トイレには女神が住んでいます。
正確に言うとトイレを守っています。（※1

※1 厠（トイレ）の神様
は位が高い女神で、一家

昔はほとんどの家が、汲み取りトイレでした。

の寿命を握っているとも

私が物心付く頃には、水洗トイレがかなり普及していましたが、それ

言われています。七福神

でも築年数の古い家には、汲み取りトイレが当然のようにありました。 の中では弁天（弁財天）
がトイレの神様です。

私が 10～12 歳くらいのとき、学校帰りに急に便意（大）をもよおし
まして、冷や汗を掻きながら通学路の途中にあった父方の実家へ、急
いでトイレを借りに寄った事があります。
実は学校にいた時からもう既に彼（便の大）は来ていたのですが、当
時は学校のトイレで大きい方をして、それを誰かに見られてしまった
ときには「あいつウン○しってたぞおぉ！」とまるで犯罪者のように
一週間位、言われ続け、皆から後ろ指を差され続けてしまいます。
家がお金持ちの山田も、運動神経のいい川崎も、モテモテで容姿端麗
な池下も、そしてあまり勉強が出来る訳でもなく、運動神経もそれほ

※2 そんな私も、今では

ど良くは無く、容姿も普通でけして良いほうではない僕も、
（※2） [学

町行く人が、皆振り返る

校でウン○をしたら責められる。]

という部分では皆、平等でした。

ような美男子に成長｡博

ですから僕も（当時を振り返って“僕”と言わせて頂きます。）その

士号も取得。高校から始

暗黙の意味不明なルールに従い、学校ではしないで顔面蒼白になりな

めた水泳では、オリンピ

がらも実家まで我慢し続けたのです。

ックの強化選手に選ばれ

その実家も割と年数の経った家で、トイレはやはり当然のように汲み

るようになりました。

取りトイレでした。

時と共に色々なものが変
わっていくんですね。

1
スミマセン、嘘です・・・

大急ぎでトイレに駆け込み、用をたして「ふっ～」と一息、
脳は一辺にα波へ 全身リラックスで、ほっとして上の方を見ると天
井板の板目が人の顔のように見えます。壁の、漆喰に入っているひび
われの奥から何かが飛び出してきそうな気配が・・・そのとき！！
「ハッ！」・・・
ズボンを触ってみると「無い！」後ろのポケットに入れていた筈の、
僕の二つ折りの茶色い財布が「無いっ！！」
財布は汲み取りトイレの中の、ブラックホールのような空間へ、僕の
排泄物と共に落下していったのです。財布の中には確か 1,500 円前後
の現金が入っていました。（当時の、僕の小遣いは 3,000 円程度でし
た。1，500 円は大金です。）しかし財布を取り出す事なんか出来るは
ずはありません。
そのとき私は「汲み取りトイレを撲滅してやる！！」と心に決めたの
です。
しかし残念な事に、私がリフォームの仕事を始めるようになったとき
には殆どの汲み取りトイレは、撲滅され終わっていました。
私の復讐は実現できずに、中に浮いたままになりそうです。
（※3

※3 ちなみに私は、リフォー
ムの仕事を 10 年以上やってい

・・といきなり横道にそれてしまいましたがトイレは女神が住んでい

てトイレのリフォームも数え

るのです。

切れない位、手掛けているの
ですが、今だ汲み取りから水

トイレのリフォームを検討されているあなたは、身近な人の気持ちを

栓へのリフォームだけは、し

大切に考えるとても心の、暖かい人です。

た事がありません。も・・も
しや・・呪われているのかも？

トイレのリフォームは、和式から洋式へのリフォーム
洋式から洋式へのリフォームのどちらかが、ほとんどです。
（※4
※4

あくまで住宅のリフォ

トイレの改修は、基本的にはトイレの器具がメインです。まずトイレ

ームでの話です。店舗、工場

器具を選び、それに合わせて内装を選んでいく方法でＯＫです。

は別です。

まずは、トイレの器具の種類と選択方法をお話します。
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1.トイレ器具の種類と選択
好きなタイプのトイレは、ありますか？
トイレ（洋便器）は大きく分けると、タンクのあるトイレと無いトイ
レに分けられます。以外にも小便器とか和便器とか、色々とあります
が、ここでは洋式の小・大

