
ベーシアシャワートイレ（フチレス）

お掃除らくらくが100年続く。機能充実のシャワートイレ⼀体型便器です。

サイホン式

大型サイズ・防露便器

大５Ｌ・小３.８Ｌ

お掃除らくらくが100年続く。機能充実のシャワートイレ⼀体型便器です。

新機能アクアセラミック 光るハンドル＆新デザイン

［手洗いがしやすい器］
手洗器が広いから、小さな
お⼦様でも⼿洗いし易くな

りました。

［ヒンジ部の隙間を少なく］
曲面を活かしたやわらかく優
しいフォルム。ヒンジ部の隙間
が少なく、ふき掃除がしやすく
なりました。

［光る洗浄ハンドル］
表示部を洗浄ハンドル
と一体化、トイレ本体
のセンサー窓をなくした
ことで、よりすっきりとした
デザインになりました。デザインになりました。

［壁リモコン］
横⻑デザインの壁リモコンです。

［全周フチレス形状］［お掃除リフトアップ］ ［キレイ便座］

お掃除ラクラクのトイレです。

便器（床排水）：ＢＣ－ＢＡ２０Ｓ

機能部（手洗付壁リモコン）：ＤＴ－ＢＡ２８３Ｇ

［鉢内スプレー］

[共通機能]
追加オプション

●２台同時交換の［全周フチレス形状］
吐水口は奥の１ヶ所のみ。全
周フチなし形状にしましたので、
お掃除しやすくなりました。

［お掃除リフトアップ］
右側のプッシュボタン操作でタンク
部が垂直に上がります。手が奥ま
で入りやすく隙間汚れを奥まで
しっかりと拭き取れます。

［キレイ便座］

便座裏の溝（つぎ目）を

無くしました。溝に汚れが入
らないので、汚れや臭いの原
因になるのを防ぎます。

［鉢内スプレー］
座面に座ると静電センサー
が感知して便器の表⾯を濡

らします。汚れが付きにくくな
るのでお掃除もラクラクです。

[その他の機能（ＢＡ３Ｇグレード）]

●２台同時交換の
場合は、追加分トイレ
⼯事⾦額が税込

10,000円減額と
なります。

追加分

トイレ

1台目 ２台目

＋

●トイレ床のクッション
フロアー張替工事が
必要な場合は税込

トイレ

⼯事⾦額

減額

＋

[カラーバリエーション]（標準３色）

㈱県民共済住宅
ご提供価格(税込)￥99,110（取付工事費込）

＊期間 2021年12月末日迄の参考価格となります。

必要な場合は税込
15,180円となります。



ベーシアシャワートイレ（フチレス・手洗い無）

お掃除らくらくが100年続く。機能充実のシャワートイレ⼀体型便器です。

サイホン式

大型サイズ・防露便器

大５Ｌ・小３.８Ｌ

お掃除らくらくが100年続く。機能充実のシャワートイレ⼀体型便器です。

新機能アクアセラミック 光るハンドル＆新デザイン

［ヒンジ部の隙間を少なく］［ヒンジ部の隙間を少なく］
曲面を活かしたやわらかく優
しいフォルム。ヒンジ部の隙間
が少なく、ふき掃除がしやすく
なりました。

［光る洗浄ハンドル］
表示部を洗浄ハンドル
と一体化、トイレ本体
のセンサー窓をなくした
ことで、よりすっきりとした
デザインになりました。

［壁リモコン］
横⻑デザインの壁リモコンです。

［全周フチレス形状］［お掃除リフトアップ］ ［キレイ便座］

お掃除ラクラクのトイレです。

［鉢内スプレー］

[共通機能]
追加オプション

●２台同時交換の

便器（床排水）：ＢＣ－ＢＡ２０Ｓ

機能部（手洗付壁リモコン）：ＤＴ－ＢＡ２５３Ｇ

［全周フチレス形状］
吐水口は奥の１ヶ所のみ。全
周フチなし形状にしましたので、
お掃除しやすくなりました。

［お掃除リフトアップ］
右側のプッシュボタン操作でタンク
部が垂直に上がります。手が奥ま
で入りやすく隙間汚れを奥まで
しっかりと拭き取れます。

［キレイ便座］

便座裏の溝（つぎ目）を

無くしました。溝に汚れが入
らないので、汚れや臭いの原
因になるのを防ぎます。

［鉢内スプレー］
座面に座ると静電センサー
が感知して便器の表⾯を濡

らします。汚れが付きにくくな
るのでお掃除もラクラクです。

[その他の機能（ＢＡ３Ｇグレード）]

