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注2週

便器

シンプルなデザインが生む心地よさ。

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。

●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。

●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

ウォシュレット用リモコン

注2週 は受注生産品です。

納期は約2週間（大型連休除く）かかります。

すっきりひろびろ 停電時安心設計
紙巻器 YH650 タオルリング YT405

#NW1ホワイト

ウォシュレット一体型トイレ ZJ2 2022.05〜
【Bプラン】

28201-210218

［ トイレ ］

立座ラク棚仕様ではないため、

棚に手をつきやすくなるI型手すりとの

セットはおすすめしません。

画像はイメージです

CES9153
Function
■清潔（除菌）■
セルフクリーニング

■清潔（汚防）■
クリーン便座(つぎ目なし)
クリーンノズル

プレミスト

抗菌・セフィオンテクト

■清掃機能■
ノズルそうじ

お掃除リフト

便ふた着脱

トルネード洗浄

フチなし形状

■快適機能■
便座・便ふたソフト閉止

オート便器洗浄

オートパワー脱臭・脱臭

リモコン便器洗浄

暖房便座

着座センサー

リモコン

停電時安心設計

■洗浄機能■
おしり洗浄

やわらか洗浄

ビデ洗浄

ムーブ洗浄

水勢調節

洗浄位置調節

■エコ機能■
ｅｃｏ小ボタン

タイマー節電

おまかせ節電

みんなが手洗いしやすい

大人から子供まで、しっかり手が

洗いやすい高さに設計しています。

水はねもしにくく、いつでも

気持ちよく洗えます。

深ひろボウル

しっかり洗浄、お掃除しやすい

フチなし形状「スゴフチ」

トルネード洗浄

お掃除のしやすさを究めた

ＴＯＴＯ独自のデザイン。

奥までぐるーっと

フチがないから

サッとひとふき、

渦を巻くような

トルネード洗浄で便器の

中をぐるりとしっかり洗浄。

少ない水でも

効率よく洗います。

汚れがつきにくく、落ちやすい
「ウォシュレット」の便座とノズル・ケースには防汚効果の

高いクリーン樹脂を採用。汚れをはじくから、汚れてもサッとひとふ

き。
便座

クリーン樹脂

ノズル

従来樹脂※

クリーン樹脂

詳細はカタログ参照ください

汚れの付き方の比較

従来樹脂※

※ＺＪ２の場合 ※詳細はカタログ参照ください

13Ｌ

4.8Ｌ
従来品※ ＺＪ２

約71％※

節水

従来の約１/３の水で洗浄する、進化した節水技術。

エコ

年間約

14,200円

お掃除リフト

ワンプッシュで

ウォシュレットの前方が

持ち上がるので

汚れがたまりやすい

便器とのすき間も

ラクにお掃除できます

従来陶器

（セフィオンテクト加工なし）

「セフィオンテクト」

※イメージです。

※イメージです。

汚れがつきにくく、落ちやすい
セフィオンテクト

プレミスト

陶器表面の凹凸を

１００万分の１mmの

ナノレベルでなめらかに

仕上げました。

カビや汚れを寄せ付けないので、

お掃除がぐっとラクになります。

自動で便器にミスト（水）を

ふきかけて、水のクッションを

作ります。便器表面をツルツルに

する「セフィオンテクト※」との

相乗効果で、便器を汚れから守ります。
※詳細はカタログ参照ください

＜洗浄後＞ ＜洗浄後＞

便器に向かって右横奥の

手動レバーを引っ張ることで

停電時も水を流すことができます。

便器洗浄をするためには、

便器に向かって右横奥の

手動レバーを約４秒以上

引っ張ってください。

乾電池などの電源は不要です。

ひろく見えて

座りやすい

便座とウォシュレット本体

との段差が小さく、

すっきりひろびろと

感じられる便座です。

動画はこちら

＊通信料はお客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

紙巻器タオルリング手洗しやすいフォルムコンパクトなフォルム

ノズル先端着脱女性専用『レディスノズル』スッキリノズルシャッターキレイ便座しっかりエコ

大８Ｌ便器に比べ、超節水ＥＣＯ５トイレは、

３日でおフロ１杯分以上※節約できます。

※おフロ１杯を１８０Ｌで計算

キレイ機能

機能一覧

カラーバリエーション

BW1
ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

BN8
ｵﾌﾎﾜｲﾄ

LR8
ﾋﾟﾝｸ

壁リモコン

