
ハイドロセラ・フロア
汚 垂 れ 陶 板

ニオイ・汚れの発生を抑える床が
衛生的で快適なパブリックトイレ空間の実現をお手伝いします。
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ハイドロセラ・フロアPU（薄型）
2019年11月発売予定



トイレ（小便器まわり）の“がっかり”原因、
それは床の汚れとニオイです。

尿が床にたれていて汚い
くさい

小便器が汚れているのできちんと近づきにくい
排水がつまっている

小便器まわりの壁が汚い
かばん等の荷物を置く場所がない

尿が自分の服などにはねる
足元が滑りやすい

がっかりするようなことはない
狭い

横に立つ人の視線が気になる
尿を床にたらすことがある

混雑している
傘を置く場所がない

暗い
流すときにボタンに触らなくてはならない

寒い
暑い

小便の音が周囲に聞こえる
その他

ベビーシート（おむつを替える台）がない
ベビーチェア（子どもを座らせておくイス）がない
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約半数が
床の汚れ･
ニオイが不快！

パブリックトイレの小便器まわりでがっかりすること
（TOTO調べ（2012）n=1000 パブリックトイレを月1回以上利用する全国の成人男性） 

その“がっかり”の解決、ハイドロセラ・フロアがしっかりサポートします！

詳しくは
中面へ

データでわかる、
「トイレがきれい」は行きたいお店
商業施設利用者の多くは「同じような店だったらトイレがきれいな方に行って買い物をする」
「トイレが汚い所は行かない」といったトイレを重視した意見を持っており、
お店のトイレの快適性が再来店に大きく影響しています。
商業施設のトイレづくりにおいては「おもてなし」の意識が特に重要です。

出典：「外出先トイレ利用に関する意識調査」TOTO調べ（2013）n＝250

やや関係する
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（女性に聞きました）
トイレが使いやすい（広い・きれい・設備が充実している）ことは、
あなたがデパート・ショッピングセンターで、買い物をする際のお店選びにどのくらい関係しますか？

約3割が
壁の汚れに
がっかり！

小便器まわりの汚物の飛散状況一例

（2010年3月某病院にて撮影。写真：中谷ネットワークス）

正面や側面の壁には尿飛びが見られます。
飛まつの蓄積により、
ニオイの温床になりやすくなっています。

85%の女性が
お店選びにトイレが関係する と答えています。

床を替えて、集客に貢献できるトイレへ



ハイドロセラ・フロア
汚 垂 れ 陶 板

ニオイ・汚れの発生を抑える床が
衛生的で快適なパブリックトイレ空間の実現をお手伝いします。

当チラシは印刷物のため、製品の色とは多少異なります。特に厳密に色合わせされる場合は、現品見本にてお確かめください。

カタログNo.88042019.11（K5-04BL）

https://www.com-et.com

■建築専門家のための情報サイトCOM-ET（コメット）

受付時間：平日 9：00～18：00／土曜日 9：00～17：00（日・祝日・夏期休暇・年末年始・弊社所定の休日等を除く）

FAX
0120-1010-02

TOTOメンテナンス㈱修理受付センターまたは、お求めの取り扱い工事店へ

0120-1010-05
受付時間（年中無休）：8：00～19：00　訪問修理：年中無休（一部地域を除く）  訪問修理時間：9：00～18：00

■修理のご用命は

建築・設計・販売・施工業者様へは、技術相談室をご用意しております。
■商品のお問い合わせは

FAX
0570-01-21110570-01-1010（有料）

※ 当社ならびに当社グループ会社は、個人情報の保護を社会的責務と考えます。お客様からお預かりした個人情報は、関連法令お
よび社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。詳細はTOTOホームページ（https://jp.toto.com）をご覧ください。

安全に関するご注意

ご使用の前に「取扱説明書（ご愛用のしおり）」をよく読んで正しくお使いください。また、設置工事をされる場合は「組立設置
施工説明書（工事説明書）」をよく読んで施工ください。取り扱いを誤ると、事故や故障の原因になります。

商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危険や損害を未然に防ぐために、次のような表示をしています。
安全のために必ずお守りください。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 
人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および 
物的損害（家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害）のみの発生が想定される内容を示しています。

警告
注意

当カタログ記載事項に関するご注意
●各商品は、仕様変更、価格改定となる場合があります。●印刷物と実際の商品では、色や柄が多少異なって見える場合が
あります。●実際の商品には、注意喚起や品番などのラベルが貼付されている場合があります。●各商品は条件に合った施工が
必要です。施工、組立、設置については販売店、または施工業者にご用命ください。●日本国内専用品です。 

 

TOTO株式会社表示価格はメーカー希望小売価格です。 税抜き価格のみ表示しています。

商品仕様、CADデータ（2D/3D）、カタログデータ、施工事例、修理施工などさまざまな情報を提供しています。
会員向けサービス（登録無料）もさらに充実。設計、提案業務にぜひお役立てください。

インターネットでのお申し込みも承っております。
TOTOメンテナンスホームページ　https://www.tom-net.jp/

このカタログには印刷インキ工業連合会
認定の植物油インキを主に使用しています。

 
※掲載内容は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。電話番号はお間違えのないようご注意ください。