●２台同時交換の
場合は、追加分トイレ
⼯事⾦額が税込

10,000円減額と
なります。

追加分

トイレ

1台目 ２台目

＋

●トイレ床のクッション
フロアー張替工事が
必要な場合は税込

トイレ

⼯事⾦額

減額

＋

[カラーバリエーション]（標準３色）

㈱県民共済住宅
ご提供価格(税込)￥99,110（取付工事費込）

＊期間 2021年12月末日迄の参考価格となります。

必要な場合は税込
15,180円となります。



((((株株株株))))県民共済住宅県民共済住宅県民共済住宅県民共済住宅 オリジナルトイレオリジナルトイレオリジナルトイレオリジナルトイレ ZJ2ZJ2ZJ2ZJ2【【【【手洗手洗手洗手洗いいいい有有有有】】】】（（（（停電時対応停電時対応停電時対応停電時対応））））

リモコン

リモコンリモコン

リモコン

しっかり手を洗ってもボウルに手が

当たらず、水切り動作をしても周囲に

水はねしにくい形状です。

手洗

手洗手洗

手洗い

いい

い器

器器

器

「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。

【クリーン樹脂】

【従来の樹脂】

※詳細はカタログ参照ください

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。

＜洗浄後＞ ＜洗浄後＞

クリーン便座（つぎ目なし)・クリーンノズル

NEW

セフィオンテクト

汚れがつきにくく、落ちやすい

ワンプッシュでウォシュレット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。

※イメージです。

お掃除リフト

NEW

トルネード洗浄

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。

しっかり洗浄、お掃除しやすい

ごごごご提供価格提供価格提供価格提供価格（（（（税込税込税込税込）））） ￥￥￥￥99,11099,11099,11099,110（（（（取付工事費込取付工事費込取付工事費込取付工事費込））））
※期間：2021年12月末日までの参考価格となります

