コレだけは知っておきたい！ Essential Points of Use! ᅐፃ" 㢨ᶷ⬀㡴G㚀㙸▄ḔG㐪␘HG

基本の使いかた Standard Use নׁቂߟ ὤ⸬G㇠㟝GⵝⷉG

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.
ՙᇄ૿ධܿՙഀˈׁ࿒ਾ༆ܸᄪखॄˈঐჳඩݢᏊሕȃ 庲微珮͑憊矂汊͑園峲͑懾熺儆͑柦笾庂͑愡求彺͑洊沖汒決͑殾廃城埪͟

洗う

Washing
Ⴛ
㉬㥉

ソフトな水流でおしりを洗います。
For washing rear using mild
water pressure.
ቂ๖ञܿ༽Ⴛမؠȃ!G
⺴☐⤠㟨G㍌㚉㡰⦐G䚡ⱬ㡸G㉬㥉䚝⏼␘UG
おしりを洗います。
Cleanses your rear.
Ⴛမؠȃ!㉬㥉㡸G䚝⏼␘U

かわかす Drying
ष࡞ ᶨ㦤

ビデ洗浄します。
Cleanses your front (for ladies).
Ⴛഉᄹເȃ!G⽸⒤G㉬㥉㡸G䚝⏼␘U
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.
ମ߭ເ૰๖ञ෩ᅻཨݓႻମ߭ܿܐၐȃ
㝴㢨☐G⽸⒤⏈G≇㡴Gⷈ㠸⪰G⺴☐⤱ḔG㐔㋁䚌᷀G㉬㥉䚝⏼␘UG
温風を当て、さらりとさせます。
Dries wet parts using warm air.
ၫࠞष࡞ˈเࡥܸ༗༻ȃ
㝜䗁㡸G⺸㻐䚌㜠G⡯䚌᷀G⬄⫱⏼␘UG

止める Stopping
ፒ!㥉㫴

■水勢調節 ■PRESSURE
■洗浄位置調節 ■POSITION
「ソフト」
「ビデ」
「ワイド」使用
●「おしり」
■Ⴛၤ■!ݲ显洛͑氊獞͑浶洎
中にボタンを押すと使える機能です。 ■水■!ݲ朞橛 浶洎
水勢を５段階に調節できます。
洗浄位置を「▲」
「▼」で前後
●The function that can be used
（「−」弱く、
「＋」強く）
５段階に調節できます
when you press the “REAR”,
You can adjust the water pressure to one You can adjust the washing position to 5 different points
“SOFT”, “BIDET” or “WIDE”
of five levels. ("-": Softer, "+": Stronger)
between the front and the rear, using the "▲" and "▼" buttons.
button during use.
૰ݲ6ܰ༽ȃ˄˷ˉ˹Ȃ˷ˇ˹ූ˅ ՙ˷▲˹˷▼˹ՙഀˈખ૰ჹॄ6ܰݲႻၤȃ
ɑጝቂȘမؠșȂȘ๖ञșȂȘເșȂ
Șମ߭ເș፩ՙՙഀ૰ቂ࢙ܿȃ
㍌㚉㡸G\␜᷸⦐G㦤㤼䚔G㍌G㢼㏩⏼␘UG ㉬㥉G㠸㾌⪰G▲G▼G⦐G㤸䟸G
̻䚡ⱬ㉬㥉ଵS⺴☐⤠㟨ଵS⽸⒤G㉬㥉ଵSG OTG㚱䚌᷀SGRGᵉ䚌᷀P
\␜᷸⦐G㦤㤼䚔G㍌G㢼㏩⏼␘U
㝴㢨☐G⽸⒤G㉬㥉ଵ㇠㟝G㩅㜄Gⶸ䏰㡸G
※洗浄ボタンを押すたびに標準位置
（3段階目）
に戻ります。
⌸⪨⮨G㇠㟝䚔G㍌G㢼⏈Gὤ⏙㢹⏼␘UG
※When you press the button to flush, the position returns to the standard position(3rd position).
※ՙႻՙਉખইܸᎳၤ˄ݕ4ާ*ȃ
■ムーブ洗浄 ■OSCILLATE!
※㉬㥉G㏘㠸㾌⪰G⌸⪰G⚀⫼␘G䖐㨴㠸㾌OZⶼ㬬G␜᷸P⦐G─㙸㝩⏼␘UGG
■տވႻ!■怺挒͑显洛

Flushing
༽ڤ
㉬㥉

大洗浄します。
Flush
ᄵڤܐႻȃ
G㉬㥉㡸G䚝⏼␘UG

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.

