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洗浄を止めます。
Stops the operation.

 

Washing

Stopping

Flushing
流す

Opening
and closing

開閉する

洗う

止める
パワー脱臭
POWER DEODORIZER

●「おしり」「おしりソフト」「ビデ」「ワイドビデ」使用中にボタンを押すと使える
機能です。
●The function that can be used when you press the “REAR”, “SOFT REAR”, 

“BIDET” or  “WIDE BIDET” button during use.
●
●

Dryingかわかす

大洗浄します。 Ｆｕｌｌ flush

小洗浄します。
Ｈａｌｆ flush

少ない水流で便器洗浄します。
・トイレットペーパーを使わないときなどにご使用ください。
A small volume of water is used to flush 
the toilet bowl clean.
・Use this if the toilet paper is not flushed away.

・

・

便ふたが開閉します。
Toilet lid opens and closes.

便座が開閉します。  Opens and closes the toilet seat.

 ・吸い込む力をアップさせて
においをとります。
・Increases air suction power 

for powerful deodorization.
・
・

ノズルきれい

・きれい除菌水でノズルを洗浄
します。

・The wand is cleaned with 
clean sterilized water.

・
・

においきれい
AIR DEODORIZER

＜AH・RHの場合＞ <With AH/RH> ・ ・

 ・トイレ入室時の気になる
においをとります。

 ・It eliminates disagreeable 
odors when you enter the 
bathroom.
・

・

おしりを洗います。  Cleanses your rear.  

ソフトな水流でおしりを洗います。
For washing rear using mild water pressure.

ビデ洗浄します。 Cleanses your front (for ladies).

ワイドビデは広い範囲をやさしくさっと洗います。
Wide bidet washes your rear thoroughly and 
quickly using mild water pressure.

温風を当て、さらりとさせます。
Dries wet parts using warm air.

基本の使いかた  Standard Use    
◆「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です。
◆“Washlet” is a registered trademark of TOTO LTD.

◆
◆

コレだけは知っておきたい！  Essential Points of Use!    

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると、電子音が鳴ります。
Press a button on the remote control; a beep sounds when the top unit receives the signal.

■水勢調節 (5段階)
■WATER PRESSURE ADJUSTMENT (5 steps.)
■ (5 )
■
水勢表示（弱⇔強）
Water pressure display (Weak - Strong)

⇔

洗浄位置表示（前⇔後）
Washing position display (Front - Rear)

⇔

電池切れ予告マーク
Battery low warning mark
池用尽 告 志

■WASH POSITION ADJUSTMENT (5 steps.)

■洗浄位置調節 (5段階)

■ (5 )
■

■ムーブ洗浄
■OSCILLATING
■
■
ノズルが前後に動き、広くまんべんなく洗います。 
The wand moves back and forth to wash your rear thoroughly.

■マッサージ洗浄
■MASSAGE
■
■
水勢に強弱をつけて洗います。
Washes with the water pressure 
pulsating between soft and strong.

WAND CLEAN

■ウォシュレット左側面のボタンでも、便器洗浄できます。
■The toilet bowl can also be flushed clean using 

the buttons on the left side of the Washlet.
■
■

■停電したときは、手動レバー（停電時便器
洗浄用）で便器の水を流すことができます。
■You can flush the toilet bowl using the 

manual lever (for toilet bowl flushing in 
power failure) during power failure.
■

■
手動レバー
Hand lever

流すボタン
FLUSH button



リモコンで設定できる内容の一覧です。

機種によって設定項目と番号が異なる場合があります。
The setting menus and their number differ according to the model.

 オート便器洗浄 1/2
 1. オート設定
 2. 水が流れるまで

 オートふた開閉 1/4
 1. オート設定
 2. ふたが閉まるまで
 3. ふたが開くまで
 4. 開きかた

 せいけつ 1/5
 1. ノズルきれい
 2. 便器きれい
 3. プレ脱臭
 4. 脱臭
 5. オートパワー脱臭

 タイマー節電 
 節電時間
 開始時刻

 タイマー室暖 
 室暖時間
 開始時刻

 時刻設定
現在時刻

においきれい　　1/1
 1. においきれい

 オート機能 1/4
 1. オート便器洗浄
 2. オートふた開閉
 3. せいけつ
 4. ライト

 節電 1/2
 1. おまかせ節電
 1. スーパーおまかせ節電
 2. タイマー節電

List of menus that can be set by remote control.

 ライト 1/3
 1. やわらかライト
 2. 便器内 LED
 3. きれいサイン

 お手入れ 1/3
 1. 便器そうじ開始 /停止
 2. ノズルそうじ開始 /停止
 3. きれい仕上げ

 室暖 1/3
 1. 室暖
 2. タイマー室暖
 3. 冷込防止

もっと快適！もっと節約！  More comfortable! More Energy-Savings!    

 
 
  

メニュー 1/7
1. お手入れ
 2. 節電

▼
▲ で選ぶ⇒ [決定 ]押す

（上下）を押すと、項目の枠が動く
When you move the        buttons (Up/Down), the frame of the item moves.

When you move the          buttons (Right/Left), you can select “Enter”.
（左右）を押すと、設定を選べる

 を押すと、決定 When you press the              button, the item is entered.

設定のしかた  How to set

温度   Temperature  
・温度調節するとき 
 ・Used for temperature adjustment.
・
・

 その他設定 1/5
 1. 水面下げる
 2. 凍結防止
 3. 電子音
 4. 便器洗浄水量　6Lモード
 5. 便器洗浄水量　8Lモード

ひとつ前に戻りたいときは、  を押す

 メニュー 1/7
 1. お手入れ
 2. 節電
 3. オート機能
 4. においきれい
 5. 室暖
 6. 時刻設定
 7. その他設定
 ▼▲ で選ぶ⇒ [ 決定 ] 押す

表示画面を見ながら設定する Set the item from the display screen.

If you want to return to the previous item, press the             button.

2

 メニュー 1/7
1. お手入れ
 2. 節電
 ▼▲ で選ぶ⇒ [決定 ]押す

押す Press . 表示画面が切り替わる
The display screen changes.1

お好みの設定ができます You can set as desired

機種により
表示が異なります。
The display differs 
according to the model.

表示画面での項目数
Number of menus on the display screen

第1階層 1st Stage 第2階層 2nd Stage

使いこなし術  How to Use  
  

メニュー/戻る
Menu / Return




