た
母が後片付けをする時はいつも手をあわわせていました。
だから、日本のおばあちゃんとおじいちゃんの為に
「流「流せるせるポーポータくタくん」ん」を作を作りまりましたした。

株式会社アム 専務取締役　新保 昌貴

流せるポータくん5つのつの特徴特徴水洗式ポータブルトイレ

後片付け不要 臭 い 気兼ねせずできる

QOLの向上ADL低下防止

自分でトイレを済ませる事が

出来、我慢しなくて良くなります

トイレへ移る練習を

自発的にします

家族や介護してくれる人

への遠慮が無くなります

気になっていた

臭いがなくなります

バケツの後片付けが

無くなります
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毎日使うものだから、使い心地を考えました。

足踏みスイッチ
水で流す方法は、ポンとボタンを押すだ
けで簡単！

トイレットペーパーのホルダー付
トイレットペーパ－の置き場所には困り
ません。

肘の跳ね上げ
ベッドからの移動も楽々行なえる、はね
上げ式です。

誤って異物を流しても、ご自宅で取り出し可能
詰まってしまったり、物を落としてしまった場合も、取り出すことが可能です。

洗浄暖房便座
通常トイレと同じ感覚でご使用頂けます。

室内ホース・壁ジョイント付
室内ホースを接続出来る､バルブ付きジョイント部品と室内ホースが標準セットで含まれています。

室内はホース接続なので、設置後に動か
すことができます。

あふれる心配なし
給排水を制御しているので、あふれる心
配がありません。
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●排水管は塩ビ管(VP30) で接続して下さい。
●90 度曲がり角は8ヵ所以内、総延長30ｍ以内、門型配管は高低差2ｍ以内として下さい。
また、配水管の末端排出口はポータくんを設置する床面高さより低い位置に設けて下さい。

●その他、壁ジョイントを床に設置する方法や、壁に横向きに設置する方法があります。
●病院、高齢者施設、マンション等の集合住宅、戸建一般住宅での上記以外の配管方法に関してご希望がございましたら、
個別に解答させて頂きます。お気軽にお問合せ下さい。

給水栓

給水ホース

排水ホース

ご自宅の
トイレの排水
（イメージ）

電源プラグ

排水ホース

給水ホース

汚水ます

水
道
水

排
水

排水の接続工事は、
細い排水管（φ30mm）を使い
傾斜勾配を気にする必要がないため
非常に簡単であり、給水工事を含めた
工事期間は半日～1日となります。
※弊社での接続工事は窓からの配管を通常としています。

を通室内はホースを使用し、屋外は塩ビパイプを使用した配管を通を通常としています。を通
※上記以外の配管方法も可能です。ご相談下さい。

在 宅

補助板

40cm以上

■配管方法

■設置例
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■水洗式導入後

ポータブルトイレの利用は49.6％ですが、導入後は70.3％ま
で利用が増えました。バケツ式ポータブルトイレはやはり皆さ
ん遠慮をして使用していた事が分かります。

出典：公益財団法人テクノエイド協会

0 20 40 60 80 100

導入後
■オムツ
■卓上便器
■ポータブルトイレ
■共用トイレ

導入前

バケツ式ポータブルトイレ使用

水洗式ポータブルトイレ使用時

43.549.62.64.3

21.870.37.9

事例１

導入４週間後

導入前バケツ式ポータブルトイレの使用は1日当り3.1回でした。
水洗式ポータブルトイレの導入後は8.1回に回数が増えました。
バケツ式をご利用の際は遠慮して我慢していたのが水洗式導
入後は遠慮や我慢をする必要が無くなり、回数が増えたという
結果が出ました。 出典：公益財団法人テクノエイド協会