修理のお申し込みは

TOTOメンテナンス 検索

■TOTOホームページ
商品情報、リフォーム情報、お近くのショールームの地図など、TOTOに関する詳しい情報はホームページをご覧ください。

https://jp.toto.com

ご購入の前に

【ハイドロセラ・フロア共通】
●常時生産品は常時生産を原則としますが、品切れを生じる場合もありますのでご了承願います。
●印刷物につき、写真と現物とで多少相違することがあります。事前にサンプルで色調、テクスチャー
　をご確認ください。
●個々のセラミックパネルはすべて均一な同色ではなく、色差・色幅があります。
●　水ぬれ時は滑りやすいため、公園のトイレなど外部から雨水が持ち込まれたり、水ぬれ状態
　で放置される可能性のある場合は、水をふいてください。水ぬれ状態で使用すると、転倒する
　可能性があります。(グリップタイプは除く)
●酸性またはアルカリ性洗剤が付着した場合は、直ちにふき取ってください。通常清掃はかたく
　絞ったモップで行い、こびりついた汚れは洗剤などを使用し、除去してください。清掃後、必ず
　表面の水・洗剤をふき取ってください。洗剤が残ったまま放置されると汚れ、製品の表面が剥が
　れたように見える場合があります。
●　ワックスはかけないでください。ワックスが付着した場合、中性洗剤等ですみやかにふき取って
　ください。付着したままだと、滑りやすく危険です。万一ワックスがけをした場合、使用中にワックス
　が剥がれ、製品の表面が剥がれたように見える場合があります。
●しみ、油分が目立つ場合があります。
●現場の状況により、汚れが目立つことがあります。
●切断や穴あけ加工など、特注加工にも対応しております。詳しくは商品カタログ(No.8877)を
　ご覧ください。(フロアPC、フロアキッズは除く)
●商品仕様、施工情報、ご使用に関しましては、商品カタログ(No.8877)をご覧ください。

【フロアPC】
●和風便器には施工できません。
●空間寸法が間口1200㎜、奥行き1800㎜を超える場合は、ブース内全面には設置できません。
●フロアPCがFL面と同一になるよう、下地高さを調整してください。
●特注加工については、都度お問い合わせください。
【フロアPU(薄型)】
●コバ面は釉薬面ではありません。長辺前面：表面色に類似した自然な色合い、短辺側面・長辺
　後面：切断面。
●シート材への上張りはできません。
●#HB4（ホワイトN）は、ご使用状況により、コバ面の汚れが目立つことがあります。
●AB690・AB680は表面強度を持たせるため、意図的に凸反りになるように製造管理されています
　ので、張り付け時は下地と密着するようにしっかりと押さえてください。調整が難しい場合はおもり
　をのせてください。
【フロアPUS】
●床置小便器用については、ご発注前に必ず商品カタログ(No.8877)に掲載の対応一覧表を
　ご確認ください。
【フロアキッズ】
●　　　は受注生産品です。ご注文いただいてから加工しますので、納期は約2週間（大型連休
　除く）かかります。
●幼児用小便器U310とセットでお使いください。他の小便器では寸法上使いにくい場合があり
　ます。また、床置きタイプの小便器は設置不可となります。
●切断や穴あけなど、特注加工には、対応していません。
●けがのおそれがありますので、裸足や靴下でのご使用はお避けください。
●設置可能な下地条件をご確認ください。
●汚垂れ用途以外は使用できません。用途に対応した形状です。それ以外で使用した場合、端部
　等の破損のおそれがあります。

注2週

接着剤工法またはモルタル圧着張り工法

AB612E#HJ3～4
AB612E1#HJ3～4
AB612E2#HJ3～4

AB612E#HJ3～4
AB612E1#HJ3～4
AB612E2#HJ3～4

店舗・施設向け

いつも清潔を保ちたい、ニオイ・汚れに配慮したい。
店舗など男女共用トイレをもつパブリック施設におすすめの床材です。

腰掛便器下専用「ハイドロセラ・フロアPC」

商品名

推奨用途

材　質

施工方法

品　番

カラー

寸　法
(mm)

希望小売価格
(税抜)

推奨周辺床材(歩行部)

ハイドロセラ・フロアPC

BⅠ施釉

タイル

□店舗・施設などの男女共用トイレに

＜600×1200角 平＞
＜600×1200角 平(穴加工φ110)＞※1

＜600×1200角 平(穴加工φ130)＞※2

（ ）寸法はAB612E2の場合
598

11.3

1198
598

11.3
φ110（130）

1198

【AB612E】 【AB612E1/2】

集客に大きな影響を及ぼすトイレ。
特に男女共用トイレは
だれもが気持ちよく使える配慮が必要です。
「ハイドロセラ・フロアPC」なら、
いつも清潔にお迎えできます。

飲食店（レストラン・居酒屋）の
トイレブースに入った時に
がっかりすることは？

と答えています。

70.2%
汚い 66.2%

臭い

（出典：「外出先トイレ利用に関する意識調査」TOTO調べ(2016)n=500）

パブリックトイレの実態

【立ち姿勢での小用時の尿汚れ状況】（当社試験※）

BLBランプにより尿垂れ跡を発光させ可視化

腰掛便器前
300mmエリアに
尿垂れが集中！

【目地が多くなる小サイズのタイル】

※試験方法については
　商品カタログ(No.8877)を
　ご覧ください。

BLBランプ照射
（拡大）

尿が染み込み
やすい目地は、
雑菌の温床に

目地が少ない
大判サイズで
お掃除もラクに

【試験方法】
成人男性53人の立ち姿勢での小用使用
後の尿垂れをふき取り尿成分量を測定。
（当社試験）
【使用条件】
2018年2月27日実施。
床の掃除をしないで終日使用。
※使用・環境条件（トイレ空間の大きさ・
　使用器具等）によっては結果が異なります。

