
1000㎜ 2600㎜ 2650㎜

900㎜ 1280㎜ 1850㎜

円／月

円

問い合わせ先

①洋式便座

②洗浄方式

③臭い逆流防止機能付き(ﾌﾗｯﾊﾟｰ機能付き)

④容易に開かない施錠付き

⑤照明設備

⑥衣類等のﾌｯｸ付き、または荷物置き場の設
備付き

⑦男女別の明確な表示

⑧入口目隠し版

⑨サニタリーボックス

⑩鏡付き洗面台

⑪便座除菌シート等

⑫室内寸法900×900mm以上

⑬擬音装置

⑭着替え台（フィッティングボード等）

⑮フラッパー機能の多重化

⑯窓などの室内換気が可能な設備

⑰小物置き場等（トイレットペーパー予備
置き場）

快適トイレの個別事例 （株）ミカサ／バイオミカレット30-Ⅰ型

諸元等 製品説明等

会社名 （株）ミカサ バイオ分解式トイレ「バイオミカレット」(NETIS名称：防災対応型屋外可搬式トイレ「バイオミカレッ
ト」）は人間のし尿を微生物の力で分解・蒸発処理する環境に優しいトイレです。特徴は以下の通りで
す。
・汲み取り不要
・悪臭がほとんど無い
・水が確保できない場所でも使用可能
・外観はスタイリッシュな木目調のサイディング製、または景観にマッチするログハウス調の杉板製を採用

製品名 バイオミカレット

型番等 BM30-Ⅰ

外寸法(幅、奥行、高さ)（㎜）

内寸法(幅、奥行、高さ)（㎜）

重量 0.6 t

供給地域(都道府県、地域等) 関東地方〜九州地方

レンタル費用 60,000

男女別単独用、男女共用の別 男女共用型

販売価格 2,500,000

排水方法 タンク式（下水接続不可）

代表取締役　三笠大志
(TEL:097-551-8826/FAX:097-551-8886,MAIL:taishi-m@mikalet.jp)

快適トイレ標準仕様適合状況

求
め
る
機
能
（

必
須
）

洋式便座（暖房付き）

し尿処理装置

有（２重以上）

二重ロック

有（発電機接続）

ﾌｯｸ付き（耐5kg以上）

付
属
品

有（標準付属品）

有（別途オプション）

有（別途オプション）

有（別途オプション）

有（標準付属品）

推
奨
す
る
仕
様

規定寸法以上

無

無

無

有（窓）

有
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1040㎜ 2200㎜ 2795㎜

950㎜ 1240㎜ 2000㎜

円／月

円

問い合わせ先

①洋式便座

②洗浄方式

③臭い逆流防止機能付き(ﾌﾗｯﾊﾟｰ機能付き)

④容易に開かない施錠付き

⑤照明設備

⑥衣類等のﾌｯｸ付き、または荷物置き場の設
備付き

⑦男女別の明確な表示

⑧入口目隠し版

⑨サニタリーボックス

⑩鏡付き洗面台

⑪便座除菌シート等

⑫室内寸法900×900mm以上

⑬擬音装置

⑭着替え台（フィッティングボード等）

⑮フラッパー機能の多重化

⑯窓などの室内換気が可能な設備

⑰小物置き場等（トイレットペーパー予備
置き場）

快適トイレの個別事例 （株）ミカサ／バイオミカレット40-Ⅰ型

諸元等 製品説明等

会社名 （株）ミカサ バイオ分解式トイレ「バイオミカレット」(NETIS名称：防災対応型屋外可搬式トイレ「バイオミカレッ
ト」）は人間のし尿を微生物の力で分解・蒸発処理する環境に優しいトイレです。特徴は以下の通りで
す。
・汲み取り不要
・悪臭がほとんど無い
・水が確保できない場所でも使用可能
・自然の景観にマッチするログハウス調の杉板を採用

製品名 バイオミカレット

型番等 BM40-Ⅰ

外寸法(幅、奥行、高さ)（㎜）

内寸法(幅、奥行、高さ)（㎜）

重量 0.6 t

供給地域(都道府県、地域等) 関東地域〜九州地域

レンタル費用 63,000

男女別単独用、男女共用の別 男女共用型

販売価格 2,700,000

排水方法 タンク式（下水接続不可）

代表取締役　三笠大志
(TEL:097-551-8826/FAX:097-551-8886,MAIL:taishi-m@mikalet.jp)

快適トイレ標準仕様適合状況

求
め
る
機
能
（

必
須
）

洋式便座（暖房付き）

し尿処理装置

有（２重以上）

二重ロック

有（発電機接続）

ﾌｯｸ付き（耐5kg以上）

付
属
品

有（標準付属品）

有（別途オプション）

有（別途オプション）

有（別途オプション）

有（標準付属品）

推
奨
す
る
仕
様

規定寸法以上

無

無

無

有（窓）

有
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1950㎜ 2050㎜ 2695㎜

975㎜ 1400㎜ 1900㎜

円／月

円

問い合わせ先

①洋式便座

②洗浄方式

③臭い逆流防止機能付き(ﾌﾗｯﾊﾟｰ機能付き)

