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  便座・便ふた  

ソフト閉止 
暖房便座 

●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。 P130801-SF1339-01-01-Y5 

組み合わせ便器 ＣＳ３４０（手洗いあり） 

自動水栓 

『フチ』がないからお手入れ・お掃除カンタン 

Function 

プレミスト＋セフィオンテクトで汚れにくさＵＰ 

Function 
おしり洗浄 やわらか洗浄 ビデ洗浄 ムーブ洗浄 

洗浄位置調節 

セルフ 

クリーニング 
抗菌 

クリーンノズル 

ノズル 

お掃除機能 

オート 

便器洗浄※ 

リモコン 

便器洗浄 

おまかせ節電 

オートパワー 

脱臭 
脱臭 

暖房便座 タイマー節電 

便ふた着脱 

着座センサー 

運転スイッチ 

水勢調整 

セフィオン テクト 

プレミスト 

便座・便ふた 

ソフト閉止 

クリーン便座 

ウォシュレットはＴＯＴＯの登録商標です。 

 

※男子小用時（立ち姿勢）には 

 オート便器洗浄しません。 

ウォシュレット一体形便器 新ＺＪ 

写真はイメージです  

Color Variation  

＃ＮＷ1 

ホワイト 

＃ＳＣ1 

パステル 

アイボリー 

【注２週】は受注生産品です。納期約２週間（大型連休をのぞく）です。 

品番 ＣＥＳ９１３5Ｌ 

フチがないから清潔をキープ。 

環境にやさしく、しかも経済的。従来品に比べ約７０％の 

節水でスピーディーでパワフルに洗浄します。 

従来品 ZJ ※試算条件は別途参照ください 

７０ 

約221 

53,144 

スゴフチ 

ツイントルネード洗浄 

吐水口 

Color Variation  

【注２週】は受注生産品です。納期約２週間（大型連休をのぞく）です。 

※イメージ写真です 

便器 ＣＳ３４０Ｂ 

タンク ＳＨ３４１ＢＡ 

ウォームレット 

 
ＴＣＦ１１６ 

お手入れカンタン 

環境にやさしく、しかも経済的。従来品に比べ約７０％の 

節水でスピーディーでパワフルに洗浄します。 

従来品 CS340 
※試算条件は別途参照ください 

７０ 

約221 

53,144 

スゴフチ ツイントルネード洗浄 

ＴＯＴＯ独自の新技術 

「スゴフチ」 

渦を巻くような水流とフチなし形状が 

少ない水量で効率よく汚れを落とします。 

フチがないから清潔をキープ。 

ニオイのもとが蓄積することも 

ありません。 

小さい水たまり面はハネが少なく 

て安心です。 

吐水口 

深くて広くて低い 

手洗いボウル 

アクセサリー 共通 

タオルリング 

ＹＨＴ１５２Ｒ 

紙巻器 

ＹＨ６50 

お手入れカンタン 超節水の｢４.８Ｌ洗浄｣ 超節水の｢４.８Ｌ洗浄｣ お手入れカンタン 

渦を巻くような水流とフチなし形状が 

少ない水量で効率よく汚れを落とします。 
ＴＯＴＯ独自の新技術 

「スゴフチ」 

使う前に自動でミスト、さらに汚れがつきにくく、 

落ちやすくなりました。 

使いやすい’深ひろボウル’ ミストの力でカンタンお手入れ 

写真はイメージです  

便座・便ふたソフト閉止 

ゆっくりと閉まるので閉まる 

音はほとんどしません。 

２Ｆトイレ機能 

抗菌 

床から 

約８００㎜ 

便座に座るとボウル面に 

自動でミストを噴霧します。 

ミストとセフィオンテクト 

のダブル効果で汚物汚れが 

付きにくく、落ちやすく 

なります。 

お掃除リフト 

お掃除リフトを搭載 

＃ＳＲ２ 

パステル 

ピンク 

【注２週】 

＃ＮＷ1 

ホワイト 
＃ＳＣ1 

パステル 

アイボリー 

＃ＳＲ２ 

パステル 

ピンク 

【注２週】 

便座・便ふた・操作部などに 

抗菌樹脂を使用しています。 

横和工務店 標準仕様   



◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

機能一覧

カラーバリエーション

ベーシア シャワートイレ（フチレス） 便 器 も 便 座 も お 掃 除 ラ ク ラ ク の

一 体 型 シ ャ ワ ー ト イ レ 。

棚付2連紙巻器

紙巻器

スタンダードシリーズ タオルリング

タオルリング

キレイ機能

アクアセラミック

