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概 要

１９９５年に起きた阪神淡路大震災では、被災者はトイレに大
変不自由を強いられることとなった。災害時対応のトイレ蓋
「ETカバー」は、この際の教訓を生かして開発されたもの
で、広域避難場所付近に事前に設置することにより、万一の
災害発生時も開蓋すればマンホールをすぐにトイレとして使
用することができる。

製品タイプ

1．マンホール本体活用タイプ
貯溜容量が最大のタイプ。既設の下水道配管の地上部に設
置する。
2．塩ビ配管タイプ
配管システム（耐震塩ビ管）を埋設し、その地上部に設置
するタイプ。計画的に設置でき、流下させるためクリーン
なイメージとなる。
3．地下BOXタイプ
プレキャスト式災害用緊急トイレを埋め込んだ上部や、既
設の貯水槽上部に設置する。場所的な制約にも柔軟に対応
できる。

特 長

１．周りを囲うだけで、非常時にすぐにトイレとして使用す
ることができる。

２．段差がなく、転落防止金具も付けられるため、高齢者や
子どもにも使いやすい。

３．簡易仮設トイレにみられる後始末が不要。※
４．貯溜容量の心配がないため衛生的。※

※ピット式を除く

トイレブース用備品

テント 洋式便座

鋳鉄製マンホールふた
――下水道用――

ETカバー
（災害用マンホールトイレふた）
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TEL（０６）６７２３‐０４７１ FAX（０６）６７２３‐０４７７

電子メール osaka@hokusei-kogyo.co.jp ホームページ http://www.hokusei-kogyo.co.jp/

資料請求先 本社営業部 TEL（０６）６７２３‐０４７１ FAX（０６）６７２３‐０４７７

関 東（支）（０４８）２２３‐６８００
仙 台（営）（０２２）２３１‐７４８０
新 潟（営）（０２５）２８３‐１７１１
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塩ビ配管用（ETS‐P１４EM‐RO‐G） 地下BOX用（ETW‐１４EW‐RO‐G‐RO）

設置例（名古屋市米野公園）ETS‐P１４EM‐RO‐G 寸法・形状 ETW‐14EW‐RO‐G‐RO 寸法・形状
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概 要

「アンダータンク」は地中埋設型の雨水タンク。従来の埋
設タンクに比べ、タンク本体が軽量でコンパクトであるため、
掘削深さが最低限となり、工期を短縮することが可能である。
また、独自の４段階ろ過機能「４ステップクリーン」により、
より質の良い水が使用できるようになっている。
設置場所に応じて、庭向けの「ガーデンセット」と駐車場

向けの「パーキングセット」と蓋部分の材質は２種類あり、
タンク容量は１５００�、３０００�、５０００�の３タイプがある。

アンダータンク設置による雨水の活用例

手押しポンプ 自動散水システム

施工手順（ガーデンセット）

�土の掘削 �タンク設置

�配管後、土の埋め戻し �完成

「４‐ステップクリーン」ろ過システム

原因１：屋根に積もった落ち葉や枝の混入、原因２：タンクの底の沈殿物が流入時の対
流で攪拌される、原因３：タンク内の砂塵や虫などの物理的要因、原因４：オーバーフ
ロー排水される前の水面のゴミ、これらの水質汚濁の原因を解消できるように、独自の
「４－ステップクリーン」ろ過システムを内蔵している。

１．内蔵フィルターによる異物ろ過
メッシュフィルターで雨水をろ過し、
落ち葉や枝などの異物がタンク内に混
入することを防ぐ。大雨の際はフィル
ター内のゴミを洗い流す。

２．上向き流入口で沈殿物攪拌を防止
流入口を上向きにすることで水流をコ
ントロールし、雨水が流入した際にタ
ンクの底に沈殿している砂などが水流
によって巻き上げられるのを防止す
る。