④容易に開かない施錠付き

⑤照明設備

⑥衣類等のﾌｯｸ付き、または荷物置き場の設
備付き

⑦男女別の明確な表示

⑧入口目隠し版

⑨サニタリーボックス

⑩鏡付き洗面台

⑪便座除菌シート等

⑫室内寸法900×900mm以上

⑬擬音装置

⑭着替え台（フィッティングボード等）

⑮フラッパー機能の多重化

⑯窓などの室内換気が可能な設備

⑰小物置き場等（トイレットペーパー予備
置き場）

推
奨
す
る
仕
様

規定寸法以上

無

無

無

有（窓）

有

付
属
品

有（標準付属品）

有（別途オプション）

有（別途オプション）

有（別途オプション）

有（標準付属品）

快適トイレ標準仕様適合状況

求
め
る
機
能
（

必
須
）

洋式便座（暖房付き）

し尿処理装置

有（２重以上）

二重ロック

有（発電機接続）

ﾌｯｸ付き（耐5kg以上）

販売価格 3,000,000

排水方法 タンク式（下水接続不可）

代表取締役　三笠大志
(TEL:097-551-8826/FAX:097-551-8886,MAIL:taishi-m@mikalet.jp)

供給地域(都道府県、地域等) 関東地方〜九州地方

レンタル費用 72,000

男女別単独用、男女共用の別 男女別一体型

快適トイレの個別事例 （株）ミカサ／バイオミカレット40-Ⅱ型

諸元等 製品説明等

会社名 （株）ミカサ バイオ分解式トイレ「バイオミカレット」(NETIS名称：防災対応型屋外可搬式トイレ「バイオミカレッ
ト」）は人間のし尿を微生物の力で分解・蒸発処理する環境に優しいトイレです。特徴は以下の通りで
す。
・汲み取り不要
・悪臭がほとんど無い
・水が確保できない場所でも使用可能
・自然の景観にマッチするログハウス調の杉板を採用

製品名 バイオミカレット

型番等 BM40-Ⅱ

外寸法(幅、奥行、高さ)（㎜）

内寸法(幅、奥行、高さ)（㎜）

重量 0.8 t
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1950㎜ 2050㎜ 2780㎜

975㎜ 1400㎜ 1900㎜

円／月

円

問い合わせ先

①洋式便座

②洗浄方式

③臭い逆流防止機能付き(ﾌﾗｯﾊﾟｰ機能付き)

④容易に開かない施錠付き

⑤照明設備

⑥衣類等のﾌｯｸ付き、または荷物置き場の設
備付き

⑦男女別の明確な表示

⑧入口目隠し版

⑨サニタリーボックス

⑩鏡付き洗面台

⑪便座除菌シート等

⑫室内寸法900×900mm以上

⑬擬音装置

⑭着替え台（フィッティングボード等）

⑮フラッパー機能の多重化

⑯窓などの室内換気が可能な設備

⑰小物置き場等（トイレットペーパー予備
置き場）

快適トイレの個別事例 （株）ミカサ／バイオミカレット60-Ⅱ型

諸元等 製品説明等

会社名 （株）ミカサ バイオ分解式トイレ「バイオミカレット」(NETIS名称：防災対応型屋外可搬式トイレ「バイオミカレッ
ト」）は人間のし尿を微生物の力で分解・蒸発処理する環境に優しいトイレです。特徴は以下の通りで
す。
・汲み取り不要
・悪臭がほとんど無い
・水が確保できない場所でも使用可能
・自然の景観にマッチするログハウス調の杉板を採用

製品名 バイオミカレット

型番等 BM60-Ⅱ

外寸法(幅、奥行、高さ)（㎜）

内寸法(幅、奥行、高さ)（㎜）

重量 0.9 t

供給地域(都道府県、地域等) 関東地方〜九州地方

レンタル費用 80,000

男女別単独用、男女共用の別 男女別一体型

販売価格 3,500,000

排水方法 タンク式（下水接続不可）

代表取締役　三笠大志
(TEL:097-551-8826/FAX:097-551-8886,MAIL:taishi-m@mikalet.jp)

快適トイレ標準仕様適合状況

求
め
る
機
能
（

必
須
）

洋式便座（暖房付き）

し尿処理装置

有（２重以上）

二重ロック

有（発電機接続）

ﾌｯｸ付き（耐5kg以上）

付
属
品

有（標準付属品）

有（別途オプション）

有（別途オプション）

有（別途オプション）

有（標準付属品）

推
奨
す
る
仕
様

規定寸法以上

無

無

無

有（窓）

有
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