
NEOREST D1/D2 
ネオレストD1・D2 
WASHLET

●このシートは、同梱のフックで壁に掛けることができます。
●This sheet can be hung on the wall by hooks supplied with the product.

HOW TO USEHOW TO USE使いかた 使いかた 
かわかす Drying

温風を当て、さ
らりとさせます。
To blow warm 
air and dry 
refreshed.

さらに 
においをとる
Extra deodorizing

吸い込む力をアッ
プさせてにおいを
とります。
Suction force is 
increased for 
extra deodorizing.

止める Stopping
洗浄・乾燥が止ま
ります。
To stop washing 
and drying.

水を流す Flushing
〈大便のとき〉〈Stool〉〈小便のとき〉〈Urine〉

便器の水がリモコンで流せます。
The toilet can be flushed with the 
remote controller.

便器に向かって右側のすっきりパネル
をはずし、便器洗浄つまみを操作して
水を流してください。
Remove the panel at the right and turn 
the Bowl clean-up knob to flush the toilet.

● リモコン電池切れのとき
● When the remote controller 
battery has run down.

● 停電のとき
● In case of power failure.

洗う Washing
おしりを洗います。
To wash the bottom.

ソフトな水流でおしりを洗います。
To wash the bottom with mild 
spray.

女性のビデとして使えます。
For ladies.

Comfortable washing快適洗浄

ノズルが前後に動きながら
洗浄します。
The nozzle moves back 
and forth during washing.

水勢の強弱をつけて洗浄
します。
Water pressure changes 
for washing the bottom.

※おしり･やわらか･ビデ洗浄スイッチを押す
たびに、標準水勢・標準位置に戻ります。
※Standard wash force and position 
are resumed each time the bottom, 
gentle or bidet button is pressed.

便座・便ふたを開閉する
Open and close the seat and lid

便座も便ふたも閉まります。
To close both the seat and lid.

便座も便ふたも開きます。
To open both the seat and lid.

便ふたは開き、便座は閉まります。
To open the lid and close the seat.

● 水勢と洗浄位置を調節します。
● Water pressure and wash position 
are adjusted.

ウォシュレット本体操作部 
Main control panel（illust :D2）

（図はD2）

illust :D2
図はD2

Back of the remote controller

リモコン裏面 温度調節 
TEMP ADJUST
リモコンをハンガーからはずして操
作します。

Unhook the remote controller for 
use.

温度切替スイッチを押してから、温
度調節スイッチで調節してください。

Press the temperature selector 
and use the temperature 
adjustor.

◆“ウォシュレット”はTOTOの登録商標です。
◆Washlet is TOTO's registered trademark.
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Comfort functionsComfort functions快適な機能 快適な機能 

Auto functionsオート機能 

便座に座ると自動で少量の水を流し、
便器ボウル面を濡らすことで、汚れが
付着しにくくなります。

Sit down on the seat, and a 
small amount of water starts 
flowing to keep the inside of the 
bowl wet and clean.

便器から離れると、自動で
便器内を洗浄します。

When you leave the 
seat, the toilet is 
flushed automatically.

人をセンサーで検知して、
自動で便ふたを開閉します。

The sensor senses a 
person for the lid to 
open and close itself.

POWER SAVE節電機能 

一度設定すると毎日その時間に便座ヒータが切
れて節電します。
（節電時間は3・6・9時間）

Once preset, the seat heater turn off at 
the preset hour everyday to save power.
(You can choose from power save hours 
3, 6 or 9.)

Example For Power save for 6 hours (1:00-7:00am).

例えば… 午前1時から7時まで（6時間）節電をする場合

節電を開始したい時刻
（午前1時）になったら
スイッチを押す

Press POWER SAVE 
[ON/OFF] at a desired 
power-save start hour 
(1:00am).

節電時間「6」を選ぶ

Select the power-saving 
time“6”.

完  了 finish

タイマー節電開始
Timer power save starting.

トイレをあまり使用しない時間帯を記憶して、
自動で便座の温度を下げて節電します。

Hours in which the toilet is least used 
are memorized.  The seat temperature is 
automatically kept low during these 
hours to save power.

スイッチを押す

Press this switch

完  了 finish

おまかせ節電開始
Memory power save starting.

①

②

すっきりパネル
Panel

便器洗浄つまみ
Bowl clean-up knob

2秒以上
奥側に回す
Turn away and 
longer than 
2 seconds.

水が流れ終わったら、手前に回す
After flushing, turn back.

※リモコンの電池が切れたときなどに
 お使いください。
※Use these buttons if the batteries 
of the remote control are dead.

流す大スイッチ
Flush out switch

温度切替スイッチ
Temperature selector

温度調節スイッチ
Temperature adjustor