リモコンデザイン

地球環境に配慮した、強力洗浄の

超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体

の２１％も使用しています。

この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗

浄力はそのままに従来品より大幅に洗浄水量を

減らしました。

「超節水ＥＣＯ５トイレ」なら、大１３Ｌ便器

と比べ 約６９％大８Ｌ便器と比べ 約４９％

節水できます。

■■■　 キレイ機能　 ■■■

ｱｸｱｾﾗﾐｯｸ(ISO 抗菌準拠 )

パワーストリーム洗浄

女性専用レディスノズル

スッキリノズルシャッター

ノズルそうじ

ノズルオートクリーニング

ノズル先端着脱

キレイ便座

便フタワンタッチ着脱

抗菌樹脂 (ISO 抗菌準拠 )

■■■　 エコ機能　 ■■■

超節水 ECO5（大 5L、小 3.8L）

スーパー節電

ワンタッチ節電 (8h)

電源スイッチ

■■■　 洗浄機能　 ■■■

おしり洗浄（泡ジェット洗浄）

おしりワイド洗浄

おしりマッサージ洗浄

ビデ洗浄（泡沫ソフト）

ワイドビデ洗浄

ノズル位置調節

■■■　 快適機能　 ■■■

暖房便座

スローダウン便座

便座ヒーターオート OFF

着座センサー

リモコン

点字対応

棚付2連紙巻器

CF-AA64

スタンダードシリーズ

タオルリング

KF-91

イメージ写真

＜※イメージ写真の為、実際の仕様とは異なる部分がございます。＞

※CGによるイメージ画像

YBC-BA20S/DT-BA281

強力な水流が便器鉢内のすみずみ

まで回り、少ない水でもしっかり

汚れを洗い流します。

便器のフチを丸ごとなくし、サッとひ

と拭き、お掃除ラクラクです。

パワーストリーム洗浄

フチレス形状

アクアセラミック ハイパーキラミック

【Bプラン】

便座のつぎ目をなくし、便座裏は

防汚素材だから、汚れもサッとひ

と拭き。

使わないときはノズルを収納し

、男子小用時などの汚れを防ぎ

ます。シャッターは着脱できる

ので、お手入れラクラク。

ＩＮＡＸはノズルが２本。おしり洗

浄用ノズルとは別に、女性にやさ

しいビデ洗浄用ノズルを搭載しま

した。

ノズルの先端を取り外してカン

タン交換可能です。

コンパクト設計の奥行760mmな

ので、空間をより広々でき、ゆと

りを生み出します。

手の洗いやすさを考えた、広くて深

い手洗鉢です。

〈ＬＩＸＩＬ〉ベーシアシャワートイレ（フチレス） 【トイレ】 2022.05～ 

※便フタが開いた状態で手が洗いにくい
  場合は、便フタを閉じてください。

おしりノズル

レディスノズル

上釉

下釉

素地質

ジルコン

抗菌仕様

しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンの

パワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖を

しっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減

します。

キズ汚れに強い

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、

キズがつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。

表面にキズがつきにくく、
ＩＳＯに準拠した抗菌（銀イオン）パワーで
細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

電子顕微鏡写真中の白色

小斑点がジルコン鉱物

汚物汚れに強い

ハイパーキラミックは「水になじみやすい親水性」。

便器洗浄やお掃除するたびに汚物を押し流します。

擬似汚物を塗布 洗浄後

アクアセラミック従来衛生陶器 アクアセラミック従来衛生陶器

落ちるンです。
「アクアセラミック」

従来の衛生陶器ではできなかった

「ガンコな水アカ」も「汚れ」も

どちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。

※１ 汚れがひどい時は、水を含ませたメラミンスポンジでこすってください。

※２ 汚れが残る時は、スポンジやお掃除ブラシでこすってください。

お掃除するたび、ガンコな水アカが落ちるンです。
※１

水のチカラで汚物がツルンっと落ちるンです。
※２

アクアセラミック従来衛生陶器

水アカで表面
ザラザラ

いつまでも
ツルツル

落ちるンです
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