パワーストリーム洗浄 フチレス形状

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。

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。

水アカで表面
ザラザラ

いつまでも
ツルツル

アクアセラミック従来陶器

汚物よごれがツルンっと落ち、水アカ

もこびりつかないので、かんたんお掃

除で新品のツルツルが100年続きます。

しっかりエコ

エコロジーでエコノミー。

大切な水をムダなく賢く

節約します。

※1989～2001年発売品

（おフロ１杯を180Lで計算）

大洗浄５Ｌ、小洗浄３.８Ｌの「超節水ＥＣＯ５トイレ」。

従来品※(大１３Ｌ)と比べ約６９％の節水を実現。

２日でおフロ１杯分以上（２８０Ｌ）節約できます。

また、水道料金なら年間約 １３ ,８００円  もお得です。

手の洗いやすさを考えた、広

くて深い手洗鉢です。

手洗しやすいフォルム

便器の表面を濡らし、汚物汚

れを付きにくくするのでお掃

除もラクラク。

鉢内スプレー

便座から立ち上がると自動的

に便器を洗浄。

フルオート便器洗浄

使用状況を判断して、パワー

脱臭とフルパワー脱臭を自動

的に切り替えます。

Ｗパワー脱臭

汚れが入りやすいつぎ目があ

りません。新素材により気に

なる便座裏の汚れもサッとひ

と拭き、お掃除ラクラク。

キレイ便座

■■■　 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

鉢内スプレー

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

女性専用レディスノズル

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）

ビデ洗浄（泡沫ソフト）

おしりワイド洗浄

おしりマッサージ洗浄

ワイドビデ洗浄

ノズル位置調節

■■■　 快適機能　 ■■■

ﾌﾙｵｰﾄ便器洗浄 (男子小洗浄なし )

リモコン便器洗浄

Wパワー脱臭

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

標準色

BW1
ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

BN8
ｵﾌﾎﾜｲﾄ

LR8
ﾋﾟﾝｸ

注文色 (納期約２週間 )

BB7
ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ

壁リモコン

リモコンデザイン

CF-AA64/WA KF-91

写真はカタログによるイメージです。見積内容とは異なりますので、ご注意ください。

※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。

YBC-BA20S/BW1　DT-BA283/BW1

LIXIL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。

おしりノズル

レディスノズル

女性専用『レディスノズル』

PRPSC0-170809-051d



機能一覧

カラーバリエーション

ベーシア便器（フチレス） お 好 き な 便 座 を 選 べ て

お 掃 除 も ラ ク ラ ク な 組 合 せ ト イ レ 。

■■■ キレイ機能 ■■■

ﾊｲﾊﾟｰｷﾗﾐｯｸ(ISO抗菌準拠)

パワーストリーム洗浄

本体ワンタッチ着脱

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）

■■■ 快適機能 ■■■

暖房便座

スローダウン便座

標準色

BW1
ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

BN8
ｵﾌﾎﾜｲﾄ

LR8
ﾋﾟﾝｸ

注文色(納期約２週間)

BB7
ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ

CF-AA64/WA(色仮決) KF-91CF-18ALJ/BW1(色仮決)

写真はカタログによるイメージです。見積内容とは異なりますので、ご注意ください。

AG410000570-01
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