（当社試験※）

尿垂れが集中するエリアをカバー
～ 大判サイズで汚れ、ニオイの発生を防ぐ ～

ニオイ、汚れの発生を抑える
～ 抗菌効果でニオイの元となる菌の発生を抑制 ～

※1 排水穴 ： 床　排水心200　φ130mm、排水管条件 ： 塩ビ排水管  VP・VU100用、鉛管75・100用
※2 排水穴 ： 床　排水心200　φ110mm、排水管条件 ： 塩ビ排水管  VP・VU75用

グレー #HJ3 ホワイト #HJ4
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¥40,000／枚
¥40,000／枚

NEW

NEW

接着剤工法またはモルタル圧着張り工法

AB612E#HJ3～4
AB612E1#HJ3～4
AB612E2#HJ3～4

AB612E#HJ3～4
AB612E1#HJ3～4
AB612E2#HJ3～4

店舗・施設向け

いつも清潔を保ちたい、ニオイ・汚れに配慮したい。
店舗など男女共用トイレをもつパブリック施設におすすめの床材です。

腰掛便器下専用「ハイドロセラ・フロアPC」

商品名

推奨用途

材　質

施工方法

品　番

カラー

寸　法
(mm)

希望小売価格
(税抜)

推奨周辺床材(歩行部)

ハイドロセラ・フロアPC

BⅠ施釉

タイル

□店舗・施設などの男女共用トイレに

＜600×1200角 平＞
＜600×1200角 平(穴加工φ110)＞※1

＜600×1200角 平(穴加工φ130)＞※2

（ ）寸法はAB612E2の場合
598

11.3

1198
598

11.3
φ110（130）

1198

【AB612E】 【AB612E1/2】

集客に大きな影響を及ぼすトイレ。
特に男女共用トイレは
だれもが気持ちよく使える配慮が必要です。
「ハイドロセラ・フロアPC」なら、
いつも清潔にお迎えできます。

飲食店（レストラン・居酒屋）の
トイレブースに入った時に
がっかりすることは？

と答えています。

70.2%
汚い 66.2%

臭い

（出典：「外出先トイレ利用に関する意識調査」TOTO調べ(2016)n=500）

パブリックトイレの実態

【立ち姿勢での小用時の尿汚れ状況】（当社試験※）

BLBランプにより尿垂れ跡を発光させ可視化

腰掛便器前
300mmエリアに
尿垂れが集中！

【目地が多くなる小サイズのタイル】

※試験方法については
　商品カタログ(No.8877)を
　ご覧ください。

BLBランプ照射
（拡大）

尿が染み込み
やすい目地は、
雑菌の温床に

目地が少ない
大判サイズで
お掃除もラクに

【試験方法】
成人男性53人の立ち姿勢での小用使用
後の尿垂れをふき取り尿成分量を測定。
（当社試験）
【使用条件】
2018年2月27日実施。
床の掃除をしないで終日使用。
※使用・環境条件（トイレ空間の大きさ・
　使用器具等）によっては結果が異なります。

（当社試験※）

尿垂れが集中するエリアをカバー
～ 大判サイズで汚れ、ニオイの発生を防ぐ ～

ニオイ、汚れの発生を抑える
～ 抗菌効果でニオイの元となる菌の発生を抑制 ～

※1 排水穴 ： 床　排水心200　φ130mm、排水管条件 ： 塩ビ排水管  VP・VU100用、鉛管75・100用
※2 排水穴 ： 床　排水心200　φ110mm、排水管条件 ： 塩ビ排水管  VP・VU75用

グレー #HJ3 ホワイト #HJ4

(複数回答)

¥34,500／枚
¥40,000／枚
¥40,000／枚

NEW

NEW

接着剤工法またはモルタル圧着張り工法

AB612E#HJ3～4
AB612E1#HJ3～4
AB612E2#HJ3～4

AB612E#HJ3～4
AB612E1#HJ3～4
AB612E2#HJ3～4

店舗・施設向け

いつも清潔を保ちたい、ニオイ・汚れに配慮したい。
店舗など男女共用トイレをもつパブリック施設におすすめの床材です。

腰掛便器下専用「ハイドロセラ・フロアPC」

商品名

推奨用途

材　質

施工方法

品　番

カラー

寸　法
(mm)

希望小売価格
(税抜)

推奨周辺床材(歩行部)

ハイドロセラ・フロアPC

BⅠ施釉

タイル

□店舗・施設などの男女共用トイレに

＜600×1200角 平＞
＜600×1200角 平(穴加工φ110)＞※1

＜600×1200角 平(穴加工φ130)＞※2

（ ）寸法はAB612E2の場合
598

11.3

1198
598

【AB612E】 【AB612E1/2】

集客に大きな影響を及ぼすトイレ。
特に男女共用トイレは
だれもが気持ちよく使える配慮が必要です。
「ハイドロセラ・フロアPC」なら、
いつも清潔にお迎えできます。

