
50

窓

●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。 

深くて清掃しやすいボウル 

 しっかり手洗い＆清掃性 

洗面器のデザインとセットする水栓を変更することなく、奥行き・間口の設計変更が可能です。 

Variation  

L 502 #NW1  ¥40,000 

■洗面器とセットするマーブライトカウンターもご用意しています 

選べる奥行きと間口 

2021年4月発売 

L 531#NW1  ¥25,000 

やわらかなフォルムでシンプルな角・丸デザインの「アンダーカウンター式洗面器」 

＃NW1 
ホワイト 

＃SC1 
パステルアイボリー 陶器カラー 

画像

品番 L 502 L 501 L 532 L 531
希望小売価格 ¥40,000 ¥38,000 ¥27,000 ¥25,000
形状

サイズ W590xD380
深さ160

W500xD380
深さ160

W590xD380
深さ160

W500xD380
深さ160

対応カウンター奥行き

角 楕円

600㎜／550㎜

ML60（奥行600㎜） 　ML55（奥行550㎜）

希望小売価格　　　￥55,500/ｍ～　　洗面器穴加工費￥3,700/ヶ所別途必要
対応カラーは、5シリーズ19色

新商品

豊富な品揃えの洗面器とカウンタ―を組み合わせることで、空間に合わせたプランが実現できます。 

デザインとサイズで選べるアンダーカウンタ―式洗面器 
角・丸デザインのやわらかなフォルムがさまざまな空間にマッチします。 
同じデザインで、設置空間によって選べる2種類の器具サイズを品揃え。 
カウンター奥行きは、600㎜と550㎜の２タイプをお選びいただけます。 

160mm 

オーバーフロー穴を手前側に設置し、見た目に配慮  

 汚れが見えにくい配慮 

 
同時発売の角・丸基調のアクアオート・オートソープディス
ペンサーは、どの組合せでも対応でき、さまざまな用途に
使用できます。 

 水栓とのデザインマッチング 

ボウル内は滑らかな形状で清掃性にも優れています。 

ボウル深さは160㎜あり、ボウル内でしっかりと 
手洗いでき、水はねも抑制できます。 

4 

オーバーフロー穴の位置を手前側にすることで、 
汚れが見えにくいように、デザイン配慮をしています。 

ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ穴 
空間イメージ 
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商品ラインナップ 

石けんニーズの高まるパブリック市場に最適な「オートソープディスペンサー」 2021年4月発売 

従来品

画像

品番 L 620 L 587 L 548 L 546

希望小売価格 ¥40,700 ¥26,600 ¥24,400 ¥19,400

形状 角

サイズ
W646xD421

深さ160

W620xD430

深さ165

W600xD420

深さ170

W550xD400

深さ140

対応カウンター奥行き

新商品

画像

品番 L 502 L 501 L 531

希望小売価格 ¥40,000 ¥38,000 ¥25,000

形状

サイズ
W590xD380

深さ160

W500xD380

深さ160

W500xD380

深さ160

対応カウンター奥行き

600mm

楕円

角

600㎜／550㎜

L 532

¥27,000

楕円

W590xD380

深さ160
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 高さバリエーション３タイプ 

石けんニーズの高まるパブリック市場に最適な「オートソープディスペンサー」 

●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。 

角・丸形状の洗面器やアクアオートマッチするデザイン 

 スパウトデザイン２タイプ 

洗面器・水栓にあわせた高さを品揃え 

洗面器が複数ある空間には 

まとめて補給できる３Ｌタンクがおすすめ 

Variation  

オートソープディスペンサー（自動水石けん供給栓） 
洗面器や水栓にあわせやすいスパウトデザイン・高さを品揃え 

シンプルで水平なスパウト 

カウンター・ 

洗面器上にセット 

アタリ 

洗面器・カウンター下にすっきり納まる１Ｌタンク 

取付用ブラケットもご用意 

・タンク床固定用 

 THD84  

   ¥1,500   

 