小洗浄します。 ቂຬ༽ڤႻᏰצධȃ
ቂၩໍፖ݃ขቂȃ
Light flush
ᄵᄆڤႻȃ 㤵㡴G㉬㥉㍌⦐Gⷴὤ⪰G㉬㥉䚝⏼␘UGG
䞈㣙㫴⪰G㇠㟝䚌㫴G㙾㡸G⚀G☥㜄G㇠㟝䚌㐡㐐㝘UG
㋀G㉬㥉㡸G䚝⏼␘U

開閉する

便座が開閉します。
Opens and closes the toilet seat.
צᏰטȃ!!
ⷴ㧀ᴴGᵐ䔄䚝⏼␘UGG

Opening
and closing
 טᵐ䔄

洗浄を止めます。
Stops the operation.
ፒႻȃ
㉬㥉㡸G㥉㫴䚝⏼␘U

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.
ൂᏣঐ၄ॄߴᇧצˈވମܐ෩ૂ
እݓᄵႻȃ
⊬㫄㢨G㚒◘⦐G㟴㫵㢨⮨㉐G
㤸㷨㤵㡰⦐GḜḔ⨜G㉬㥉䚨G㩁⏼␘U

流す

■マッサージ洗浄 ■PULSATE! ※押すたびに「入／切」が切り
■ՙಣႻ!■廎斲滆͑显洛
替わります。
水勢に強弱をつけて洗います。
Washes with the water pressure
pulsating between soft and strong.
ቂූ༽Ⴛȃ
㍌㚉㡸Gᵉ㚱㡰⦐Gⵌ⸩䚌㜠G
⫼㇠㫴䚌☣G㉬㥉䚝⏼␘U

※The feature toggles between
“ON/OFF” each time the
switch is pressed.
əՙᇜ۫ખᎡקȘˋ࣋șȃ
ə⌸⪰G⚀⫼␘GvuVvmmଵᴴG
㤸䞌╝⏼␘U
電池切れ予告ランプ

Low battery warning mark
ڗݢቂ੪ኁࡻፗ
㤸㠄GⅾὴG㜼ḔG⫼䆠

においきれい AIR DEODORIZER
නၟੋȁ⇸ㇼ㥐ᶤ
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.
૰ᇵڼบؿྈุเࡥܸၮܿڳၟȃ
䞈㣙㐘G㢹㐘㐐㜄G⇸ㇼ⪰G㥐ᶤ䚝⏼␘UG
■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。 ■流すボタンでも、便器洗浄できます。
■You can flush the toilet bowl using the manual lever (for toilet bowl flushing in ■The toilet bowl can also be flushed clean
power failure) during power failure.
by the FLUSHING button.
■ݢˈ૰ቂ༇˄ࡠވݢܿצධႻቂ˅ڤႻצධȃ
■ՙڤܐႻՙഀˈᇓ૰ڤႻᏰצධȃ
■뇊놹겑꾅鱉ꯍ鶎ꆽ 뇊놹겑ꙵ韥ꫭ뇊끞 ꈑꙵ韥넍ꓱ냹섍ꇙꚩ驱ꯍ넽걪鱽鲙
■鲵ꙵ끞ꫭ뇊뱱냱ꈑ鵹ꙵ韥ꌱꫭ뇊뼕
ꯍ넽걪鱽鲙

＜NXの場合＞ <With NX> ˘OYܿଝ˚!ͭͿΉ汞͑凃殶ͯ
手動レバー
Hand lever
༇
朞壟͑崎憊

＜AH・RHの場合＞ <With AH/RH>
˘BI・SIܿଝ˚!ͭͲ・汞͑凃殶ͯ

流すボタン
FLUSH button
༽ڤՙਉ
堆懆殯͑显洛͑憊矂
手動レバー
Hand lever
༇
朞壟͑崎憊

機種によって機能の有無や、製品の形状が異なる場合があります。Product functions and shape may differ depending on the model. ࢙ܿႇডٛ൰ܿᄳᎫࢎદ፯ܿߑُልȃ!ὤ㦹㜄G♤⢰Gὤ⏙㢌G㡔ⱨ㝴G㥐䖼㢌G⯜㛅㢨G␘⪬Gᷱ㟤ᴴG㢼㏩⏼␘UG

流すボタン
FLUSH button
༽ڤՙਉ
堆懆殯͑显洛͑憊矂
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もっと快適！もっと節約！ More comfortable! More Energy-Savings! ༗࠵"!໒" ⸨␘G䃀㤵HG㤼㚱H

使いこなし術 How to Use ቂ 䟜Ḱ㤵㢬G㇠㟝ⷉG
リモコンで設定できる内容の一覧です。
List of menus that can be set by remote control.
ࣰᇄ૿ධ૰ົܿށ๒ჵ಼ȃ
⫠⯜䀜㡰⦐G㉘㥉䚔G㍌G㢼⏈G⇨㟝㢌G㢰⣀㢹⏼␘U
リモコン裏面

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.
ሓ፯ˈົށჵ಼ञףख૰ঐُልȃ
ὤ㦹㜄G♤⢰G㉘㥉G䚡⯝ḰGⶼ䝬ᴴG␘⪰G㍌G㢼㏩⏼␘U

