
◆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。）

壁リモコン

機能一覧

カラーバリエーション

コ ン パ ク ト ＆ ロ ー シ ル エ ッ ト デ ザ イ ン が

ゆ と り の ト イ レ 空 間 を 演 出 し ま す 。

ベーシアハーモ Ｌタイプ

トイレ手洗

[0.4坪～]コンパクトでも掃除道具が収

納。狭いトイレ空間をさらに充実活用

できます。

｜リモコン｜

写真はカタログによるイメージです。見積り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-BL10S/BW1　DT-BL114G/BW1

標準色

BW1
ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

便器に近づくと自動で便フタが

開き、離れると閉まり、便フタの開

け閉めがないので、腰への負担

が軽減されます。節電にもつなが

ります。

フルオート便座 しっかりエコ

大切な水をムダなく賢く

節約します。

※1989～2001年発売品

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。

汚れがつかない 衛生陶器に最適な新素材が誕生。

アクアセラミック

※定期的なお掃除は必要です。

簡単お掃除で新品のようなツルツルが、１００年続きます。

リング状の黒ずみや便器くすみの原因となる

水アカが固着しません 。
※

※

キズに強く、

銀イオンパワーで

細菌の繁殖も抑えます。

便器鉢面に付いた汚物汚れが、

トイレを洗浄するとつるんと落ちます。

アクアセラミック従来陶器

擬似汚物を塗布 洗浄 洗浄後

アクアセラミック従来陶器 アクアセラミック従来陶器

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

お掃除ラクラク

フチレス形状

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。

鉢内スプレー

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。

すき間汚れが奥まで楽に拭き取れて、

気になるにおいの元もカットします。

お掃除リフトアップ

汚れが入りやすいつぎ目がありません。

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

ノズルの先端を取り外して

カンタン交換可能です。

ノズル先端着脱

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。

女性専用レディスノズル

ハンドル水栓

コフレルスリム(壁付) 
ハンドル水栓タイプ
L-DA82SCHA/LDW

扉：LD
クリエダーク

手洗キャビネットカラー：LDW

手洗器：BW1
ピュアホワイト

洗剤×２

ブラシ×１

※写真はイメージです。

片手で紙の切れるワンハンド

カット機能付です。

棚付２連紙巻器
CF-AA64KU/LD LD/クリエダーク

紙巻器カラー

Ｍシリーズ

■■■　 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

お掃除リフトアップ（手動）

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　 ■■■

フルオート便座

ﾌﾙｵｰﾄ便器洗浄 (男子小洗浄対応 )

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

PRPSC0-180323-009d



◆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。）

ジルコン

キズ、汚れに強く、

銀イオンパワーで細菌の繁殖も抑えます。

擬似汚物を
塗布

洗浄 洗浄後

キズ汚れに強い 汚物汚れに強い

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、汚れの

付着を軽減し

ます。 素地質

下釉

上釉

キレイ機能

パワーストリーム洗浄

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。

フチレス形状

ハイパーキラミック

お掃除しにくいタンクまわり

をキャビネットで隠しトイレ

のまわりを拭くだけ。

お掃除ラクラク

左右の収納ス

ペースで室内

もすっきり。

しっかり収納

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

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

使わないときはノズルを収納

し、汚れを防ぎます。着脱で

きるので、お手入れラクラク。

スッキリノズルシャッター 女性専用『レディスノズル』

女性にやさしいビデ専用ノズル。

おしりノズル

レディスノズル

■■■　 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

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

本体スライド着脱

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）

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

スーパーワイドビデ洗浄

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

ターボ脱臭

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

LD
ｸﾘｴﾀﾞｰｸ

壁リモコン

リモコンデザイン

スタンダードシリーズ タオルリング

タオルリング

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。

機能一覧

カラーバリエーション

キャビネットカラー便器・手洗器・便座カラー

:W
便器:BW1
便座･手洗器
ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

ワンタッチ式紙巻器

紙巻器

CF-AA22H

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。

Ｍシリーズ

※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。

BC-BA10S/DS-BA183ES1

ベーシア ピタ（フチレス） 収 納 た っ ぷ り で ス ッ キ リ &

お 掃 除 も ラ ク ラ ク な キ ャ ビ ネ ッ ト 付 ト イ レ 。

PRPSC0-180323-009e