・機能部床固定用・タンク壁掛用 

 THD85 

   ¥10,400 

  TLK07S09J  

  自動水石けん供給栓 

  （3Ｌ・１連） 

  ¥116,400 

補給口を補給しやすい斜めに設置 

■タンク・機能部の設置形態 

【３Ｌタイプ】タンク：床置 機能部：壁掛 【１Ｌタイプ】タンク・機能部：壁掛 

タンクカバーは標準仕様 

手洗いしやすい 

きめ細かいムース状 

・水石けん補給口 

 THD86 

 ¥17,800 

タンクカバースリットから 

水位を確認 

設置イメージ タンク容量 連立 セット品番 希望小売価格 タンク容量 連立 セット品番 希望小売価格
3L 1連 TLK08S01J ¥104,000 3L 1連 TLK07S01J ¥95,200
3L 2連 TLK08S02J ¥178,800 3L 2連 TLK07S02J ¥161,200
3L 3連 TLK08S03J ¥253,200 3L 3連 TLK07S03J ¥226,800
1L 1連 TLK08S04J ¥99,600 1L 1連 TLK07S04J ¥90,800
3L 1連 TLK08S05J ¥114,600 3L 1連 TLK07S05J ¥105,800
3L 2連 TLK08S06J ¥200,000 3L 2連 TLK07S06J ¥182,400
3L 3連 TLK08S07J ¥285,000 3L 3連 TLK07S07J ¥258,600
1L 1連 TLK08S08J ¥110,200 1L 1連 TLK07S08J ¥101,400
3L 1連 TLK08S09J ¥125,200 3L 1連 TLK07S09J ¥116,400
3L 2連 TLK08S10J ¥221,200 3L 2連 TLK07S10J ¥203,600
3L 3連 TLK08S11J ¥316,800 3L 3連 TLK07S11J ¥290,400
1L 1連 TLK08S12J ¥120,800 1L 1連 TLK07S12J ¥112,000

スパウト形状 スパウト形状

角
形

丸
形

丸形 

角形 

選べるタンク容量（３Ｌ・１Ｌ） 

補給を補助するオプション品 

石けん液水位が確認しやすい 

半透明タンク 

補給口を手前に設置して 

ラクな姿勢で補給できます 

補給口をカウンター上に設置して 

補給できます 

ピクト表示 

ハーフベッセルタイプ 

洗面器にセット 

フルベッセルタイプ 

洗面器にセット 

2021年4月発売 
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商品ラインナップ 

石けんニーズの高まるパブリック市場に最適な「オートソープディスペンサー」 2021年4月発売 

機能部 機能部
タンク容量 連立 品番 希望小売価格 品番・希望小売価格 数量 品番・希望小売価格 タンク容量 連立 品番 希望小売価格 品番・希望小売価格 数量 品番・希望小売価格

3L 1連 TLK08S01J ¥104,000 1 TLK01101JA　¥67,600
3L 2連 TLK08S02J ¥178,800 2 TLK01102JA　¥106,000
3L 3連 TLK08S03J ¥253,200 3 TLK01103JA　¥144,000
1L 1連 TLK08S04J ¥99,600 1 TLK01104JA　¥63,200

3L 1連 TLK02S01J ¥95,200 1 TLK01101J　¥67,600 3L 1連 TLK07S01J ¥95,200 1 TLK01101JA　¥67,600
3L 2連 TLK02S02J ¥161,200 2 TLK01102J　¥106,000 3L 2連 TLK07S02J ¥161,200 2 TLK01102JA　¥106,000
3L 3連 TLK02S03J ¥226,800 3 TLK01103J　¥144,000 3L 3連 TLK07S03J ¥226,800 3 TLK01103JA　¥144,000
1L 1連 TLK02S04J ¥90,800 1 TLK01104J　¥63,200 1L 1連 TLK07S04J ¥90,800 1 TLK01104JA　¥63,200

