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The transfer of water to a lower level through tubes.



スマートサイホンと一般的な排水って
何が違うのかしら……?

キッチン

一般的な排水方式

20～25mm

50～75mm

高 大 短

低 小 長

配管の
勾配により
押し流し

大口径で非満流 立て管からの
距離が短い

床 下 高 管 断 面 距 離
スマートサイホンと一般的な排水方式の違い

立て管からの
距離が長い小口径で満流

無勾配でも
サイホン力で
排水

一般的な排水って、勾配を利用して
流していたのね……。知らなかったな。

一般的な排水方式

スマートサイホン

配管勾配で排水

スマートサイホンと一般的な排水との違い

サイホン力とは
水のつまった管を使って、高いところの水を
低いところへ移す原理です。この原理を応用
して生まれたのが“スマートサイホン”。
「マンションでは水廻りの間取り変更は
難しい」というこれまでの常識を変えます。

「スマートサイホン」は「サイホン力」を利用して、
小口径・無勾配で長距離排水できる技術です。

現在は、キッチン系統にスマートサイホンが利用できます。
スマートサイホン キッチン

１つ下の階に水が落ちることで
サイホン力（引く力）が発生

無勾配
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ではサイホン力を使った
排水とはどんなものでしょうか

生活空間も変えるイノベーション技術

4F

3F

2F

現在開発中の技術により、
将来的には浴室、洗面、

洗濯系統まで
スマートサイホンを利用できます。

一般的な排水方式 スマートサイホン

●サイホン力で排水するので
　水廻りの位置を変える事ができます

●自然勾配で排水しているので
　縦の排水管の近くにしか水廻り
　が設置できないことが多い

排水
立て管

排水
立て管

洗面・洗濯 浴室

洗面・洗濯 浴室

キッチン 洗面・洗濯 浴室

キッチン 洗面・洗濯 浴室

キッチン洗面・洗濯 浴室

キッチン 洗面・洗濯浴室

排水
立て管

※各器具毎に配管長さは決まっています。
　（キッチンは14m）

※浴室や、洗面・洗濯ルーム用のスマートサイホンは現在開発中です。

キッチン

キッチン
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スマートサイホンが実現する住まい

マンション購入時の多様性

間取りの自由度UP新築時

現在開発中の技術により将来的には、浴室、洗面、洗濯系統までスマートサイホンを
利用できます。一般的な排水方式では難しかった水廻りの配置が可能です。
スマートサイホンだから間取りの自由度が向上します。

例えば新築を購入の際 アイランドキッチンも好みの位置

リビング中央にアイランドキッチン

景色の良いビューバス キッチンに洗濯機をビルトイン

寝室に洗面台を配置

※開発中の商品も含めたイメージです。

多様なプラン／オーダーメード

3



配管が汚れにくいのは
うれしいな。

スマートサイホンをディスポーザ付キッチン系統に採用することで、間取りの
自由度が増すことはもちろん、排水性能の面でも優れており、汚れにくく、
配管洗浄が共用部（室外）から可能です。

高圧洗浄ホース

汚れの付着

 

専用清掃口

 