飲食店（レストラン・居酒屋）の
トイレブースに入った時に
がっかりすることは？

と答えています。

70.2%
汚い 66.2%

臭い

（出典：「外出先トイレ利用に関する意識調査」TOTO調べ(2016)n=500）

パブリックトイレの実態

【立ち姿勢での小用時の尿汚れ状況】（当社試験※）

BLBランプにより尿垂れ跡を発光させ可視化

腰掛便器前
300mmエリアに
尿垂れが集中！

【目地が多くなる小サイズのタイル】

※試験方法については
　商品カタログ(No.8877)を
　ご覧ください。

BLBランプ照射
（拡大）

尿が染み込み
やすい目地は、
雑菌の温床に

目地が少ない
大判サイズで
お掃除もラクに

【試験方法】
成人男性53人の立ち姿勢での小用使用
後の尿垂れをふき取り尿成分量を測定。
（当社試験）
【使用条件】
2018年2月27日実施。
床の掃除をしないで終日使用。
※使用・環境条件（トイレ空間の大きさ・
　使用器具等）によっては結果が異なります。

（当社試験※）

尿垂れが集中するエリアをカバー
～ 大判サイズで汚れ、ニオイの発生を防ぐ ～

ニオイ、汚れの発生を抑える
～ 抗菌効果でニオイの元となる菌の発生を抑制 ～

※1 排水穴 ： 床　排水心200　φ130mm、排水管条件 ： 塩ビ排水管  VP・VU100用、鉛管75・100用
※2 排水穴 ： 床　排水心200　φ110mm、排水管条件 ： 塩ビ排水管  VP・VU75用

グレー #HJ3 ホワイト #HJ4

(複数回答)

¥34,500／枚
¥40,000／枚
¥40,000／枚

NEW

NEW



ハイドロセラ・フロア
汚 垂 れ 陶 板

ニオイ・汚れの発生を抑える床が
衛生的で快適なパブリックトイレ空間の実現をお手伝いします。

キ
レ
イ
は
、
う
れ
し
い
。

ハイドロセラ・フロアPU（薄型）
2019年11月発売予定

商品名

推奨用途

材　質

施工方法

品　番

カラー

寸　法
(mm)

希望小売価格
(税抜)

推奨周辺床材(歩行部)

ハイドロテクトの「抗菌・抗ウイルス効果」でニオイの元となる菌の繁殖を抑制し、
ニオイの発生を抑えます。

陶器ならではの防汚性で汚れが染み込みにくいので清掃しやすく
ニオイの発生源を取り除くことができます。

【汚れ染み込み性比較試験】（当社試験※）
御影石 ハイドロセラ・フロアPU

内部まで汚れが入り
染みが発生 ふき取りでキレイに

ハイドロセラ・フロアＰＵ(厚型) ハイドロセラ・フロアＰＵ(薄型)

BⅠ施釉 表面：BⅠ施釉、裏面：ガラス繊維

タイル（テーパー加工品：タイル、長尺シート）
接着剤工法またはモルタル圧着張り工法

タイル・長尺シート

□交通施設、商業施設などのハードユースな環境に □学校、病院、高齢者施設等段差を配慮する施設に
□簡易改修に

<600×900角>
<600×900角テーパー加工品>

<600×800角>
<600×800角テーパー加工品>

AB690E#HJ1
AB690EW#HJ1
AB680E#HJ1
AB680EW#HJ1

23,000円／枚
30,200円／枚
29,400円／枚

AB690E#HJ1、AB680E#HJ1
AB690EW#HJ1
AB680EW#HJ1

23,000円／枚

<600×900角>
<600×800角>

AB690BR#HB1～4
AB680BR#HB1～4

ブラックN #HB1

598 897（797） 

11.7

597 897（797） 

約6

11.7mm5

20
断面図

【テーパー加工寸法】

※テーパー加工品は、片側の長辺のみテーパー加工しております。上記以外の辺のテーパー加工は、特注加工に
　なります。詳しくは商品カタログをご覧ください。※接着剤は付属しておりませんので別途ご準備ください。

ダークグレー（5分つや） #HJ1

ホワイトN #HB4

ブラウンN #HB2

グレーN #HB3

（ ）寸法はAB680Eの場合 （ ）寸法はAB680BRの場合

ハイドロセラ・フロアＰＵ(グリップタイプ)

□湿式清掃を行う駅舎、高速道路SA・PA
　などの安全性が求められる施設に

<600×900角> AB690G#HG2
<600×800角> AB680G#HG2

グレー #HG2

（ ）寸法はAB680Gの場合

抗菌・抗ウイルス効果 防汚性

ニオイの発生原因

 菌の繁殖を抑える
明るい場所では光触媒、暗
い場所では抗菌・抗ウイル
ス金属がウイルスや菌を
抑制し、清潔に保ちます。

※抗菌・抗ウイルスのメカニズム詳細は
　商品カタログ（No.8877）をご覧ください。

パブリックトイレのお困りごと

「ハイドロセラ・フロア」“いやなニオイ”を抑える
衛生的で快適なパブリックトイレ空間のために、
ＴＯＴＯの光触媒技術「ハイドロテクト」による抗菌効果と陶器ならではの防汚性で、いやなニオイ・汚れの問題解決のお手伝いをします。

床

※接着剤は付属しておりませんので別途ご準備ください。
※シート材との取り合いは、シーリングにて納めてください。 ※接着剤は付属しておりませんので別途ご準備ください。

長辺前面小端面は、表面色
に類似した自然な色合い

2019年
11月
発売

接着剤 シーリング

約7mm

AB690BR・AB680BRシート材
約3mm

約4mm
段差

接着剤 下地

商品名

推奨用途

材　質

施工方法

品　番

カラー

寸　法
(mm)

希望小売価格
(税抜)

