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HOME インテリア・バーシリーズ

浴室トイレ インテリア・バー
インテリア・バー Fシリーズ
インテリア・バー（コンテンポラリタイプ） HOME インテリア・バーシリーズ

浴室
インテリア・バー（UB後付けタイプ）
インテリア・バー Fシリーズ（UB後付けタイプ）

インテリア・バー インテリア・バー Fシリーズ

4本ねじ固定

＜インテリア・バー＞
●屋外や水没する場所には取り付けないでください。
　腐食により手すりが外れてけがをするおそれがあります。

＜インテリア・バー Fシリーズ＞
●屋外や水没する場所には取り付けないでください。なお、出隅タ
　イプは浴室内には取り付けないでください。腐食により手すりが
　外れてけがをするおそれがあります。

●壁自体に強度がない場合（石こうボードなど）は、全体重がかかった場合に外れてけがをするおそれがあります。取付強度を保つため厚さ12mm以上の構造用合板（JAS規格品）、または同等以上の下地材に取り付けてく
ださい。※インテリア・バー Ⅰタイプ（前出寸法120mm）を横手すりとして使用する場合は、30mm以上の厚さのある補強木を強度のある柱などにしっかりと固定し、その補強木に取り付けてください。●手すり以外の用途に
使わないでください。滑ったり、外れたりしてけがをするおそれがあります。●耐荷重以上の荷重をかけると外れてけがをするおそれがあります。

＜インテリア・バー、インテリア・バー Fシリーズ＞●コンクリート下地に取り付ける場合は、別途固定金具が必要です。詳細は10ページをご参照ください。
＜インテリア・バー（コンテンポラリタイプ）＞●木下地の場合は同梱のタッピンねじで取り付けてください。木下地以外の壁に取り付ける場合は、施工方法に合った当社固定金具を同時にご発注ください。なお、木下地で壁
仕上げ面がタイルの場合は別途固定金具が必要です。詳細は11ページまたは68ページをご参照ください。●天然木タイプは、木部に天然木を使用しています。そのため天然木ならではの個性豊かな表情が表面に現れる場
合があります。詳細は3ページをご参照ください。●木部は天然木のため、木目・色調は商品によりばらつきがあり、納入商品は掲載写真と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

滑りにくさや握りやすさの工夫、施工性の向上
はもちろん、使いやすさを追求した形状をはじめ
サイズやカラーなど豊富にご用意しています。

「滑りにくい」「握りやすい」を進化させながら、お
求めやすい価格も実現したインテリア・バー Fシ
リーズです。

ソフトな感触の軟質樹脂を採
用した握り部は、滑りにくくする
ために網目模様を施しています。

3本ねじ固定

垂直・水平荷重600N

ユニットバスルームおよびシステムバスルームに後付けできる手すりです。
タッピンねじで固定するだけの簡単施工。握り部は凹凸形状でしっかり握れ
ます。他社のユニットバスおよびシステムバスにも取り付けられます。

ユニットバスルームおよびシステムバスルームに後付けできる手すりです。
タッピンねじで固定するだけの簡単施工。お求めやすい価格も魅力です。他
社のユニットバスおよびシステムバスにも取り付けられます。

●ユニットバスおよびシステムバス専用の後付けタイプです。手すりを取り付ける壁表面が鋼板（0.4mm以上）であることを確認してください。詳細は下記「設置条件」をご参照ください。それ以外の壁には取り付けないでくだ
　さい。取り付けた場合は保証対象外です。
●取り付け前に必ずユニットバスおよびシステムバスの壁の表面材を確認してください。なお、壁の表面材がわからない場合は、ユニットバスおよびシステムバスメーカーへお問い合わせください。

●全体重がかかる場合がありますので、外れたり、がたが生じないように取り付けてください。外れるとけがをするおそれがあります。
●取付用開口位置は、壁パネルのつなぎ目から100mm以上離してください。手すりががたついたり、外れたりしてけがをするおそれがあります。
●耐荷重は、垂直・水平荷重600Nです。それ以上の荷重をかけると外れてけがをするおそれがあります。
●手すり以外の用途に使わないでください。滑ったり、外れたりしてけがをするおそれがあります。