配管に汚れが残りにくい 共用部からの配管洗浄が可能

サイホン力による高速・満流排水により管路にディス
ポーザ粉砕物残渣が残りにくい。

高圧洗浄ノズルを専用清掃口より挿入。

ディスポーザ系統の配管洗浄については専有部での作業
が不要。

非満流・
自然排水

（大口径）
管断面

一般的な排水方式 スマートサイホン

高速・
満流排水

13ヶ月
使用後

（小口径）
管断面

専有部
（室内）

共用部
（室外）

ゆとりのある
LDKにしたい

子育て世代

シニア世代

購入後にも・・・

ライフスタイルの変更に合わせて
水廻りの配置や間取りを
変更しやすくなります。

リビングを広くし、ゆったりした間取りで
アイランドキッチンに。

子供達が小さいうちは
子供部屋が2部屋

スマートサイホンは、新築の設計段階から計画に折り込む必要があります。

マンション長寿命化の流れ

間取り可変性UP改修時
長く住まい続けられる

メンテナンス性UP入居時
配管が汚れにくい／共用部からの配管洗浄可

30年後

子供部屋が
欲しい

子供
部屋
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キッチン系統で実用化

「スマートサイホン」キッチン系統  主な商品

アイランドキッチンもスマートサイホンで実現

実用化への課題であった封水の維持・排水音をシステム開発で解決

スマートサイホンをまずはキッチン系統で実用化しました。
ブリヂストンがシステム開発した「スマートサイホン」キッチン系統を採用することで、
長く住まう方々のライフスタイルに応じた豊かな空間を実現できます。

共用廊下 住　戸

MB

排水立て管

● 2016年
　 日経アーキテクチュア「建材設備大賞」受賞
● 日経BP社刊　「世界を変える１００の技術」選出
● 2017年 社団法人建築設備総合協会
　「第15回環境・設備デザイン賞」最優秀賞受賞

● 2016年度「グッドデザイン賞」受賞

受賞 ・ 選出

※スマートサイホンは野村不動産・長谷工コーポレーション・ブリヂストンの
共同開発による排水システムです。

・破封防止・排水性の向上・排水音低減

ディスポーザ付 ディスポーザ無

キッチントラップユニット

専用排水口

※ディスポーザは機種の
指定があります。
（P.7をご参照ください）

・排水性の向上
・異物流出防止

ディスポーザ付き
納まり例

・排水性の向上
・排水音低減

立て管合流継手
ユニット

・排水性の向上
・清掃性の向上

落とし込み
ユニット
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安心してスマートサイホンをご採用いただくために

邸別梱包された部材 工場での検査風景（リーク検査）

※物件の仕様によっては
　こちらのシールが貼られていない場合もあります。

スマートサイホンで使用する部材は工場加工し、各種検査工程を経て一部屋ごとに梱包され
現場に納入されます。

1．邸別加工を行い安定した品質でお届けします

0120-554-873
キッチンの排水管のトラブルについて

（フリーダイヤル 24時間 365日）

株式会社ブリヂストン スマートサイホンコールセンター

0120-554-873
キッチンの排水管のトラブルについて

（フリーダイヤル 24時間 365日）

株式会社ブリヂストン スマートサイホンコールセンター

■24時間、365日お客様からのお電話を受け付けています。
　毎日安心してお使いいただくために、ブリヂストンでは万全のサポート体制を整えています。
　万が一トラブルが発生しても、専門スタッフが直ちに現場に急行し対応いたします。
※トラブルの内容によってはすぐに修理できない場合があります

2．ブリヂストンの提供する安心サポート
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「スマートサイホン」キッチン系統（ディスポーザ付）

「スマートサイホン」キッチン系統

塩ビ／ポリブテン変換継手

⑩清掃口付継手

ベンド管
VP20A

垂直管ポリブテン製
らく楽パイプ20J

区画貫通処理材

塩ビ／
ポリブテン
変換継手

立て管合流継手
20/50A

①システムでの採用

集合管継手

④立て管材質
防火処理指定

立て管 
（VP100A）

⑥食洗機合流
　配管径20A指定

食洗機合流
チーズ20A

ベンド管
VP20A

塩ビ／ポリブテン
変換継手

⑤キッチン寸法条件あり

Sトラップ

③ディスポーザ機種指定 安永クリーンテック株式会社製 YD200BWPA2
テラル株式会社製 DSP-250HD-AWV-H

通気弁
（吸気専用）

エア
レシーバー
（調圧器）

水平管
ポリブテン製らく楽パイプ20J

⑨垂直管長2.5m

⑦水平管長14m以下

1

1 2 3

3

スマートサイホン配管例

2

・排水性の向上
・排水音低減

合流継手
ユニット

・排水性の向上
・清掃性の向上

落とし込み
ユニット

・破封防止
・排水性の向上
・排水音低減

キッチントラップ
ユニット
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ピットに垂直管を通す
ことで最下階の対応が
可能です。