推奨周辺床材(歩行部)

ハイドロテクトの「抗菌・抗ウイルス効果」でニオイの元となる菌の繁殖を抑制し、
ニオイの発生を抑えます。

陶器ならではの防汚性で汚れが染み込みにくいので清
ニオイの発生源を取り除くことができます。

【汚れ染み込み性比較試験】（当社試験※）
御影石 ハイドロセラ・フロアPU

内部まで汚れが入り
染みが発生

ハイドロセラ・フロアＰＵ(厚型) ハイドロセラ・フロアＰＵ(薄型)

BⅠ施釉 表面：BⅠ施釉、裏面：ガラス繊維

タイル（テーパー加工品：タイル、長尺シート）
接着剤工法またはモルタル圧着張り工法

タイル・長尺シート

□交通施設、商業施設などのハードユースな環境に □学校、病院、高齢者施設等段差を配慮する施設に
□簡易改修に

<600×900角>
<600×900角テーパー加工品>

<600×800角>
<600×800角テーパー加工品>

AB690E#HJ1
AB690EW#HJ1
AB680E#HJ1
AB680EW#HJ1

23,000円／枚
30,200円／枚
29,400円／枚

AB690E#HJ1、AB680E#HJ1
AB690EW#HJ1
AB680EW#HJ1

23,000円／枚

<600×900角>
<600×800角>

AB690BR#HB1～4
AB680BR#HB1～4

ブラックN #HB1

598 897（797） 

11.7

597 897（797） 

約6

11.7mm5

20
断面図

【テーパー加工寸法】

※テーパー加工品は、片側の長辺のみテーパー加工しております。上記以外の辺のテーパー加工は、特注加工に
　なります。詳しくは商品カタログをご覧ください。※接着剤は付属しておりませんので別途ご準備ください。

ダークグレー（5分つや） #HJ1

ホワイトN #HB4

ブラウンN #HB2

グレーN #HB3

（ ）寸法はAB680Eの場合 （ ）寸法はAB680BRの場合

□湿式清掃を行う駅舎、高速道路SA・PA
　などの安全性が求められる施設に

（ ）寸法はAB680Gの場合

抗菌・抗ウイルス効果 防汚性

ニオイの発生原因

 菌の繁殖を抑える
明るい場所では光触媒、暗
い場所では抗菌・抗ウイル
ス金属がウイルスや菌を
抑制し、清潔に保ちます。

※抗菌・抗ウイルスのメカニズム詳細は
　商品カタログ（No.8877）をご覧ください。

パブリックトイレのお困りごと

「ハイドロセラ・フロア」“いやなニオイ”を抑える
衛生的で快適なパブリックトイレ空間のために、
ＴＯＴＯの光触媒技術「ハイドロテクト」による抗菌効果と陶器ならではの防汚性で、いやなニオイ・汚れの問題解決のお手伝いをします。

床

※接着剤は付属しておりませんので別途ご準備ください。
※シート材との取り合いは、シーリングにて納めてください。 ※接着剤は付属しておりませんので別途ご準備ください。

長辺前面小端面は、表面色
に類似した自然な色合い

2019年
11月
発売

接着剤 シーリング

約7mm

AB690BR・AB680BRシート材
約3mm

約4mm
段差

接着剤 下地

商品名

推奨用途

材　質

施工方法

品　番

カラー

寸　法
(mm)

希望小売価格
(税抜)

推奨周辺床材(歩行部)

ハイドロテクトの「抗菌・抗ウイルス効果」でニオイの元となる菌の繁殖を抑制し、
ニオイの発生を抑えます。

陶器ならではの防汚性で汚れが染み込みにくいので清　掃しやすく
ニオイの発生源を取り除くことができます。

【汚れ染み込み性比較試験】（当社試験※）
御影石

内部まで汚れが入り
染みが発生

ハイドロセラ・フロアＰＵ(厚型) ハイドロセラ・フロアＰＵ(薄型)

BⅠ施釉 表面：BⅠ施釉、裏面：ガラス繊維

タイル（テーパー加工品：タイル、長尺シート）
接着剤工法またはモルタル圧着張り工法

タイル・長尺シート

□交通施設、商業施設などのハードユースな環境に □学校、病院、高齢者施設等段差を配慮する施設に
□簡易改修に

<600×900角>
<600×900角テーパー加工品>

<600×800角>
<600×800角テーパー加工品>

AB690E#HJ1
AB690EW#HJ1
AB680E#HJ1
AB680EW#HJ1

23,000円／枚
30,200円／枚
29,400円／枚

AB690E#HJ1、AB680E#HJ1
AB690EW#HJ1
AB680EW#HJ1

23,000円／枚

<600×900角>
<600×800角>

AB690BR#HB1～4
AB680BR#HB1～4

ブラックN #HB1

598 897（797） 

11.7

597 897（797） 

約6

11.7mm5

20
断面図

【テーパー加工寸法】

※テーパー加工品は、片側の長辺のみテーパー加工しております。上記以外の辺のテーパー加工は、特注加工に
　なります。詳しくは商品カタログをご覧ください。※接着剤は付属しておりませんので別途ご準備ください。