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。

画像

画像画像

画像はイメージです

はイメージですはイメージです

はイメージです

CES9153#***

すっきりひろびろ

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。

※詳細はカタログ参照ください

※イメージです。

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

※イメージです。

＜洗浄後＞

従来陶器

＜洗浄後＞

プレミスト

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、

お掃除ラクラクです。

フチなし形状「スゴフチ」

停電時安心設計

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。

しっかりとした洗い心地

節水だからエコ

従来の約１/３の水で洗浄する、

進化した節水技術。

13Ｌ

4.8Ｌ

年間約14,200円節約

約71％※

節水

たっぷリッチ洗浄（おしり洗浄）

流速の違う洗浄水を交互に連射して

大きな水玉を作り、たっぷりとした

洗い心地をもたらします。

一定の間隔で水に空気を含ませ

水玉を大粒化することで、節水を実現。

Ｃ

ＣＣ

Ｃolor Variation 

olor Variation olor Variation 

olor Variation 

※は受注生産品となります。

おしり洗浄

水勢調節

リモコン便器

洗浄

ビデ洗浄 やわらか洗浄

洗浄位置

調節

オートパワー

脱臭

ムーブ洗浄

脱臭

プレミスト

オート便器

洗浄

タイマー節電

暖房便座

おまかせ節電

着座センサー

抗菌

便ふた着脱

セルフ

クリーニング

ノズルお掃除

機能

機能一覧

機能一覧機能一覧

機能一覧

クリーンノズル

リモコン

便座・便ふた

ソフト閉止

eco小ボタン

（3.4L）

クリーン便座

お掃除リフト

トルネード

洗浄

＃ＮＷ１

ホワイト

＃ＳＣ１

パステルアイボリー※

＃ＳＲ２

パステルピンク※

追加オプション

追加オプション追加オプション

追加オプション

●２台同時交換の場合は、追加分トイレ

●２台同時交換の場合は、追加分トイレ●２台同時交換の場合は、追加分トイレ

●２台同時交換の場合は、追加分トイレ

工事金額が税込１０，０００円減額と

工事金額が税込１０，０００円減額と工事金額が税込１０，０００円減額と

工事金額が税込１０，０００円減額と

なります。

なります。なります。

なります。

●トイレ床のクッションフロアー張替工事が

●トイレ床のクッションフロアー張替工事が●トイレ床のクッションフロアー張替工事が

●トイレ床のクッションフロアー張替工事が

必要な場合は税込１５，０００円となります。

必要な場合は税込１５，０００円となります。必要な場合は税込１５，０００円となります。

必要な場合は税込１５，０００円となります。

１台目

２台目

追加分

トイレ

工事金額

減額

＋

＋＋

＋

●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。

2020.07

従来品※ ＺＪ２

ＺＪ２の場合 ※詳細はカタログ参照ください

水玉を大粒化することで、節水を実現。

※イメージです。

※は受注生産品となります。

納期は約２週間（大型連休除く）かかります。

※“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。



((((株株株株))))県民共済住宅県民共済住宅県民共済住宅県民共済住宅 オリジナルトイレオリジナルトイレオリジナルトイレオリジナルトイレ ZJ2ZJ2ZJ2ZJ2【【【【手洗手洗手洗手洗いいいい無無無無】】】】（（（（停電時対応停電時対応停電時対応停電時対応））））

リモコン

リモコンリモコン

リモコン

「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。

【クリーン樹脂】

【従来の樹脂】

※詳細はカタログ参照ください

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。

＜洗浄後＞ ＜洗浄後＞

クリーン便座（つぎ目なし)・クリーンノズル

NEW

セフィオンテクト

汚れがつきにくく、落ちやすい

ワンプッシュでウォシュレット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。

※イメージです。

お掃除リフト

NEW

トルネード洗浄

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。

しっかり洗浄、お掃除しやすい

ごごごご提供価格提供価格提供価格提供価格（（（（税込税込税込税込）））） ￥￥￥￥99,11099,11099,11099,110（（（（取付工事費込取付工事費込取付工事費込取付工事費込））））
※期間：2021年12月末日までの参考価格となります