Remoto control back side ᇄ૿ධֶಅ 庲微瑞͑妽彺
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1. お手入れ

お手入れ

温度調節するとき
Used for temperature adjustment.
ቂݲၫޡ
㝜⓸⪰G㦤㤼䚔G⚀G㇠㟝䚐␘

2. ノズルそうじ開始 / 停止
3. きれい仕上げ

設定のしかた How to set!!ົߟߴܿށ뇊ꗞꙊ

1

押す
Press

1. お手入れ
2. 節電
▲
▼

ՙ
ꌱ鮹ꌺ鱽鲙

2
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表示画面を見ながら設定する
Set the item from the display screen.
עმड़ಅעᄵົށ
븑겑쀉ꐩ냹ꚩꐩ뇊뼑鲙

メニュー

/
1/6
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1. おまかせ節電
1. スーパーおまかせ節電

buttons (Up/Down), the frame of the item moves.

buttons (Right/Left), you can select “Enter”.

ՙ!!! ˄Ꮺቑ˅ՙഀˈખ૰ᅤዎົށჵ಼

ՙ!!!!!ՙഀˈખঐ־િށ

ꌱ鮹ꌩꐩ陥뇊

※リモコンのボタンを約60秒以上押さなかった場合、表示が消えます。
※The display goes out when no button on the remote control is pressed for
about 60 sec or more.
※ᇄ૿ධՙഀၝቂৱܸ܌71ಊ፬ᇵຢˈმঐᄂ໘ȃ
※庲微珮͑憊矂汊͑ͧ͡爎͑決旇͑圊幺滆͑橐求彺͑祢柢儆͑参滗城埪͟
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1. 節電時間

მ๒ሓ፯
ߑُልȃ
ὤ㦹㜄G♤⢰G䖐㐐ᴴG
␘⪹⏼␘U

オート便器洗浄 1/2
1. オート設定
2. 水が流れるまで

1/4

1. オート設定
2. ふたが閉まるまで

2. オートふた開閉

3. ふたが開くまで

2. 節電

3. せいけつ

4. 開きかた

3. オート機能

4. ライト

6. その他設定

においきれい
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1. においきれい

せいけつ
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1. ノズルきれい
2. 便器きれい
3. プレ脱臭

で選ぶ⇒ [ ● 決定 ] 押す

室暖
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4. 脱臭
5. オートパワー脱臭

2. タイマー室暖
3. 冷込防止

ライト
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1. やわらかライト
その他設定

button, the item is entered.

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

オートふた開閉 1/4
オート機能

뉁끥 ꌱ끵덶넩ꐩ뇊냹몒뼕ꯍ넽鲙
を押すと、決定 When you press the

2nd Stage  ާੂߗݕ㥐Y᷸㽩

2. タイマー節電

1. 室暖

（左右）
を押すと、設定を選べる

第 2 階層

1. オート便器洗浄

▲
▼

ꩶ뼍 ꌱ끵덶넩ꐩ뼢ꑞ넍렭넩끵덶넭鲙

button.

鲝陹놹냱ꈑ鶁껹閵隕겫냹鼁鱉ꌱ鮹ꌭ鲙

1. お手入れ

5. 室暖

ՙ!! ˄ຢ˅ՙഀˈખঐᇧވჵ಼ଙ

When you move the

表示画面での項目数
Number of menus on the display screen
მड़ಅຢܿჵ಼༮
䖐㐐G䞈⮨㜄㉐㢌G䚡⯝G㍌

4. においきれい

（上下）
を押すと、項目の枠が動く
When you move the

節電

で選ぶ⇒ [ 決定 ] 押す

表示画面が切り替わる
The display screen changes.
Ꭱ४მड़ಅ
븑겑쀉ꐩ넩놹쀍鷑鲙

If you want to return to the previous item, press the
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1. 便器そうじ開始 / 停止

で選ぶ⇒ [ ● 決定 ] 押す

メニュー

を押す

ჲ߬ইຢᇜ۫ჵ಼ˈՙ!!!!!!!!!!!!!!!!ՙഀু૰

温度 Temperature ၫ!ޡ㝜⓸

2. 節電
▲
▼

ひとつ前に戻りたいときは、

第 1 階層 1st Stage ݕᇜੂާ 㥐X᷸㽩

メニュー/戻る Menu / Return
߬ˋܠجই!!⮈⎨GVG─㙸ᴴὤ
メニュー

お好みの設定ができます You can set as desired ૰ՙႹऔົ ށ㠄䚌⏈G㉘㥉㡸G䚔G㍌G㢼㏩⏼␘
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1. 水面下げる

2. 便器内 LED
3. きれいサイン

2. 凍結防止
3. 電子音
4. 水勢洗浄位置記憶
5. 便器洗浄水量 6Lモード
6. 便器洗浄水量 8Lモード

タイマー室暖
1. 室暖時間

1/1