●取付用開口位置の壁裏に給水・給湯配管がないことを確認してください。　●表面はシンナーなどの溶剤でふかないでください。変色や割れを起こすおそれがあります。

７本のねじで固定 中間支持部は６本のねじで固定 ７本のねじで固定 Ｌタイプの中間支持部は５本のねじで固定

#NW1：ホワイト #SY：スマイルベージュ #N50：グレー50 #NW1：ホワイト #SY：スマイルベージュ
注1週

●取り付けられない壁……その他表面が鋼板でない壁

タイル

ホーロー

樹脂板（FRP板ほか）

天然大理石 など

〈化粧鋼板〉 〈化粧鋼板〉

インテリア・バー（UB後付けタイプ） インテリア・バー  Fシリーズ（UB後付けタイプ）

スッキリとした形状のデ
ザインです。エルボは
光沢のあるクリア塗装
仕上げで、インテリア
性にも配慮しています。

握り部はソフトな感触
の軟質樹脂を採用。
握り部裏面には握り
やすく、滑りにくくする
ために凹凸形状を施
しています。

セーフティタイプ

握り部：ステンレス+軟質樹脂　カバー・エルボ：樹脂

1. 在来壁の場合
補強木の厚さ：12mm以上※1
※1：【インテリア・バーの場合】Ⅰタイプ（前出寸法
120mm）を横手すりとして使用する場合は、30mm
以上の補強が必要です。※補強木を入れないと十
分な取付強度は確保できません。また、補強木は強
度のある柱などにしっかりと固定するのが条件です。
2. 木下地（合板）の場合
合板の厚さ：12mm以上※1
※1：【インテリア・バーの場合】Ⅰタイプ（前出寸法
120mm）を横手すりとして使用する場合は、30mm
以上の厚さのある補強木を強度のある柱などにしっ
かりと固定し、その補強木に取り付けてください。
3. コンクリート下地の場合
樹脂プラグ使用：T110D28
※コンクリートの厚さは、最低70mm以上必要です。
※【インテリア・バー Fシリーズの場合】出隅タイプは
コンクリート下地には取り付けられません。

4. 石こうボード壁の場合
石こうボードにはねじはききません。必ず合板に張り替
えるか、石こうボードの壁裏に補強木を設けてくださ
い。※在来壁の場合または木下地（合板）の場合と
同様の考え方です。※石こうボードの厚さは25mm
以下を想定しています。石こうボードの厚さが25mm
以上の場合は、必要な長さのタッピンねじを別途現
場手配してください。なお、【インテリア・バーの場合】Ⅰ
タイプ（前出寸法120mm）を横手すりとして使用す
る場合は、石こうボードの厚さを12.5mm以下で想定
しています。

5.軽量鉄骨下地の場合（壁の表面は、合板また
は石こうボード）
※木下地（合板）の場合または石こうボード壁の場
合と同様の考え方です。補強木は軽量鉄骨にしっか
りと固定するのが条件です。

6.UB壁の場合
＜先付け＞

補強木の厚さ：12mm以上
※補強木を入れないと十分な取付強度は確保でき
ません。※同梱のねじはφ4.5×45mm（SUS304
製）ですので、建築条件によっては取り付けができな
い場合があります。その場合は、長さ30mm以上の
SUS304製のねじを別途現場手配ください。※取付
用開口位置は、壁パネルのつなぎ目から100mm以
上離してください。UB壁に取り付けた場合の手すり
の耐荷重は、垂直・水平荷重600Nです。※前出寸
法の長いタイプ（Ⅰ・Lタイプ<前出寸法120mm>、オ
フセットタイプ）は、UB壁に負担がかかるため壁裏に
補強を設けるだけでは取り付けできません。現場責任
において取り付ける場合は、事前に建築躯体にしっ
かりと固定できるように検討し、UB壁に負担がかから
ないように取り付けてください。
＜後付け＞
●インテリア・バー（UB後付けタイプ）、インテリア・
バー Fシリーズ（UB後付けタイプ）を別途ご用意して
います。 

●表面はシンナーなどの溶剤でふかないでください。変色や割れを起こすおそれがあります。 

イージー
オーダー

イージー
オーダー

※壁の表面材がわからない場合は、ユニットバスおよびシス
テムバスメーカーへお問い合わせください。

イージー
オーダー

イージー
オーダー

#SC1：パステルアイボリー #SY：スマイルベージュ#NW1：ホワイト

#N50：グレー50

握り部：ステンレス＋軟質樹脂　カバー・エルボ：樹脂

#SY：スマイルベージュ

天然木タイプ 握り部：天然木、カバー・エルボ：ステンレス（鏡面仕上げ）
ステンレスタイプ ステンレス（握り部：ショットブラスト仕上げ、カバー・エルボ：鏡面仕上げ）