兼用トイレに絞って話を進めます。

現在の一番人気があるのは、東陶機器㈱（以降 TOTO と呼びます）の
ネオレストＳＤという、タンクの無いトイレです。（※5

※5 発売された 2004 年の最
も売れたリフォーム商品の、

私が始めてネオレストＳＤを、メーカーの新商品説明会で見たときは、 第 2 位でした。ちなみに 1 位
衝撃的でした。
「これって、本当にトイレ？」
はクナップのキッチン・クリ
ンレディです。

美しいデザイン、流れるようなフォルムは今までのトイレと比較する
と、あまりにも違いすぎます。
性能も、洗浄方式が構造から変わりました。
そのネオレストＳＤは、ＳＤ1 からＳＤ4 まで４種類のバージョンが

ネオレストＳＤ

あります。一体式になっているウォシュレットの性能によって違うの
ですが、詳しくはメーカーのＨＰをご覧下さい。（※6
※6

[リフォーム目安価格

タンクが無いので、給水方式は水道の圧を利用して汚物を流す仕組み

水まわり]のページの中からメ

になっています。

ーカーの HP へ行けるように

現在の水道圧が少ない場合は、付けたくても付けられません。

リンクしています。

水道圧は、充分ありますか？

◎ネオレストＳＤの上位機種
にネオレストＥＸがというの

ちなみに、タンク無しトイレはタンク付きより高いのでは？と思われ

があります。違いはＥＸが高

ている方は、間違いです。

級車。ＳＤは高級車と同じ機

ネオレストには、高性能のウォシュレットが一体式となって、始めか

能を持つ中級グレードの

ら付いています。

車・・分かります？

ですから、カタログで見ると価格も高く見えますが、タンク付きのト
イレに、ネオレストと同レベルの機能が付いたウォシュレットを付け
ると、価格の差はそれ程なくなります。
ただしタンクが無いので手洗いが必要な人は、トイレと別に手洗いが
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ネオレストＥＸ

タンクの無いトイレは他にも
ＩＮＡＸの

必要になります。

サティス。

「ネオレストが良い。欲しい。水道圧も問題なし。」という人は、こ

松下電工のセオが

のページは、タンクのあるトイレの御紹介になりますので、飛ばして、

あります。

次のページにお進みいただいても、ＯＫです。
タンクの付いているトイレですが、これも細かく分類すると色々とあ
りますがここでは、便器の後ろにタンクの付いている[ロータンク方
式]に絞って進めさせていただきます。
さらに、排水方式も幾つかありますがややこしいので省きます。（※7
どうしても知りたい人は、メールでお問合わせ下さい。
ロータンク

残るは、汚物を洗い流す給水方式です。

※7 先落とし式

サイホン式

セミサイホン式

サイホンジェ

ット式

これは２種類です。二つに一つです。二者択一です。

などがあります。

「ああ・・この世の試験が全部、二者択一で全て、５０点以上が合格
だったら良いのになあ」とお嘆きの受験生のあなた！
実社会では、二者択一の選択肢を一つ間違えるだけで人生が大きく変
※8

わるんです。厳しいんです。人生は！（※8

結果として現れる現象に

は「原因」と「共時性」という

という事で二種類ですが、一つは先ほどのネオレストにも標準で付い

二つの方向があると有名な心理

ているトルネード洗浄方式です。もう一つは昔からある従来の洗浄方

学者さんが言っていました。

式です。

＜従来洗浄＞
タンクに溜まっていた水が便器フチの多

どちらを選んでも構いませんが、従来からの洗浄方式というのは今で
は人気ありません。お奨めはトルネード洗浄方式です。

数の水出し穴より上から下へ流れ落ち、
洗浄します。

・・・と書きながら、ふとメーカーのホームページを見てみると、あ

＜トルネード洗浄＞

れっ！ホームページにはもう従来の洗浄方式のトイレは、ほとんど載
せていないのですね。いずれ、消えていく運命の機能なのでしょう
か・・

便器奥の吐水口より水流を勢いよく噴
出、旋回水流で便器全体をぐるりとしっ
かり洗浄します。

タンク付きのトイレは、ウォシュレットも後付けになります。
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かなり豊富に種類がありますので、ここでは紹介しきれません。
（※8
[リフォーム目安価格