3L 1連 TLK08S05J ¥114,600 1 TLK01101JA　¥67,600
3L 2連 TLK08S06J ¥200,000 2 TLK01102JA　¥106,000
3L 3連 TLK08S07J ¥285,000 3 TLK01103JA　¥144,000
1L 1連 TLK08S08J ¥110,200 1 TLK01104JA　¥63,200

3L 1連 TLK02S05J ¥105,800 1 TLK01101J　¥67,600 3L 1連 TLK07S05J ¥105,800 1 TLK01101JA　¥67,600
3L 2連 TLK02S06J ¥182,400 2 TLK01102J　¥106,000 3L 2連 TLK07S06J ¥182,400 2 TLK01102JA　¥106,000
3L 3連 TLK02S07J ¥258,600 3 TLK01103J　¥144,000 3L 3連 TLK07S07J ¥258,600 3 TLK01103JA　¥144,000
1L 1連 TLK02S08J ¥101,400 1 TLK01104J　¥63,200 1L 1連 TLK07S08J ¥101,400 1 TLK01104JA　¥63,200

3L 1連 TLK08S09J ¥125,200 1 TLK01101JA　¥67,600
3L 2連 TLK08S10J ¥221,200 2 TLK01102JA　¥106,000
3L 3連 TLK08S11J ¥316,800 3 TLK01103JA　¥144,000
1L 1連 TLK08S12J ¥120,800 1 TLK01104JA　¥63,200
3L 1連 TLK07S09J ¥116,400 1 TLK01101JA　¥67,600
3L 2連 TLK07S10J ¥203,600 2 TLK01102JA　¥106,000
3L 3連 TLK07S11J ¥290,400 3 TLK01103JA　¥144,000
1L 1連 TLK07S12J ¥112,000 1 TLK01104JA　¥63,200

丸 TLK02002J　¥38,200

スパウト

丸 TLK02001J　¥27,600

タイプ セット品番
セット内訳

スパウト部

従来品
タイプ セット品番

角

新商品

TLK08002J　¥47,000

セット内訳
スパウト部

スパウト

角 TLK08001J　¥36,400

丸 TLK07003J　¥48,800

設置イメージ

丸 TLK07002J　¥38,200

角 TLK08003J　¥57,600

丸 TLK07001J　¥27,600

別売品 

品番 希望小売価格 品番 希望小売価格

　ブラケット（タンク床固定用） THD84 1,500

　ブラケット（タンク壁固定・機能部床固定用） THD85 10,400

　石けん液（５kg） THZ5 9,350

　石けん液（４kg） THZ4 4,100

商品名商品名

THD86 17,800　水石けん補給口



清掃性向上 

管理手間を大幅削減 

パブリック向けの機能が充実したウォシュレット 

●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。 

快適性 

ウォシュレット複数設置している現場の 

温度設定変更・清掃の手間を削減します 
振り返らずに便器洗浄ができる 

便器洗浄リモコンは2タイプから選べます。 

「リモコン便器洗浄タイプ」もご用意 

共通機能 

管理清掃用リモコンに対応 

ノズルきれい・プレミスト品を品揃え追加 

ウォシュレットP   セット品番   TCF589AU#NW1 

希望小売価格  ¥130,200（税込¥143,220） 

（リモコン便器洗浄タイプ タッチスイッチ） 

寸法図 

 ・希望小売価格（）内は税込価格です。 
 ・消費税率を10％で表示しています。 

Ｃolor Variation  

＃ＳＣ1 

パステルアイボリー 

＃ＮＷ１ 

ホワイト 
＃ＳＲ２ 

パステルピンク 

注２週 注２週 ＃ＮＧ２ 

ホワイトグレー 

おしり洗浄、ビデ洗浄、水勢調整、脱臭、オートパワー脱臭、暖房便座、

着座センサー、オフタイム節電、便座便ふたソフト閉止、擬音装置

（オートスタート設定）、便ふた着脱、クリーン便座、クリーンノズル、

セルフクリーニング、ノズルお掃除機能、抗菌、 

（リモコン便器洗浄タイプのみ：リモコン便器洗浄）、ウォシュレット

管理清掃用リモコン対応 

 