ダークグレー（5分つや） #HJ1

ホワイトN #HB4

ブラウンN #HB2

グレーN #HB3

（ ）寸法はAB680Eの場合 （ ）寸法はAB680BRの場合

抗菌・抗ウイルス効果 防汚性

ニオイの発生原因

 菌の繁殖を抑える
明るい場所では光触媒、暗
い場所では抗菌・抗ウイル
ス金属がウイルスや菌を
抑制し、清潔に保ちます。

※抗菌・抗ウイルスのメカニズム詳細は
　商品カタログ（No.8877）をご覧ください。

パブリックトイレのお困りごと

「ハイドロセラ・フロア」“いやなニオイ”を抑える
衛生的で快適なパブリックトイレ空間のために、
ＴＯＴＯの光触媒技術「ハイドロテクト」による抗菌効果と陶器ならではの防汚性で、いやなニオイ・汚れの問題解決のお手伝いをします。

床

（ ）寸法はAB612E2の場合

φ110（130）

と答えています。

66.2%

（出典：「外出先トイレ利用に関する意識調査」TOTO調べ(2016)n=500）

※試験方法については
　商品カタログ(No.8877)を
　ご覧ください。

※接着剤は付属しておりませんので別途ご準備ください。
※シート材との取り合いは、シーリングにて納めてください。

長辺前面小端面は、表面色
に類似した自然な色合い

2019年
11月
発売

接着剤 シーリング

AB690BR・AB680BRシート材
約3mm

約4mm
段差

接着剤



トイレ（小便器まわり）の“がっかり”原因、
それは床の汚れとニオイです。

尿が床にたれていて汚い
くさい

小便器が汚れているのできちんと近づきにくい
排水がつまっている

小便器まわりの壁が汚い
かばん等の荷物を置く場所がない

尿が自分の服などにはねる
足元が滑りやすい

がっかりするようなことはない
狭い

横に立つ人の視線が気になる
尿を床にたらすことがある

混雑している
傘を置く場所がない

暗い
流すときにボタンに触らなくてはならない

寒い
暑い

小便の音が周囲に聞こえる
その他

ベビーシート（おむつを替える台）がない
ベビーチェア（子どもを座らせておくイス）がない

53.8

47.2

38.4

33.2

30.0

28.3

23.5

21.1

17.0

16.3

15.0

13.5

13.4

12.5

12.2

11.2

8.8

5.3

3.0

0.6

0.2

0.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0（％）

約半数が
床の汚れ･
ニオイが不快！

パブリックトイレの小便器まわりでがっかりすること
（TOTO調べ（2012）n=1000 パブリックトイレを月1回以上利用する全国の成人男性） 

その“がっかり”の解決、ハイドロセラ・フロアがしっかりサポートします！

詳しくは
中面へ

データでわかる、
「トイレがきれい」は行きたいお店
商業施設利用者の多くは「同じような店だったらトイレがきれいな方に行って買い物をする」
「トイレが汚い所は行かない」といったトイレを重視した意見を持っており、
お店のトイレの快適性が再来店に大きく影響しています。
商業施設のトイレづくりにおいては「おもてなし」の意識が特に重要です。

出典：「外出先トイレ利用に関する意識調査」TOTO調べ（2013）n＝250

やや関係する
56%

とても
関係する

29%

あまり
関係しない

3%どちらとも
いえない

12%

（女性に聞きました）
トイレが使いやすい（広い・きれい・設備が充実している）ことは、
あなたがデパート・ショッピングセンターで、買い物をする際のお店選びにどのくらい関係しますか？

約3割が
壁の汚れに
がっかり！

小便器まわりの汚物の飛散状況一例

（2010年3月某病院にて撮影。写真：中谷ネットワークス）

正面や側面の壁には尿飛びが見られます。
飛まつの蓄積により、
ニオイの温床になりやすくなっています。

85%の女性が
お店選びにトイレが関係する と答えています。

床を替えて、集客に貢献できるトイレへ

雑菌

尿素
アンモニア

トイレのいやなニオイは、尿素と菌によって発生するアンモニアです。
ハイドロテクトの抗菌効果で、アンモニア濃度を76%減少させます。

【防臭性能／アンモニア濃度比較】（当社試験※）

ハイドロセラ・フロアＰＵＳ ハイドロセラ・フロアキッズ

BⅠ施釉 表面：AⅢ施釉、裏面：ガラス繊維

接着剤工法 接着剤工法
既存床上に施工可（シート材、タイル、フローリング等） 既存床上に施工可（シート材、タイル、フローリング等）

動物のフットマークで、
正しい立ち位置に誘導

□時間をかけたくない
　オフィスや飲食店等
　店舗の改修に
□簡易改修に

□幼児用小便器に

AB660K#HD4　36,700円／枚
AB663S#HD4　41,300円／枚

フットマークあり　28,700円／枚
フットマークなし　26,500円／枚

<壁掛小便器用>　AB660K#HD4
<床置小便器用※>　AB663S#HD4
（※既設排水管流用、UFS910系に対応）

AB545K○#HT□
※○：足型、□：色番

5

接着
剤

※接着剤・Pシール付属
※付属品：別梱包

895（795） 

11 450500

ブラックストーン #HD4 A あひる B うま C いぬ D ぶた N なし

足型

カラー

注2週

ハイドロセラ・フロアＰＵ(グリップタイプ)