■排尿
■排便

導入後

導入前

0 1 2 3 4 65 7 8 9

3

7.9 0.2

バケツ式ポータブルトイレ使用

水洗式ポータブルトイレ使用時

0.1

事例2

導入４週間後

● 排水管は塩ビ管(VP30) で接続して下さい。
●｢洗面所｣配管に関しては建物の排水設備の仕様により接続出来ない場合があります。また、
戸建住宅の場合、洗面所配管は出来ません。

●病院、高齢者施設、マンション等の集合住宅、戸建一般住宅での上記以外の配管方法に
関してご希望がございましたら、個別に解答させて頂きます。お気軽にお問合せ下さい。

■配管方法

給排水パイプの交換で洗面所を使った配管が可能になりました。

介護施設

■設置例

導入前 導入後
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?Q&A
給排水は別途いくらぐらいかかりますか？

通常の水洗式トイレの様な工事は不要。おおよそ10万円～20万円を想??ております。電動ポンプで圧送しますので､勾配を気にする必要が無く、長??距離(30m)も高い壁(2m)も圧送する事ができ､設置は簡単です。ですが??管の状況に依ってはまれに20万円を越える事がありますので､設備業者??とご相談下さい。

Q
A

介護保険は使えますか？

介護保険の「福祉用具の購入」の対象??流せるポータくん3号は介護保険対??市町村によって判断が異なりますの??Q
A

買いたい時はどうすればいいですか？

福祉用具店様からの販売となります。
お付き合いのある福祉用具店様とご相談頂き､こちらのパンフレットをお見
せ頂くか、当社ホームページからお問い合わせ下さい。

Q
A

マンションや戸建の2階にも設置出来ますか？

構造上は可能です。ご相談下さい｡
マンションや戸建の2階にも設置する事は可能です。
配管経路をどうするかが重要になってきます。設備屋さんと配管経路の相談をして頂き接続して下さ
い。また､当社でもご提案をさせて頂きます。お気軽にお問合せ下さい。

Q
A

水があふれたりしませんか？

サー内蔵。
どが詰まった時にも、水位センサーで給

水をストップし、水が溢れることはありません。

Q
A 電気はどれぐらい使うの？

稼働時300Wです。
1日10回使って、
掃除機を1分使った程度です。

Q
A

寒冷地対応は？

別途オプションで、凍結防止装置を
お付けすることが可能です。
お問い合わせ下さい。

Q
A

保証はどうなっていますか？

メーカー保証は1年間です。
保証期間内は無償にて3日以内に修理又は交換にお
伺い致します。保証期間を過ぎた場合は有償となります
が､修理又は交換等させて頂きます。

Q
A

!水があ水が

水位センサ
もし雑巾など雑巾な
水をストップし水をストップし!Q!がが



7

お喜びの声を頂きました

御社の水洗式ポータブルトイレを使わせて頂いております。
こんな便利なトイレがあり本当に有難いと思い筆をとりました。

－中 略－

今まで大変だった後始末も、お部屋のにおいもなくなりました。
本当に嬉しく感謝しております。
もちろん一番喜んでいるのは母親です。これからも私たちのよう
な思いをしている方 を々助けてほしいと心から願います。
頑張ってください。

(高岡市在住  N様)

85,000件の実績から作られました

当社は、2002年に電動ポンプ圧送式水洗トイレを開発
し、製造を開始しました。この圧送式水洗トイレは仮設ト
イレとしてレンタルを開始し、これまでに70,000の現場
でご利用いただきました。そして、その技術を応用し開発
されたのが流せるポータくんです。発売以来、多くのお客
様よりお喜びのお言葉を頂戴しております。

※2019年6月現在

初代
ポータくん ポータくん

2号 ポータくん
3号

ポン！とボタンを押すだけです

電動ポンプ内蔵の水洗式便器です。
家庭用の電源（100V）コンセントがあれば使えます。
排水は直径30mmの配水管で屋外の下水へ流します。
特許を取得した独自技術を用いた高性能な室内設置用水
洗式ポータブルトイレです。電動ポンプ内蔵式なので障害
物があってもスムーズに排水できます。