すっきりひろびろ

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。

※詳細はカタログ参照ください

※イメージです。

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

※イメージです。

＜洗浄後＞

従来陶器

＜洗浄後＞

プレミスト

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、

お掃除ラクラクです。

フチなし形状「スゴフチ」

停電時安心設計

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。

しっかりとした洗い心地

節水だからエコ

従来の約１/３の水で洗浄する、

進化した節水技術。

13Ｌ

4.8Ｌ

年間約14,200円節約

約71％※

節水

たっぷリッチ洗浄（おしり洗浄）

流速の違う洗浄水を交互に連射して

大きな水玉を作り、たっぷりとした

洗い心地をもたらします。

一定の間隔で水に空気を含ませ

水玉を大粒化することで、節水を実現。

画像

画像画像

画像はイメージです

はイメージですはイメージです

はイメージです

CES915２#***

Ｃ

ＣＣ

Ｃolor Variation 

olor Variation olor Variation 

olor Variation 

※は受注生産品となります。

おしり洗浄

水勢調節

リモコン便器

洗浄

ビデ洗浄 やわらか洗浄

洗浄位置

調節

オートパワー

脱臭

ムーブ洗浄

脱臭

プレミスト

オート便器

洗浄

タイマー節電

暖房便座

おまかせ節電

着座センサー

抗菌

便ふた着脱

セルフ

クリーニング

ノズルお掃除

機能

機能一覧

機能一覧機能一覧

機能一覧

クリーンノズル

リモコン

便座・便ふた

ソフト閉止

eco小ボタン

（3.4L）

クリーン便座

お掃除リフト

トルネード

洗浄

＃ＮＷ１

ホワイト

＃ＳＣ１

パステルアイボリー※

＃ＳＲ２

パステルピンク※

追加オプション

追加オプション追加オプション

追加オプション

●２台同時交換の場合は、追加分トイレ

●２台同時交換の場合は、追加分トイレ●２台同時交換の場合は、追加分トイレ

●２台同時交換の場合は、追加分トイレ

工事金額が税込１０，０００円減額と

工事金額が税込１０，０００円減額と工事金額が税込１０，０００円減額と

工事金額が税込１０，０００円減額と

なります。

なります。なります。

なります。

●トイレ床のクッションフロアー張替工事が

●トイレ床のクッションフロアー張替工事が●トイレ床のクッションフロアー張替工事が

●トイレ床のクッションフロアー張替工事が

必要な場合は税込１５，１８０円となります。

必要な場合は税込１５，１８０円となります。必要な場合は税込１５，１８０円となります。

必要な場合は税込１５，１８０円となります。

１台目

２台目

追加分

トイレ

工事金額

減額

＋

＋＋

＋

●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。

2020.07

従来品※ ＺＪ２

ＺＪ２の場合 ※詳細はカタログ参照ください

水玉を大粒化することで、節水を実現。

※イメージです。

※は受注生産品となります。

納期は約２週間（大型連休除く）かかります。

※“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 ＮＪ２ フチなし形状＆トルネード洗浄フチなし形状＆トルネード洗浄フチなし形状＆トルネード洗浄フチなし形状＆トルネード洗浄

フチ裏のない便器と渦を巻くような水流で汚れ

フチ裏のない便器と渦を巻くような水流で汚れフチ裏のない便器と渦を巻くような水流で汚れ

フチ裏のない便器と渦を巻くような水流で汚れ

にくくお掃除ラクラク

にくくお掃除ラクラクにくくお掃除ラクラク

にくくお掃除ラクラク

超節水の４．８Ｌ洗浄超節水の４．８Ｌ洗浄超節水の４．８Ｌ洗浄超節水の４．８Ｌ洗浄

ハイブリッドエコロジーシステムで従来の節水便器に

ハイブリッドエコロジーシステムで従来の節水便器にハイブリッドエコロジーシステムで従来の節水便器に

ハイブリッドエコロジーシステムで従来の節水便器に

比べ約

比べ約比べ約

比べ約71%

71%71%

71%の驚異的な節水効果。

の驚異的な節水効果。の驚異的な節水効果。

の驚異的な節水効果。CO2

CO2CO2

CO2削減にも貢献。

削減にも貢献。削減にも貢献。

削減にも貢献。

特許 3381261 特許 3578169

（（（（株株株株））））県民共済住宅県民共済住宅県民共済住宅県民共済住宅 トイレトイレトイレトイレ ごごごご提供価格提供価格提供価格提供価格（（（（税込税込税込税込）））） ￥￥￥￥１１１１44,76044,76044,76044,760（（（（取付工事費込取付工事費込取付工事費込取付工事費込））））
※期間：2021年12月末日までの