仕様一覧 

清掃性を向上させる機能を搭載。 

清掃手間の大幅削減につながります 

壁掛大便器セット・フラッシュタンク式便器とのセットがおす

すめです。 

便器洗浄ユニットの電源を 

ウォシュレットから供給 

壁裏のスイッチユニット 

配線工事が不要 

※画像はアプリコットP 

タッチスイッチ 

（エコリモコン） 

便器洗浄リモコンは2タイプから選べます。 

センサースイッチ 
※（）は便ふたなしの場合 

品番一覧 

※ウォシュレット専用便器洗浄ユニットは別包装となります。※1便ふたなし・金属ベースプレート仕様は、セット品番・ウォシュレット品番のY→Pに変更してご発注くだ

さい。便ふたなし・金属ベースプレート仕様のセット希望小売価格は、便ふたあり・なし仕様の希望小売価格に＋￥3,000となります。 

タッチスイッチ 

（エコリモコン） 
センサースイッチ 

凹凸が少なくなり、ふき 

掃除がしやすくなりました。 

※便ふたなし仕様は＃ＮＷ１、＃ＳＣ１のみとなります 

※画像はウォシュレットPS 

セット希望小売価格

便ふたあり 便ふたなし※1 便ふたあり 便ふたなし※1 便ふたあり・なし

タッチスイッチ
（エコリモコン）

フラッシュタンク式/
4.8L洗浄便器用

◆TCF589AU ◆TCF589AUY TCF589A TCF589AY ◆TCA347A \130,200

センサースイッチ
フラッシュタンク式/

4.8L洗浄便器用
TCF589AE TCF589AEY TCF589A TCF589AY TCA357A \146,100

・ノズルきれい
・プレミスト
・擬音装置

- - TCF588 TCF588Y - \102,000

・擬音装置 - - TCF587 TCF587Y - \86,000

ウォシュレット
Ｐ

便器洗浄
ユニット品番

タイプ 便器洗浄リモコン 対応便器
セット品番 ウォシュレット品番

リモコン便
器洗浄タイ

プ

個別機能

・ノズルきれい
・プレミスト
・擬音装置

便器洗浄
なし

便器洗浄なし 腰掛便器全般

注2週 注2週

ウォシュレット電気料金  ※1

シリーズ 品番
目標年度

2012年度

省エネ基準

達成率（％）

年間消費

電力量(KWh/年)

1ヵ月の電気料金（円/月）

[ ]は節電時の

電気料金削減率（％）※2

区分

TCF589系 108 169（233） 380[15]

TCF588系

TCF587系

※1 省エネ法に基づく試算のため、一般家庭での使用を基準としています。

※2 オフタイム節電を使用した場合

P 貯湯式
110 166（231） 374[15]

