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節電機能 POWER SAVE

オート機能 Auto functions

室内暖房機能 Room heater時計 Clock

温度調節 カバーを開けて操作します。
TEMP ADJUST Open the cover for use.

洗う Washing

水を流す Flushing

サウンドリモコン Musical remote controller

スーパーおまかせ節電の場合 
For super memory power saving

NEOREST X3
ネオレストX3
WASHLET

HOW TO USE ●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.

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.

便器に向かって右側のふたを開けて、便器洗浄レバーを操 
作して水を流してください。 

停電のとき In case of power failure大便のとき Stool 小便のとき Urine

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

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

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.

水勢と洗浄 
位置の調整 

水勢強 洗浄位置前 

後置位浄洗弱勢水

快適洗浄 Comfortable washing

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. 

※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.

ウォシュレット本体操作部 
Main control panel

Comfort functions

午前5時から8時まで（3時間） 
室内暖房する場合 例えば・・・ For room heat for 3 hours 

(5:00 - 8:00am).Example

午前1時から7時まで（6時間）節電する場合 例えば・・・ Example For power save for 6 hours (1:00 - 7:00am).

Water  
squirting  
force  
STRONG

Washing position  
FRONT

Washing position  
REAR

Water  
squirting  
force  
WEAK

Adjustment of  
water squirting
force and  
washing
position

Open the cover at the right and turn the Bowl 
clean-up lever to flush the toilet.

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 
open and close itself.

曲のスキップなどの設定や音声ガイドが使えるようになります。
To program a skip of music etc. 
Or enable the use of a voice guide.
音量調節をします。
To adjust the volume.

音楽を再生・停止します。
To playback and stop music.

このスイッチで次のような設定ができます。
These buttons have the functions 
mentioned below.

曲をスキップする 
Forward and revers 
skip of music

曲の頭出しをする 
Intro scan of 
music

曲の早送り・早戻しをする 
Forward and revers 
quick scan of music

音楽停止中に聞きたい曲を設定します。
Locates a desired music while no 
music is played back.
再生中にスイッチを短く押すと、次の曲や
再生中の曲の頭から曲がはじまります。
Performs an intro scan of the next/current music 
when the buttons are simply pressed during playback.

スイッチを押しつづけると曲を早送り・早戻しします。
Performs a forward/reverse quick scan of 
music when the buttons are pressed and held.

音質の切り替えをします。
Changes sound quality.
オートサウンドの入/切をします。
Turn ON/OFF the auto sound.

ランダム再生・リピート再生の設定をします。
To select random and repeat playback.

流水音が25秒間流れて、用便中の音消しになります。
Press to play back flushing sound to muffle toilet sound. (25 seconds)

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

おまかせ節電しながら使用しない時間帯は自動で便座のヒーターを切って節電します。 
During the time when the toilet is not used with memory power saving being 
ON, the toilet seat heater is automatically turned ON for power saving.

節電時間を設定する 
Set the power save time.

開始時刻を設定する  
Set the start time. 開始時刻になると 

タイマー節電開始 
The timer starts  
saving power at the 
preset time.

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

●

● ●

現在時刻の設定ができます。 
● Current time can be set. 
● タイマー節電・室内暖房 
の開始時刻を設定できます。 

● When to start savingpower  
   and heating room can be  
   timer-controlled.

トイレ室内をあたためます。 
To warm up the restroom.

室温が5℃以下になると自動でトイレ室内をあたためます。 
To start warming up the restroom when the room 
temperature drops below 5℃.

一度設定すると毎日その時間にトイレ室内をあたためます。（室内暖房時間は3・6・9時間） 
To start warming up the restroom at the preset hour everyday.(You can choose from room heat hours 3, 6 or 9.)

室内暖房時間を設定する 
Set the room heating time.
室内暖房時間「3H」を選ぶ 
Select "3H" for room 
heater hours.

開始時刻を設定する 
Set the start time. 開始時刻になると 

タイマー室内暖房 
開始 
The timer starts  
heating room at  
the preset time.

開始時刻を「AM5：00」
に設定する 
Set room heat start 
time to "AM 5:00".

開始時刻を「AM1:00」に 
設定する 
Set power save start time 
to "AM 1:00".

節電時間「6H」を選ぶ 
Select "6H" for power 
save hours.

スイッチを押す 
Press this switch. おまかせ節電開始 

Memory power  
save starting.

もう一度スイッチを押す 
Press this switch again. スーパーおまかせ 

節電開始 
Super memory power  
save starting.

一度設定すると毎日その時間に便座の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.)

1 2 完了 finish

1 2 完了 finish

1 2

カバー cover  

完了 finish完了 finish

便器洗浄レバー 
Bowl clean-up 
lever

ふたを押して開ける 
Press and open the cover.

引く Pull10：00 3HAM 3H5：00AM

おまかせ おまかせ
スーパー

2：00AM 6H 6H1：00AM

10:00AM

流す大スイッチ 
Flush out switch

2回押します。
Press this twice.

カバー cover  

カバーを開ける 
Open the cover.

温度設定 
TEMP ADJUST

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

◆“ウォシュレット”はTOTOの登録商標です。
◆ Washlet is TOTO's registered trademark.