３．オーバーフロー排水で不純物を除去
水より比重の軽く表面部分に浮いてい
るチリや虫などの不純物をオーバーフ
ローによって排水し取り除く。

４．水面のゴミが混ざらない一定水位での給水
タンク内に給水用ホースが取り付けら
れたフロートが内蔵されており、常に
フロート（水面）よりも１０cm程度下部
の水を抽出し、不純物の混入が少ない
水をタンクより送り出す。

雨水タンク

地下埋設型雨水タンク

アンダータンク
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設置イメージ 製品ラインナップ
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概 要

１９９５年に起きた阪神淡路大震災では、被災者はトイレに大
変不自由を強いられることとなった。災害時対応のトイレ蓋
「ETカバー」は、この際の教訓を生かして開発されたもの
で、広域避難場所付近に事前に設置することにより、万一の
災害発生時も開蓋すればマンホールをすぐにトイレとして使
用することができる。

製品タイプ

1．マンホール本体活用タイプ
貯溜容量が最大のタイプ。既設の下水道配管の地上部に設
置する。
2．塩ビ配管タイプ
配管システム（耐震塩ビ管）を埋設し、その地上部に設置
するタイプ。計画的に設置でき、流下させるためクリーン
なイメージとなる。
3．地下BOXタイプ
プレキャスト式災害用緊急トイレを埋め込んだ上部や、既
設の貯水槽上部に設置する。場所的な制約にも柔軟に対応
できる。

特 長

１．周りを囲うだけで、非常時にすぐにトイレとして使用す
ることができる。

２．段差がなく、転落防止金具も付けられるため、高齢者や
子どもにも使いやすい。

３．簡易仮設トイレにみられる後始末が不要。※
４．貯溜容量の心配がないため衛生的。※

※ピット式を除く

トイレブース用備品
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鋳鉄製マンホールふた
――下水道用――

ETカバー
（災害用マンホールトイレふた）
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鋳鉄製マンホールふた　　下水道用　　
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（災害用マンホールトイレふた）

土木資材 上下水道資材
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概 要

「アンダータンク」は地中埋設型の雨水タンク。従来の埋
設タンクに比べ、タンク本体が軽量でコンパクトであるため、
掘削深さが最低限となり、工期を短縮することが可能である。
また、独自の４段階ろ過機能「４ステップクリーン」により、
より質の良い水が使用できるようになっている。
設置場所に応じて、庭向けの「ガーデンセット」と駐車場

向けの「パーキングセット」と蓋部分の材質は２種類あり、
タンク容量は１５００�、３０００�、５０００�の３タイプがある。

アンダータンク設置による雨水の活用例

手押しポンプ 自動散水システム

施工手順（ガーデンセット）

�土の掘削 �タンク設置

�配管後、土の埋め戻し �完成

「４‐ステップクリーン」ろ過システム

原因１：屋根に積もった落ち葉や枝の混入、原因２：タンクの底の沈殿物が流入時の対
流で攪拌される、原因３：タンク内の砂塵や虫などの物理的要因、原因４：オーバーフ
ロー排水される前の水面のゴミ、これらの水質汚濁の原因を解消できるように、独自の
「４－ステップクリーン」ろ過システムを内蔵している。

１．内蔵フィルターによる異物ろ過
メッシュフィルターで雨水をろ過し、
落ち葉や枝などの異物がタンク内に混
入することを防ぐ。大雨の際はフィル
ター内のゴミを洗い流す。

２．上向き流入口で沈殿物攪拌を防止
流入口を上向きにすることで水流をコ
ントロールし、雨水が流入した際にタ
ンクの底に沈殿している砂などが水流
によって巻き上げられるのを防止す
る。

３．オーバーフロー排水で不純物を除去
水より比重の軽く表面部分に浮いてい
るチリや虫などの不純物をオーバーフ
ローによって排水し取り除く。

４．水面のゴミが混ざらない一定水位での給水
タンク内に給水用ホースが取り付けら
れたフロートが内蔵されており、常に
フロート（水面）よりも１０cm程度下部
の水を抽出し、不純物の混入が少ない
水をタンクより送り出す。
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アンダータンク
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