#NW1：ホワイト

インテリア性にこだわった手すりです。インテリア・バー、インテリア・バー Fシリーズはイージーオーダーできます。

垂直荷重1.5kN 水平荷重800N 垂直荷重1.5kN 水平荷重800N垂直荷重1kN 水平荷重800N

120mm

肩を預けて身体を
支えられます。

※出隅タイプを除く ※図はＬタイプを
　示しています。

●取り付けられる壁……表面が0.4mm以上の鋼板の壁

またぎに近い位置
でしっかり握れます。

ひざが壁や水栓金
具に当たりにくくな
るため、またぎやす
くなります。

120
mm肩を手すりに預けた状

態で姿勢を保持できる
ため、着脱衣介助がし
やすくなります。
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セーフティタイプ
握り部はソフトな感触の
軟質樹脂を採用。握り
部裏面には握りやすく、
滑りにくくするために凹
凸形状を施しています。

スッキリとした形状
のデザインです。エ
ルボは光沢のある
クリア塗装仕上げ
で、インテリア性に
も配慮しています。

ソフトメッシュタイプ

エルボやカバーに丸み
をもたせた、やわらかい
イメージのデザインです。ソフトな感触の軟質樹

脂を採用した握り部
は、滑りにくくするため
に網目模様を施してい
ます。

ソフトメッシュタイプ

※ 注1週  は受注生産品です。納期は約1週間（大型連休除く）かかります。 ※ 注1週  は受注生産品です。納期は約1週間（大型連休除く）かかります。

※　    はイージーオーダー対応品で、各部寸法の変更が可能です。
　詳細は87～８9ページをご参照ください。

イージー
オーダー ※　    はイージーオーダー対応品で、各部寸法の変更が可能です。

　詳細は90～91ページをご参照ください。

イージー
オーダー

φ32 φ32

#P7：アテンションレッド
注1週注1週

タッピンねじで固定する場合 ハンガーボルト、アンカーボルトで固定する場合

※固定金具により使用する穴が異なります。

メタルを基調としたシャープなデザインの手すり
です。

天然木タイプ ステンレスタイプ
握り部に温かみのある天然木
を使用。空間のイメージにあわ
せて3色のカラーから選べます。

握り部につや消し調でにぶい光
沢のあるショットブラスト仕上げ
を施しています。

住宅はもちろんのこと、高い
意匠性や高級感を求めら
れる店舗やホテルなどにも
おすすめします。

#MWW：ダルブラウン#MLW：ミルベージュ

天然木
タイプ #NW1：ホワイト

ステンレスタイプ
（ショットブラスト仕上げ）

インテリア・バー（コンテンポラリタイプ）

＜インテリア・バー（コンテンポラリタイプ）＞
●天然木タイプの場合は、屋外や浴室など、水がかかったり湿気が多い場所には
　取り付けないでください。部品の腐食のため手すりが折れやすくなり、けがをする
　おそれがあります。ステンレスタイプの場合は、屋外や水没する場所には取り付
　けないでください。腐食により手すりが外れてけがをするおそれがあります。

着脱衣介助がしやすい前出寸法120mmタイプも品揃え

▶8ページ ▶10ページ

▶11ページ

▶68ページ

▶12ページ ▶13ページ

建築構造別の取付方法については
11ページまたは68ページをご参照ください。

タッピンねじ

ハンガーボルト
または
アンカーボルト

ナット

厚さ12mm以上の合板、
または同等以上の下地材

φ55

（下穴φ3）

ねじ（同梱）：
φ4.5×45（4本）

（下穴φ3）

ねじ（同梱）：
φ4.5×45（3本）

厚さ12mm以上の合板、
または同等以上の下地材

φ57

タッピンねじ（同梱）：
φ6×20
（下穴φ3）

タッピンねじ（同梱）：
φ6×20
（下穴φ3）

タッピンねじ（同梱）：
φ6×20
（下穴φ3）

タッピンねじ（同梱）：
φ6×20
（下穴φ3）

断熱材

化粧鋼板

めっき鋼板

石こうボード

化粧鋼板

TOTO 手すりカタログ 2017.4
仕上り：h287mm × w420mm
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