□湿式清掃を行う駅舎、高速道路SA・PA
　などの安全性が求められる施設に

水ぬれしても、すべりにくい

26,900円／枚

<600×900角> AB690G#HG2
<600×800角> AB680G#HG2

AB663Sの場合

ニオイの発生を抑える

※試験方法については
　商品カタログ(No.8877)をご覧ください。

ア
ン
モ
ニ
ア
濃
度

〔無加工タイル〕〔ハイドロセラ〕

76％
減少

「抗菌・防臭のひみつ」
動画はこちら

※通信量はお客様のご負担となります。
　ご利用環境によって再生・閲覧できない
　場合があります。

※PIAJマークは、光触媒工業会
が、性能、利用方法などが適切で
あることをJIS評価法を用い、基
準値をクリアした光触媒製品に
与えるマークです。光触媒製品
の性能表示は商品カタログまた
はホームページをご覧ください。

※接着剤は付属しておりませんので別途ご準備ください。

他タイプもあります。詳しくは商品カタログ（No.8877）をご覧ください。

100 100

100
12.5

600600

※マークなしのホワイト、あひる柄のホワイトは常時生産品、その他は受注生産品

1 ホワイト 2 グレー 3 ベージュ

雑菌

尿素
アンモニア

トイレのいやなニオイは、尿素と菌によって発生するアンモニアです。
ハイドロテクトの抗菌効果で、アンモニア濃度を76%減少させます。

【防臭性能／アンモニア濃度比較】（当社試験※）

ふき取りでキレイに

ハイドロセラ・フロアＰＵＳ ハイドロセラ・フロアキッズ

BⅠ施釉 表面：AⅢ施釉、裏面：ガラス繊維

接着剤工法 接着剤工法
既存床上に施工可（シート材、タイル、フローリング等） 既存床上に施工可（シート材、タイル、フローリング等）

動物のフットマークで、
正しい立ち位置に誘導

□時間をかけたくない
　オフィスや飲食店等
　店舗の改修に
□簡易改修に

□幼児用小便器に

AB660K#HD4　36,700円／枚
AB663S#HD4　41,300円／枚

フットマークあり　28,700円／枚
フットマークなし　26,500円／枚

<壁掛小便器用>　AB660K#HD4
<床置小便器用※>　AB663S#HD4
（※既設排水管流用、UFS910系に対応）

AB545K○#HT□
※○：足型、□：色番

5

接着
剤

※接着剤・Pシール付属
※付属品：別梱包

600 895（795） 

11 450500

ブラックストーン #HD4 A あひる B うま C いぬ D ぶた N なし

足型

カラー
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ハイドロセラ・フロアＰＵ(グリップタイプ)

BⅠ無釉

タイル

□湿式清掃を行う駅舎、高速道路SA・PA
　などの安全性が求められる施設に

水ぬれしても、すべりにくい

26,900円／枚

<600×900角> AB690G#HG2
<600×800角> AB680G#HG2

グレー #HG2

（ ）寸法はAB680Gの場合 AB663Sの場合

ニオイの発生を抑える

※試験方法については
　商品カタログ(No.8877)をご覧ください。

ア
ン
モ
ニ
ア
濃
度

〔無加工タイル〕〔ハイドロセラ〕

76％
減少

「抗菌・防臭のひみつ」
動画はこちら

※通信量はお客様のご負担となります。
　ご利用環境によって再生・閲覧できない
　場合があります。

※PIAJマークは、光触媒工業会
が、性能、利用方法などが適切で
あることをJIS評価法を用い、基
準値をクリアした光触媒製品に
与えるマークです。光触媒製品
の性能表示は商品カタログまた
はホームページをご覧ください。

※接着剤は付属しておりませんので別途ご準備ください。

他タイプもあります。詳しくは商品カタログ（No.8877）をご覧ください。

（岩肌面）

100 100

100
12.5

600600

※マークなしのホワイト、あひる柄のホワイトは常時生産品、その他は受注生産品

1 ホワイト 2 グレー 3 ベージュ
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（※既設排水管流用、UFS910系に対応）
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□湿式清掃を行う駅舎、高速道路SA・PA
　などの安全性が求められる施設に

水ぬれしても、すべりにくい

26,900円／枚
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<600×800角> AB680G#HG2

グレー #HG2

（ ）寸法はAB680Gの場合 AB663Sの場合
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※試験方法については
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「抗菌・防臭のひみつ」
動画はこちら

※通信量はお客様のご負担となります。
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ＴＯＴＯの光触媒技術「ハイドロテクト」による抗菌効果と陶器ならではの防汚性で、いやなニオイ・汚れの問題解決のお手伝いをします。

※PIAJマークは、光触媒工業会
が、性能、利用方法などが適切で
あることをJIS評価法を用い、基
準値をクリアした光触媒製品に
与えるマークです。光触媒製品
の性能表示は商品カタログまた
はホームページをご覧ください。

※接着剤は付属しておりませんので別途ご準備ください。

他タイプもあります。詳しくは商品カタログ（No.8877）をご覧ください。

（岩肌面）
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※マークなしのホワイト、あひる柄のホワイトは常時生産品、その他は受注生産品
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当チラシは印刷物のため、製品の色とは多少異なります。特に厳密に色合わせされる場合は、現品見本にてお確かめください。

カタログNo.88042019.11（K5-04BL）

https://www.com-et.com

■建築専門家のための情報サイトCOM-ET（コメット）

受付時間：平日 9：00～18：00／土曜日 9：00～17：00（日・祝日・夏期休暇・年末年始・弊社所定の休日等を除く）

FAX
0120-1010-02

TOTOメンテナンス㈱修理受付センターまたは、お求めの取り扱い工事店へ

0120-1010-05
受付時間（年中無休）：8：00～19：00　訪問修理：年中無休（一部地域を除く）  訪問修理時間：9：00～18：00

■修理のご用命は

建築・設計・販売・施工業者様へは、技術相談室をご用意しております。
■商品のお問い合わせは

FAX
0570-01-21110570-01-1010（有料）

※ 当社ならびに当社グループ会社は、個人情報の保護を社会的責務と考えます。お客様からお預かりした個人情報は、関連法令お
よび社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。詳細はTOTOホームページ（https://jp.toto.com）をご覧ください。