給水
制御バルブ

排水
給水

害
障

物
（

な
壁

ど
）

電動圧送ポンプ

特許
取得
特許取得商品

ご注意ください

通常のトイレットペーパーをお使いください

ティッシュペーパー、お尻拭きシート
掃除用シートは詰まります

ティッシュペーパー、お尻拭きシート、生理用品、

掃除用シート、紙おむつ、湿布薬、タオル、雑巾等

は詰まりや故障の原因にもなるので使用しないで

下さい。誤って落とした場合は拾い出して下さい。

ご注意

OK



ご購入前にご確認下さい
●自立歩行が困難な方、車いすご利用者は介助者が付いて使用して下さい。転倒してケガをする恐れがあります。
●座位姿勢を保てない方は使用しないで下さい。転倒してケガをする恐れがあります。
●流せるポータくんは寒冷地対応をしていません。凍結のおそれのある設置場所では器具､配管が凍結しない措置が必要です。
●流せるポータくんは在宅や介護施設内で特定の人が使用するトイレです。大勢の方が使用する際の故障､損傷は有償保証になります。
●給水圧力は0.05MPa(流動時)～0.75MPa(静止時)の範囲でご利用下さい。
●ご利用に際しては商品に添付される取扱説明書をよく読み、注意事項を守って下さい。
●流せるポータくんのトイレ部分とポンプユニットはそれぞれ専用機器となります。他社製品との併用は出来ません。
●別途、給排水接続工事が必要です。接続工事は水道工事業者様、設備業者様、工務店様にご相談下さい。
●流せるポータくんは介護保険対象商品です。市区町村に依って判断が異なるので、事前にご相談下さい。  

ご利用上の注意事項
●本体を横に倒さないで下さい。水漏れや故障の原因になります。
●感電や発火の原因になるので、電源コンセントは必ず水が掛からない様にして下さい。
●排泄物､トイレットペーパー以外の物を流すと詰まりの原因になるので、必ず流さないで下さい。
   市販のトイレに流せる掃除シート等も流せません。
●冷暖房機器をご利用になる時は本体に暖房の風や熱が直接当たらないようにして下さい。

■商品仕様

機種タイプ 品　番 TAISコード 希望小売価格（税抜価格）

標準便座タイプ SPF15-3 00994-000012 298,000円

洗浄便座付きタイプ SPF15-3-SB 00994-000013 348,000円

■価格表

   福祉事業部
http:www.pota-kun.jp  　mail pota@am-co.co.jp
北 陸 本 社 〒929-0426 石川県河北郡津幡町竹橋西179-1
 TEL 076-288-8655
東京営業所 TEL 03-5324-2826
埼玉営業所 TEL 049-299-8781
大阪営業所 TEL 072-479-2522
名古屋営業所 TEL 0568-42-9390

  流せるポータくん 検 索
2021.07

お問い合わせ
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同時梱包品　2

室内接続用ホース

給水ホース（呼び径20mm）

排水ホース（呼び径25mm）

共 通
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壁ジョイント

同時梱包品　1

共 通 外形寸法（mm）

[幅]570　[奥行]710　[高さ]600
[座面高さ]標準便座 390　洗浄便座付き 410
[肘掛高さ(座面より)]標準便座 210　洗浄便座付き 230

[本体]FRP樹脂、ポリエチレン　[手すり]ステンレス、
ウレタンフォーム　[ホース]軟質塩化ビニル
[壁ジョイント]塩化ビニル、黄銅

材　質

[重　量]24.0kg

※色・寸法・仕様は予告なく変更になる場合があります。予めご了承下さい。

電　　源 AC100V (50Hz/60Hz)
定格消費電力 310W/306W (50Hz/60Hz) 給 水 口 径 13A 排水最大揚程 2m (注：逆止弁が必要な場合有り)
使用者体重 80kg以下 排 水 口 径 30A 排水最大管路長 30m (φ30水平として)