参考価格となります。

標準リモコン仕様

標準リモコン仕様標準リモコン仕様

標準リモコン仕様

セフィオンテクトセフィオンテクトセフィオンテクトセフィオンテクト

ナノレベルのツルツル陶器面で汚れが落ちやすく

ナノレベルのツルツル陶器面で汚れが落ちやすくナノレベルのツルツル陶器面で汚れが落ちやすく

ナノレベルのツルツル陶器面で汚れが落ちやすく

少ない水量でも安定した洗浄力を実現

少ない水量でも安定した洗浄力を実現少ない水量でも安定した洗浄力を実現

少ない水量でも安定した洗浄力を実現

お掃除リフトお掃除リフトお掃除リフトお掃除リフト

水圧に左右

水圧に左右水圧に左右

水圧に左右

されない

されないされない

されない

新技術

新技術新技術

新技術

＜試算条件＞2012年12月現在

◉洗浄水の使用量：従来品：13L/回、NJ2の場合：大4.8L/回、小3.6L（3.4L※1）回

◉条件：家族4人（男性2人・女性2人） 大1回／日・人、小3回／日・人

水道代＝265（税込）円／㎥（東京都水道局（20A・30㎥／月・上下水道含む））

「省エネ・防犯住宅推進アプローチブック」より

※消費税率5％で試算しています。

※1 男子小用時（立ち姿勢）のオート便器洗浄のみ。（NJ2のみ）

※2 1987～2001年新商品（C720R・洗浄水量13L/回）

ハイブリット

ハイブリットハイブリット

ハイブリット

エコロジーシステム

エコロジーシステムエコロジーシステム

エコロジーシステム

少ない水量を有効に使って

しつこい汚れもきれいに洗浄。

トルネード洗浄

トルネード洗浄トルネード洗浄

トルネード洗浄

便器のフチを滑らかな形状に。

汚れをサッとひと拭きできま

す。

フチなし形状

フチなし形状フチなし形状

フチなし形状

ウォシュレットの前方が持ち上がって便器と便座の

ウォシュレットの前方が持ち上がって便器と便座のウォシュレットの前方が持ち上がって便器と便座の

ウォシュレットの前方が持ち上がって便器と便座の

あいだをラクにお掃除できます

あいだをラクにお掃除できますあいだをラクにお掃除できます

あいだをラクにお掃除できます

品番：

品番：品番：

品番：CES999

CES999CES999

CES999＃

＃＃

＃***

******

***（

（（

（NJ2

NJ2NJ2

NJ2）

））

）

ウォシュレット（ＮＪ２）機能一覧

ウォシュレット（ＮＪ２）機能一覧ウォシュレット（ＮＪ２）機能一覧

ウォシュレット（ＮＪ２）機能一覧

トルネード洗浄プレミスト セルフクリーニング

クリーン便座

オートパワー脱臭

脱臭 クリーンノズル 抗菌

セフィオンテクト

オートｅｃｏ小 おまかせ節電 タイマー節電 運転スイッチ

ＣＣＣＣolor Variation olor Variation olor Variation olor Variation 

※ご購入いただいたお客様へのアンケート

結果 N=282（'05 TOTO調べ）

従来便器

従来便器従来便器

従来便器 「セフィオンテクト」便器

「セフィオンテクト」便器「セフィオンテクト」便器

「セフィオンテクト」便器

ＮＪシリーズＮＪシリーズＮＪシリーズＮＪシリーズ 製品寸法製品寸法製品寸法製品寸法オート開閉・オート便器洗浄付オート開閉・オート便器洗浄付オート開閉・オート便器洗浄付オート開閉・オート便器洗浄付

特許 3339640

特許 3354140

特許 4395821

やわらか洗浄 おしり洗浄 ビデ洗浄 ムーブ洗浄

水勢調節 洗浄位置調節

フチなし形状 お掃除リフトすっきりパネル

ノズル

お掃除機能

便ふた着脱

オート便器洗浄 リモコン便器洗浄 着座センサー 停電時安心設計

オート開閉

リモコン

便座・便ふた開閉

暖房便座

※”ウォシュレット”はTOTOの登録商標です

画像

画像画像

画像はイメージです

はイメージですはイメージです

はイメージです

プレミストプレミストプレミストプレミスト シンプルデザインシンプルデザインシンプルデザインシンプルデザイン

＃ＮＷ１

ホワイト※

＃ＳＣ１

パステルアイボリー※

＃ＳＲ２

パステルピンク※

ＮＪシリーズＮＪシリーズＮＪシリーズＮＪシリーズ 製品寸法製品寸法製品寸法製品寸法オート開閉・オート便器洗浄付オート開閉・オート便器洗浄付オート開閉・オート便器洗浄付オート開閉・オート便器洗浄付

自動で便ふたの開閉、

水のクッションで便器を

水のクッションで便器を水のクッションで便器を

水のクッションで便器を

汚れから守る

汚れから守る汚れから守る

汚れから守る

プレミスト

汚れが

付着しにくい

水が広がる

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、

※イメージです

セフィオンテクト

セフィオンテクト

スタイリッシュで高級感を持ちながら、

お掃除もしやすくなりました。

シンプルで滑らか、

シンプルで滑らか、シンプルで滑らか、

シンプルで滑らか、

凹凸の少ないデザイン

凹凸の少ないデザイン凹凸の少ないデザイン

凹凸の少ないデザイン

パステルピンク※

●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。

自動で便ふたの開閉、

便器の洗浄無理な動作をなくした安心機能

2008

※は受注生産品となります。

納期は約２週間（大型連休除く）かかります。

※詳細はカタログ参照

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。

お掃除もしやすくなりました。
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