安全に関するご注意

ご使用の前に「取扱説明書（ご愛用のしおり）」をよく読んで正しくお使いください。また、設置工事をされる場合は「組立設置
施工説明書（工事説明書）」をよく読んで施工ください。取り扱いを誤ると、事故や故障の原因になります。

商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危険や損害を未然に防ぐために、次のような表示をしています。
安全のために必ずお守りください。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 
人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および 
物的損害（家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害）のみの発生が想定される内容を示しています。

警告
注意

当カタログ記載事項に関するご注意
●各商品は、仕様変更、価格改定となる場合があります。●印刷物と実際の商品では、色や柄が多少異なって見える場合が
あります。●実際の商品には、注意喚起や品番などのラベルが貼付されている場合があります。●各商品は条件に合った施工が
必要です。施工、組立、設置については販売店、または施工業者にご用命ください。●日本国内専用品です。 

 

TOTO株式会社表示価格はメーカー希望小売価格です。 税抜き価格のみ表示しています。

商品仕様、CADデータ（2D/3D）、カタログデータ、施工事例、修理施工などさまざまな情報を提供しています。
会員向けサービス（登録無料）もさらに充実。設計、提案業務にぜひお役立てください。

インターネットでのお申し込みも承っております。
TOTOメンテナンスホームページ　https://www.tom-net.jp/

このカタログには印刷インキ工業連合会
認定の植物油インキを主に使用しています。

 
※掲載内容は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。電話番号はお間違えのないようご注意ください。

修理のお申し込みは

TOTOメンテナンス 検索

■TOTOホームページ
商品情報、リフォーム情報、お近くのショールームの地図など、TOTOに関する詳しい情報はホームページをご覧ください。

https://jp.toto.com

ご購入の前に

【ハイドロセラ・フロア共通】
●常時生産品は常時生産を原則としますが、品切れを生じる場合もありますのでご了承願います。
●印刷物につき、写真と現物とで多少相違することがあります。事前にサンプルで色調、テクスチャー
　をご確認ください。
●個々のセラミックパネルはすべて均一な同色ではなく、色差・色幅があります。
●　水ぬれ時は滑りやすいため、公園のトイレなど外部から雨水が持ち込まれたり、水ぬれ状態
　で放置される可能性のある場合は、水をふいてください。水ぬれ状態で使用すると、転倒する
　可能性があります。(グリップタイプは除く)
●酸性またはアルカリ性洗剤が付着した場合は、直ちにふき取ってください。通常清掃はかたく
　絞ったモップで行い、こびりついた汚れは洗剤などを使用し、除去してください。清掃後、必ず
　表面の水・洗剤をふき取ってください。洗剤が残ったまま放置されると汚れ、製品の表面が剥が
　れたように見える場合があります。
●　ワックスはかけないでください。ワックスが付着した場合、中性洗剤等ですみやかにふき取って
　ください。付着したままだと、滑りやすく危険です。万一ワックスがけをした場合、使用中にワックス
　が剥がれ、製品の表面が剥がれたように見える場合があります。
●しみ、油分が目立つ場合があります。
●現場の状況により、汚れが目立つことがあります。
●切断や穴あけ加工など、特注加工にも対応しております。詳しくは商品カタログ(No.8877)を
　ご覧ください。(フロアPC、フロアキッズは除く)
●商品仕様、施工情報、ご使用に関しましては、商品カタログ(No.8877)をご覧ください。

【フロアPC】
●和風便器には施工できません。
●空間寸法が間口1200㎜、奥行き1800㎜を超える場合は、ブース内全面には設置できません。
●フロアPCがFL面と同一になるよう、下地高さを調整してください。
●特注加工については、都度お問い合わせください。
【フロアPU(薄型)】
●コバ面は釉薬面ではありません。長辺前面：表面色に類似した自然な色合い、短辺側面・長辺
　後面：切断面。
●シート材への上張りはできません。
●#HB4（ホワイトN）は、ご使用状況により、コバ面の汚れが目立つことがあります。
●AB690・AB680は表面強度を持たせるため、意図的に凸反りになるように製造管理されています
　ので、張り付け時は下地と密着するようにしっかりと押さえてください。調整が難しい場合はおもり
　をのせてください。
【フロアPUS】
●床置小便器用については、ご発注前に必ず商品カタログ(No.8877)に掲載の対応一覧表を
　ご確認ください。
【フロアキッズ】
●　　　は受注生産品です。ご注文いただいてから加工しますので、納期は約2週間（大型連休
　除く）かかります。
●幼児用小便器U310とセットでお使いください。他の小便器では寸法上使いにくい場合があり
　ます。また、床置きタイプの小便器は設置不可となります。
●切断や穴あけなど、特注加工には、対応していません。
●けがのおそれがありますので、裸足や靴下でのご使用はお避けください。
●設置可能な下地条件をご確認ください。
●汚垂れ用途以外は使用できません。用途に対応した形状です。それ以外で使用した場合、端部
　等の破損のおそれがあります。
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