「スマートサイホン」キッチン系統（ディスポーザ付）導入接続器具には各種条件があります。
下記条件を満たす必要があります。
①ディスポーザ用トラップユニット～立て管合流ユニットまでシステムでの採用が必要です。
②床転がし配管の為、配管敷設部分は二重床とします。
③ディスポーザ機種指定　安永クリーンテック株式会社製YD200BWPA2自動給水型（直接給水タイプ）、
　　　　　　　　　　　　テラル株式会社製バキュームブレーカ方式自動給水タイプ（DSP-250HD-AWV-H）
④立て管は定常流量法にて選定。立て管接続管が樹脂管（可燃物）の為、立て管部分での防火区画処理（延焼防止機能付集合管）
が必要です。

⑤キッチン内部の配管立ち上げは床底貫通タイプ。キッチン下部サイホン排水専用部材の納まりにより、ひな壇なしキッチンの
採用が必要です。引き出しタイプの収納はディスポーザ、配管を避ける寸法とします。

⑥ビルトイン食洗機の配管径は（ＨＴ）ＶＰ２０Ａとします。
（海外製食洗器等は使用できません。）

「スマートサイホン」キッチン系統（ディスポーザ付）の配管長などの配管条件は下記の通りです。
⑦スマートサイホンは、新築の設計段階から計画に折り込む必要があります。
⑧キッチンから落とし込み部までの水平管長は、１４ｍ以下とします。
⑨水平管は設計上の逆勾配、段差配管は行えません。（右図参照）
⑩垂直管長は2.5ｍ以上の高低差が必要です。
⑪ディスポーザ系統立て管はメーターボックス内等共用部に設置し、高圧洗浄可能
なスペースを確保します。

⑫1階で導入する場合は、床貫通は住戸内の床下で行い、ピット内の横引き枝管に
合流させます。垂直管長0.8ｍで水平管長１０ｍ以下とします。

図.設計上の逆勾配の例

図.段差勾配の例

（ディスポーザ付） 導入検討ガイド

キッチン
居室中央で

ピットへ１０ｍまで
配管可能

浴室
水廻り

最下階（1F等）納まり図と設置条件

支持ピッチ900㎜以下

水平管長14m以下

垂直管長
2.5m以上食洗機合流20A

安永クリーンテック株式会社製 YD200BWPA2
テラル株式会社製 DSP-250HD-AWV-H

ディスポーザ機種指定

サイホン工事範囲外

1/50勾配VP50にて横主管へ

ピット内 サイホン工事範囲外

ひな壇無し
底板貫通

ディスポーザ納まり例

その他 設置条件と対応器具（一部抜粋）

キッチン部分 立て管部分

最下階納まり

その他詳細につきましては
・（株）ブリヂストン発行の「スマートサイホンシステム（ディスポーザ付キッチン排水系統）施工要領書」を必ずご確認ください。

垂直管長
800㎜以上

ボイド径80以上

水平管長10m以下
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水栓位置

〈キッチン側面図〉〈キッチン正面図〉

キッチン排水

給水・給湯管

水栓位置

サイホン排水管敷設方向

キッチン排水
食洗機排水

食器洗い
乾燥機

水受け
タンク

給湯管

給水管（
13
0）

図.段差勾配の例

図.設計上の逆勾配の例

「スマートサイホン」キッチン系統（ディスポーザ無）

「スマートサイホン」キッチン系統
（ディスポーザ無）導入検討ガイド

「スマートサイホン」キッチン系統（ディスポーザ無）導入接続器具には各種条件があります。
下記条件を満たす必要があります。
①排水口ユニット～立て管合流ユニットまでシステムでの採用が必要です。
②床転がし配管の為、配管敷設部分は二重床とします。
③キッチンシンクに据え付ける排水口と吐出口にセットするメッシュは本システム専用のものとします。
　（目的：キッチン使用時の排水滞留感の抑制とシステム内への大きな異物の流出防止）
④立て管は定常流量法にて選定。立て管接続管が樹脂管（可燃物）の為、立て管部分での防火区画処理（延焼防止機能付集合管）
が必要です。