利用者の快適性を向上しました。 

■「ノズルきれい」（TCF589・588系） 

トイレ使用後に「きれい除菌水※1」がノズルの内側・外側を自動で 

洗浄・除菌するためきれいが長持ち。 

※１ 試験機関：（財）北里環境科学センター ・試験方法：電解水の除菌効力試験 ・除菌方法：電解した水道水と菌液を混合

し除菌効果を確認、試験結果：99％以上（実使用での実証結果ではありません）、効果効能：「きれい除菌水」は、汚れを抑制

するもので清掃不要になるものではありません。使用・環境条件（水質・便器形状など）によっては、効果が異なります。水道水

を除菌したという意味ではありません。※２ 水道水および飲用可能な井戸水(地下水)です。※3 ・試験機関：（一財）日本食品

分析センター 

「きれい除菌水※１」は水※２に含まれる塩化物イオ

ンを電気分解して作られる、除菌成分（次亜塩素

酸）を含む水です。薬品や洗剤を使わず、水から

作られます。時間がたつともとの水に戻る※３ので、

環境にやさしいのが特長です。 

きれい除菌水とは？ 

■擬音装置「音姫」内蔵 

「トイレの音を聞かれたくない」という使用者のプ

ライバシーに配慮。ムダに流される水をカットし大

幅な節水に貢献。着座すると自動で作動するオート

スタートの設定も可能。 ※出荷時は「切」で設定。 

便座の内側に

も外側にもつ

ぎ目がないか

らお掃除ラク

ラク 

「クリーン便座（つぎ目なし）」 

■凹凸の少ないお掃除しやすい形状 

■ウォシュレット管理清掃用リモコン（別売品）に対応 

ウォシュレットの温度設定（温水・便座）をリモコンひとつで行えるの

で今まで煩雑だった温度管理の手間が大幅に削減できます。また清掃時

に便利なノズル出し／戻しや運転ON／OFFの操作も可能です。 

希望小売価格￥6,350 

個別機能 

TCF589系 TCF588系 TCF587系

ノズルきれい ● ●

プレミスト ● ●

暖房便座

オフモード
● ●

便器洗浄リモコンは2タイプから選べます。 

■暖房便座オフモード（TCF589・588系） 

トイレブースの温度を感知し、約26度以上になると自動的に暖房便

座をオフ。気温が高いときには便座を暖めない賢い機能です。 
※暖房便座オフモードは「切」で設定し、出荷しています。 

 

