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ご注文及び在庫に関するお問い合わせは

製品に関するご意見・お問い合わせは

14.07.108Z.DN-1

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具

SIAAマークは、ISO22196法に
より評価された結果に基づき、抗
菌製品技術協議会ガイドライン
で品質管理・情報公開された製品
に表示されています。配合
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ポータブルトイレ ジャスピタ



ポータブルトイレを使用した排泄での失敗のひとつに
『尿こぼれ』があります。

ポータブルトイレを使用中に前方に尿がこぼれてしまうと、着衣・床などを汚してしまい、

使用者本人の自尊心を傷つけてしまうと同時に
後始末にかかる介護負担も増えてしまいます。

（2012年アロン化成調べ）

ジャスピタは『排泄姿勢の崩れ』を防ぎ、
理想的な排泄姿勢を誘導します。

以下のような『排泄姿勢の崩れ』が尿こぼれの原因となります。

排泄姿勢の崩れが原因です。
では、何故『尿こぼれ』が発生するのでしょうか??

股閉じ座り

・股を閉じるクセがある。

ななめ座り

・弱視の方などがトイレの中心がわか
りにくく、ななめに座ってしまう。

浅座り

・ふくらはぎがトイレ前端にあた
り深く座れない。

3

2
4

1ポータブルトイレ使用時に尿がこぼれるか？
とアンケート調査した結果…

ポータブルトイレを使用している方の

・約70％は尿こぼれを
経験しています。

・また約17％は頻繁な
尿こぼれに直面しています。

352.5%
　あまりこぼれる
　ことはない

11.5%
　いつもこぼれてしまう

215.5%
　よくこぼれてしまう

430.5%
　こぼれることはない

ジャスピタは、ポータブルトイレでの失敗＝尿こぼれを　　
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排泄姿勢の崩れを防ぐ

『ドルフィンカット』
『安寿』独自！イルカの口先の様な形状
『ドルフィンカット』が
理想的な排泄姿勢に導きます。

ドルフィンカットが導く理想的な排泄姿勢

1

2

3

4

左右がくぼんだ前面形状 脚が開きやすくなる山形状

ポータブルトイレ ジャスピタ

ジャスピタならば

便座の適切な位置まで
しっかり深く座る。

やや前傾になる。

便座中央に体の中心を
あわせて座る。

軽く股をひらいて座る。

左右がくぼんだ前面形状でしっかりと深
く座りやすいので『浅座り』を防ぐ効果を
期待できます。

トイレ先端のふくらみで中心位置がわかり
やすくまっすぐ座りやすいので『ななめ座り』
防止が期待できます。

股を開いた姿勢を自然に誘導する便座で
『股閉じ座り』の防止が期待できます。

　防止する、『理想的な排泄姿勢』にあなたを導きます
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使用者に合わせる事で、動作・姿勢を助ける

ひじ掛け・便座の調節
使用者の体格・身体状況に合わせ、ひじ掛け高さ・便座高さ・便座角度の調節が可能です。

膝を直角に曲げて
すわった際に
足の裏の全面が
床につきます。

ドルフィンカットは左右がくぼんでいるので
脚が引きやすく、立ち上がりがしやすいです。

90°

・座位で移乗する方 ・姿勢保持が不安な方・立ち上がり動作を
優先される方

・前傾姿勢を
優先される方

水平がオススメ

ひじ掛けを外せば座位移乗に便利。

ひじ掛けはワンタッチで調節可。

ひじ掛けを
高めにすると
前腕で身体を
支えやすいです。

着座動作が楽。

便座の高さが低すぎると立ち上がりがしにくく、高すぎると排泄がしにくい。

使用者が使いやすい高さに調節が可能。

下腿長

足の裏から
膝裏までの長さ

目安：下腿長に合わせる。

排泄中に前傾姿勢を保つためには高めの設定がオススメ。

3°前傾がオススメ

3

ひじ掛け高さは18～30㎝で調節できます

便座高さは33～45㎝で調節できます

便座角度を3°前傾と
水平の2段階で調節できます

3 ° 3 °
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受け板から尿が
こぼれ落ちても
安心な二重構造。
【汚水受け】付き。