⑤キッチン内部の配管立ち上げは床底貫通タイプ。キッチン下部サイホン排水専用部材の納まりにより、ひな壇なしキッチンの
採用が必要。引き出しタイプの排水口ユニット、配管を避ける寸法とします。

⑥ビルトイン食洗機の配管径は（ＨＴ）ＶＰ２０Ａとします。
（海外製食洗器等は使用できません。）

「スマートサイホン」キッチン系統（ディスポーザ無）の配管長などの配管条件は下記の通りです。

⑦スマートサイホンは、新築の設計段階から計画に折り込む必要があります。
⑧キッチンから落とし込み部までの水平管長は、１４ｍ以下とします。
⑨水平管は設計上の逆勾配、段差配管は行えません。（右図参照）
⑩垂直管長は2.5ｍ以上の高低差が必要です。
⑪キッチン系統立て管はメーターボックス内等共用部に設置し、高圧洗浄可能な
スペースを確保します。

⑫1階で導入する場合は、床貫通は住戸内の床下で行い、ピット内の横引き枝管に
合流させます。垂直管長0.8ｍで水平管長１０ｍ以下とします。

設置条件と対応器具（一部抜粋）

その他詳細につきましては
・（株）ブリヂストン発行の「スマートサイホンシステム（ディスポーザ無キッチン系統）施工要領書」を必ずご確認ください。
・「立て管部分」諸条件についてはP.8をご参照ください。

その他収まりについては、P.7～8をご参照ください。

1
1

・排水性の向上
・異物流出防止

専用排水口1
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水栓位置

サイホン排水管敷設方向

キッチン排水
食洗機排水

水受け
タンク食器洗い

乾燥機
食器洗い
乾燥機

〈キッチン正面図〉

〈キッチン上面図〉

※キッチンシンクの左に食洗機が配置される場合 ※キッチンシンクの右に食洗機が配置される場合

水受け
タンク

サイホン排水管敷設方向

サイホン排水管敷設方向サイホン排水管敷設方向

給湯管 給湯管

給水管 給水管

給水・給湯管
位置

食洗機がキッチンの左側に配置されている場合、
サイホン排水管の配管ルートは、

必ず食洗機配置方向（左）に向きます。

食洗機がキッチンの右側に配置されている場合、
サイホン排水管の配管ルートは、

必ず食洗機配置方向（右）に向きます。

食器洗い
乾燥機

食器洗い
乾燥機

サイホン排水管立上げ位置

レシーバー最外径450レシーバー最外径450

給水・給湯管
位置

（
13
0）

（
13
0）

R85
R159～R328

R159～R328

R8
5

食洗機の設置について
（ディスポーザ付／無　共通事項）
食洗機の設置について（ディスポーザ付/無　共通事項）
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入館
無料

2019.09.1000-P

■製造元

配管事業部
〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB-4F
TEL.03-4590-7127 FAX.03-4590-7128

http://www.bridgestone.co.jp/products/dp/pushmaster/index.html

お問い合わせ先

「ブリヂストンTODAY」は、当社の創立
70周年の記念事業のひとつとして

2001年3月に開館し、
これまでたくさんのお
客様にご来館いただい
ています。

タイヤの基礎知識コーナー

スマートサイホン展示コーナー モータースポーツコーナー

1Fには体験スペースもあります

ゴムとタイヤの博物館

ブリヂストンTODAY

開館日 ： 月曜日～土曜日（日曜､祝日は休館）

WEBサイト ： http://www.bridgestone.co.jp/corporate/today/

※夏季・年末年始および臨時休館日があります。
　事前に下記ホームページまたはお電話でご確認をお願い致します。

開館時間 ： 午前10時～午後4時（入館は午後3時30分まで）
所在地 ： 〒187-8531　東京都小平市小川東町3－1－1
※西武鉄道国分寺線･拝島線小川駅東口より徒歩5分。駐車場あり。

TEL：042-342-6363
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