■「プレミスト」 
 （TCF589・588系） 

■「クリーン便座 

  ／クリーンノズル」 

便座に座ると自動で便器にミ

スト（水）をふきつけて汚れ

を付きにくく、落ちやすくし

ます。 

ウォシュレットの便座・ノズルには

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

ひとふきでお手入れできます。 

　　　　　　　　　　　　　機種
項目

ウォシュレットP

定格電源 AC100V  50/60Hz
定格消費電力 314W

擬音装置
水の流れる音（ボリューム付き）

3音源選択式

洗浄装置

吐水量
おしり洗浄 約0.27～0.43L/分
ビデ洗浄 約0.29～0.43L/分

吐水温度 温度調節範囲：切、約35～40℃
ヒーター容量 250W（貯湯式）
タンク容量 約0.49L

高さを抑え、従来品よりも、 

41mm薄くなりました 

147mm 

-41mm 現行比 



快適性 

管理手間を大幅削減 

好評の「エコリモコン」「ノズルきれい」「維持管理機能」を搭載したパブリック向けウォシュレットＰＳ 

●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。 

リモコンの弱点を解消！ 

乾電池交換や電源工事が不要（PS2） 

    電源不要・UD配慮の「エコリモコン」 

利用者への快適機能を充実！ 

ウォシュレット複数設置している現場の 

温度設定変更・清掃の手間を削減します 
清掃性を向上させる機能を搭載。 

清掃手間の大幅削減につながります 

清掃性向上 

共通機能 

高さを抑え、清掃性にも配慮したすっきりデザイン！ 

パブリック向けウォシュレットの新定番！ 

ウォシュレットPS セット品番   TCF5534AU #NW1 

希望小売価格  ¥159,200（税込¥175,120） 

（PS2A オート便器洗浄タイプ） 

個別機能 

品番 

 ・希望小売価格（）内は税込価格です。 
 ・消費税率を10％で表示しています。 

Ｃolor Variation  

＃ＳＣ1 

パステル 

アイボリー 

＃ＮＷ１ 

ホワイト 
＃ＳＲ2 

パステルピンク 

注２週 注２週 

＃ＮＧ２ 

ホワイトグレー 

押すたびに発電！電源不要のリモコン 

シンプルな操作性と見やすいボタン 

公共トイレ操作系JISに対応。シンプルなボタン配置や便器洗浄 

ボタンを独立させるなど、初めて使う方でもわかりやすい設計です。 

軽いタッチで発電。操作性と電源不要を両立した設計です。 

■「ノズルきれい」（PS2系、PS1系） 

■「プレミスト」 
 （PS2系、PS1系） 

■「クリーン便座 

  ／クリーンノズル」 

便座に座ると自動で便器に

ミスト（水）をふきつけて

汚れを付きにくく、落ちや

すくします。 

ウォシュレットの便座・ノズルに

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

もサッとひとふきでお手入れでき

ます。 

■ウォシュレット管理清掃用リモコン（別売品）に対応 

ウォシュレットの温度設定（温水・便座）をリモコンひとつで行えるの

で今まで煩雑だった温度管理の手間が大幅に削減できます。また清掃時

に便利なノズル出し／戻しや運転ON／OFFの操作も可能です。 

■暖房便座オフモード 

トイレブースの温度を感知し、約26度以上になると自動的に暖房便

座をオフ。気温が高いときには便座を暖めない賢い機能です。 
※暖房便座オフモードは「切」で設定し、出荷しています。 

 

これまで必要だった 

乾電池交換や電源工

事が不要。 

リモデルに最適。 

便器洗浄 

ボタンが 

独立 

■擬音装置「音姫」内蔵 （PS2系、PS2n系、PS1系、PS1n系） 

おしり洗浄、ビデ洗浄、水勢調整、

脱臭、オートパワー脱臭、暖房便座、

着座センサー、オフタイム節電、便

座便ふたソフト閉止、擬音装置

（オートスタート設定）、便ふた着

脱、クリーン便座、クリーンノズル、

セルフクリーニング、ノズルお掃除

機能、抗菌、（オート便器洗浄タイ

プのみ：オート便器洗浄、リモコン

便器洗浄）、ウォシュレット管理清

掃用リモコン対応 

寸法図 

仕様一覧 

イメージ イメージ 

非接触で衛生的な 

センサースイッチも 

組み合わせ可能。 

※センサースイッチには 

  乾電池(2個)が必要です 

※1電池寿命：月4000回の使用で約10年 

トイレ使用後に「きれい除菌水※1」がノズルの内側・外側を自動で洗

浄・除菌するためきれいが長持ち。 

きれい除菌水とは？ 

「きれい除菌水※１」は水※２に含まれる塩化物イオ

ンを電気分解して作られる、除菌成分（次亜塩素

酸）を含む水です。薬品や洗剤を使わず、水から

作られます。時間がたつともとの水に戻る※３ので、

環境にやさしいのが特長です。 

※１ 試験機関：（財）北里環境科学センター ・試験方法：電解水の除菌効力試験 ・除菌方法：電解した水道水と菌液を混合

し除菌効果を確認、試験結果：99％以上（実使用での実証結果ではありません）、効果効能：「きれい除菌水」は、汚れを抑制

するもので清掃不要になるものではありません。使用・環境条件（水質・便器形状など）によっては、効果が異なります。水道水

を除菌したという意味ではありません。※２ 水道水および飲用可能な井戸水(地下水)です。※3 ・試験機関：（一財）日本食品

分析センター 

「トイレの音を聞かれたくない」という使用者のプ

ライバシーに配慮。ムダに流される水をカットし大

幅な節水に貢献。着座すると自動で作動するオート

スタートの設定も可能。 ※出荷時は「切」で設定。 

※便ふたなしは＃NW1、＃SC1のみ 

カチッ! 