メーカーＨＰをご覧下さい。

※8

どうでしょうか？

まわり]のページの中からメーカ

トイレは決まりそうですか？

水

ーの HP へ行けるようにリンク

トイレの色も 7 種類あります。内装仕上げ材とのバランスも大切です。

しています。

どの色がお好きですか？

トイレの器具が決まったら、次に床、壁、天井の仕上げ材です。

2.室内の仕上げ
トイレも予算が決まっていて「とにかく安く。」とか「合い見積もり
をとって安い所で工事をする。」と言われると天井、壁は、量産の壁
紙。床はＣＦ（クッションフロア）で進めます。
トイレは特にその組み合わせで、ＯＫです。問題ありませんが小さい
部屋なので壁を一色でまとめるよりは、腰壁を付けたりクロスの色を
変えたりして、変化を持たせた方が良いと私は考えています。
「床はＣＦでは安っぽいので、フローリング仕上げにしたい。」
という場合。必ずトイレ専用のフローリングを選んでください。
トイレの床には、合板の居室で使うタイプのフローリングは適しませ
ん。また無垢のフローリング材も適さない素材です。
お奨めできません。止めた方が良いでしょう。（※9
※9

ッコの染みが付いてしまう・・・

必ず、トイレ専用のフローリングを選んでください。
洋から洋の場合、床はフロ‐リングの重ね貼りをすると、段差がつい
たりする事も考えられますが、フローリングを剥してから施工すると
なると、今度は技術上の問題が発生する可能性があります。その場合、
すこし特殊な技術が必要になります。
又、バリアフリー等にしたい場合も同じく。です。
どうでしょう？

どんなに注意してもオシ

新しいトイレのイメージは出来そうですか？
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それでは、実際の工事の進行を箇条書きにしてみます。

3・実際の工程
和式→洋式
既設

和式トイレ（一坪以内）

床タイル 壁＝腰までタイル

コンセント無し
↓
新規

洋式トイレ
壁＝腰壁

床＝専用フローリング
上クロス

1. 既設トイレ解体

天井＝クロス

コンセント新設 手洗い新設

給排水をプラグ止め

2 時間

2. 給排水切り回し

2 時間

3. コンセント新設
4. 床

壁

30 分

木工事

5. フローリング
6. 天井

配線

壁

半日
腰壁施工

半日

クロス貼り

2 時間

7. トイレ

手洗い器具付け

2 時間

8. 片付け

自主点検
2 日前後の工事になります。

洋式→洋式（※10
※10

既設

洋式トイレ（一坪以内）

天井

壁＝クロス

床＝ＣＦ

ォームの場合、リフォーム用（リ

コンセント無し

モデル用）トイレを使います。

↓
新規

洋式から、洋式へのリフ

ただし中にはリフォーム用でも

洋式トイレ
壁＝腰壁

床＝専用フローリング
上クロス

天井＝クロス

対応できない場合もあります。

コンセント新設 手洗い新設

そんな場合は特殊な工事が必要
になります。

1.既設トイレ撤去

給排水をプラグ止め

1 時間

2.コンセント新設

配線

30 分

腰壁施工

半日

3.フローリング
4.天井

壁

クロス貼り

2 時間

5.トイレ

手洗い器具付け

2 時間

6.片付け

自主点検
1 日前後の工事になります
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さあ、あとは業者選びです。
しっかりした丁寧で綺麗な仕事をする業者・・・
でもそこは簡単です。

そうです。

システムハウスに依頼すれば良いのです。（※11
※ 11

何度でも言います。

キ ッチ ン ・台 所 編

浴

室・お風呂編を読まれた方は、
「最後は同じだ。」と思われるか

そうです。

システムハウスに依頼すれば良いのです。

も知れませんが、もはや水戸黄
門の印籠、金さんの桜吹雪の刺

「ここにきて売り込みかい！」「ついに本性を現したな！」

青と同じです。最後はこれで閉

と思われるかもしれませんが・・

めるのです。

ここで自分の会社のアピールをしないで、どこでするのですか？

それにこれは事実であり、真実
です。

業者選びは迷わず、システムハウスに依頼してください。
何故ならシステムハウスには、有能でしっかりした技術を持っ
ている施工スタッフがたくさんいるからです。
いかがですか？

遠藤慎司
7