２重の安心構造

バケツに入らなかった尿を、
しっかりキャッチする
大容量の受け板付き。

ポータブルトイレを使う上で不安な、『日々のお手入れ』を楽にする。

失敗を防止する構造とお手入れ簡単脱着受け板
ジャスピタはドルフィンカットに加えて、失敗を防止する工夫が施されています。

すきま ガード

便座とバケツの間にすきまがあり尿が前にこぼれる事
があります。

■従来のポータブルトイレは
【こぼれガード】付きなので、前方への尿の飛び散り、
こぼれを防ぐことが出来ます。

■ジャスピタならば

便座とバケツの蓋が同色だったので蓋が閉まっている
事に気が付かずに用を足してしまう事も…

■従来のポータブルトイレは
バケツの蓋が閉まっていたら、ひと目で判る
コントラストデザインで失敗を防止します。

■ジャスピタならば

前こぼれ

受け板は取り外せるので
お手入れ簡単。

44

Point1尿の飛び散りを防ぐ【こぼれガード】

Point2 閉まっているのが判りやすい
便座とバケツ蓋のコントラストデザイン

Point3 着脱式受け板+汚水受けで、お手入れ簡単

バケツの蓋は
開いていると
思ったのに…

閉まっているのが
わかりやすい！
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ジャスピタは！

ジャスピタは！

受け板に手を触れずに、柄をつかむ事が出来ます。

この出っ張りが
入り込み代になって…

便座の上から、しっかり蓋が
出来て、におい対策になります。

新型節水バケツを採用。
1ℓの水で従来通り汚物をカバー。

2ℓも入れるとバケツが重くなるし、水が勿体無い。

お客様の声

3

お客様の声

２

お客様の声

１

大便が入ったら… 水が深いところに
おさまります

水2ℓ＝２kg

ポータブルトイレ発売40年。これまで お
アロン化成ならではの、ささや か

「ポータブルトイレのバケツには、2ℓの水を入れて使用」というのが一般的だけど…

これでは、使用者本人では出来ない。
ポータブルトイレのバケツに蓋をしようとすると、便座を持ち上げなければいけない…

受け板に手が触れるのが気になる。
バケツの柄をつかもうとすると…

ジャスピタは！

重いなあ…

水も勿体無いし…

バケツの柄を受ける突起を受け板に
つけました。

便座穴にもフィットするバケツ蓋を
作りました。

バケツを取り出すとき、柄をつかもうとすると、
尿などで汚れた受け板に手がつくのが、嫌だ。

でも、蓋を閉めないと
においが気になる…

自分で便座を上げて
バケツの蓋を
開けるのは難しい。
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ジャスピタは！

ジャスピタは！

バケツに目安線がはっきりと
入っているのでわかりやすいです。

上蓋が簡単に取れる構造です。

簡単に取り外し出来れば良いのに。

お客様の声

５

お客様の声

４
上蓋が邪魔になる事がある…

目安のラインが見えにくいです！
バケツに水を張る時…

上蓋が邪魔…

［ ］全幅49.5㎝のコンパクトボディ
省スペースで設置できる

円背の方が
使う時に

ベッド・家具と一緒においても使用スペースを確保。

 お寄せ頂いた御要望にお応えする、 
 かな新機能がいっぱいです。

基本スペックも充実
１

［ ］キャスター標準装備

移動に便利

ちょっとした移動に便利なキャスター付き。

２

もちろん!

ここまで

水を張る
目安の線が
見えにくい…

どこまで水を入れて良いか
わからない…

ゆとりの
介助スペース

6
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ポータブルトイレ ジャスピタ
商品名 標準便座 ソフト便座 暖房便座 標準便座・

快適脱臭
ソフト便座・
快適脱臭

暖房便座・
快適脱臭

商品コード 533-900 533-901 533-902 533-903 533-904 533-905

JAN 4970210843635 4970210843642 4970210843659 4970210843666 4970210843680 4970210843697

TAIS 00221-000453 ー ー ー ー ー

メーカー希望
小売り価格 31,000円（税抜） 37,000円（税抜） 46,500円（税抜） 54,000円（税抜） 60,000円（税抜） 69,000円（税抜）

容量 節水型ポータブルトイレ用バケツ：約9リットル

製品寸法
幅×奥行×高さ（cm） 49.5×60×73～85

重量（kg） 10.9 11.0 11.6 11.6 11.7 12.3

梱包サイズ
幅×奥行×高さ（cm） 51×63×49

梱包重量（kg） 13.6 13.6 14.5 14.3 14.3 15.2

入数 1

材質 本体：ポリプロピレン　ひじ掛け・脚部：ABS樹脂　クッション部：EVA樹脂　脚ゴム：エラストマー
ソフト便座…（ソフト便座）発泡EVA樹脂

付属品 専用便座カバー1枚、
消臭シート（試供品） 消臭シート（試供品） 専用便座カバー1枚、

消臭剤フォームタイプ 消臭剤フォームタイプ

※組立式