品番：TCA393 
希望小売価格￥6,350 

複数台の温度設定もラクラク！ 

※1 便ふたなしの場合 

セット希望小売価格

便ふたあり 　　便ふたなし 便ふたあり 便ふたなし 便ふたあり・なし

フラッシュタンク式/
4.8L洗浄便器用

◆TCF5534AU ◆TCF5534AUY ◆TCA347

◆TCF5534AD ◆TCF5534ADY ◆TCA349

◆TCF5534AH ◆TCF5534AHY ◆TCA351

センサースイッチ

フラッシュタンク式/
4.8L洗浄便器用

◆TCF5534AE ◆TCF5534AEY ◆TCA357 \175,100

PS2 便器洗浄なし 腰掛便器全般 - - ◆TCF5534 ◆TCF5534Y - \138,000

タッチスイッチ

フラッシュタンク式/
4.8L洗浄便器用

◆TCF5514AU ◆TCF5514AUY ◆TCA347 \121,600

センサースイッチ

フラッシュタンク式/
4.8L洗浄便器用

◆TCF5514AE ◆TCF5514AEY ◆TCA357 \148,100

PS1 便器洗浄なし 腰掛便器全般 - - ◆TCF5514 ◆TCF5514Y - \111,000

ウォシュレット
PS
＋

乾電池リモコン

PS1A
オート便器
洗浄タイプ

・ノズルきれい
・プレミスト
・暖房便座
　オフモード

\159,200

◆TCF5534A ◆TCF5534AY

フラッシュバルブ式
便器用

◆TCF5514A ◆TCF5514AY

ウォシュレット品番 便器洗浄
ユニット品番

PS2A
オート便器
洗浄タイプ

・ノズルきれい
・プレミスト
・暖房便座
　オフモード

タッチスイッチ
(エコリモコン)

タイプ 個別機能
便器洗浄
リモコン

対応便器
セット品番

ウォシュレット
PS
＋

エコリモコン

注２週

注２週

注２週

ウォシュレット電気料金※1

シリーズ 品番
目標年度

2012年度
省エネ基準

達成率（％）
年間消費電力量
（kWh/年）

1カ月の電気料金〈円／月〉
［　］は節電時の電気料金削減率〈%〉※2

区分

PS2 TCF5534系
TCF5514AZ系
TCF5514系 110 166（231） 374［15］

※1　省エネ法に基づく試算のため、一般家庭での使用を基準としています。
※2　オフタイム節電を使用した場合

PS1
380［15］108 169（233）

貯湯式

PS2 PS1

エコリモコン ●

ノズルきれい ● ●

プレミスト ● ●

暖房便座

オフモード
● ●

凹凸が少なくなり、ふき 

掃除がしやすくなりました。 

便座の内側に

も外側にもつ

ぎ目がないか

らお掃除ラク

「クリーン便座（つぎ目なし）」 

■凹凸の少ないお掃除しやすい形状 

※ウォシュレット専用便器洗浄ユニットは別包装となります。※1便ふたなし・金属ベースプレート仕様は、セット品番・ウォシュレット品番のY→Pに変更してご発注くだ

さい。便ふたなし・金属ベースプレート仕様のセット希望小売価格は、便ふたあり・なし仕様の希望小売価格に＋￥3,000となります。 

PS2 PS1

311W 314W

ウォシュレット操作用
電源フリー

（電源・電池不要）
単3形アルカリ

乾電池2個
タッチスイッチ
（エコリモコン）

電源フリー
（電源・電池不要）

―

タッチスイッチ ―
単3形アルカリ

乾電池2個

センサースイッチ※1
単3形アルカリ

乾電池2個
単3形アルカリ

乾電池2個
ウォシュレット操作用 200×25×120 200×20×120

タッチスイッチ
（エコリモコン）
タッチスイッチ
センサースイッチ※1 70×25×120

250W（貯湯式）
約0.49L

水の流れる音（ボリューム付き）
3音源選択式

70×25×120

70×20×120

ウォシュレットPS

AC100V  50/60Hz

約0.27～0.43L/分
（水圧0.20MPaのとき）

約0.29～0.43L/分
（水圧0.20MPaのとき）

温度調節範囲：切、約35～40℃

電源

便器
洗浄用

寸法

リモコン

便器
洗浄用

吐水量

定格電源
定格消費電力

擬音装置

洗浄装置

おしり洗浄

ビデ洗浄

吐水温度
ヒーター容量
タンク容量

　
機種

147mm 

-41mm 従来比 

高さを抑え、従来品よりも、 

41mm薄くなりました 
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