
◆「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.

◆
◆

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

 

 

 

■水勢調節 （5段階） ■WATER PRESSURE ADJUSTMENT (5 steps.)
■  ■  

■WASH POSITION 
    ADJUSTMENT (5 steps.)
■  
■  

■洗浄位置調節 （5段階）

・洗浄ボタン（おしり・やわらか・
ビデ）を押すたびに、標準位置
（3段階目）に戻ります。

・水勢調節ボタンを押すと、設定した
位置で約10秒間点灯

・If you press the water pressure 
adjustment button, the lamp lights for 
about 10 seconds at the preset position.
・

・

・If you press a wash button (Rear, Soft or Bidet), 
the lamp lights for about 10 seconds at the 
preset position.
・

・

・The wand returns to the 
standard position (3rd step) 
each time the wash button 
(“REAR”, “SOFT REAR” or 
“BIDET”) is pressed.
・

・ ( , 
,  )

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.

POWER DEODORIZE
パワー脱臭

Low Battery warning mark
電池切れ予告マーク

設定確認

・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.
・
・

・現在の設定をランプで確認
できます。
・The current settings can 

be checked from the LED.
・

・

Setting confirmation

ムーブ洗浄 OSCILLATING
・使用中にもう一度押すとノズルが前後に動き、
広くまんべんなく洗います。
・If you press the button again during use, the 

wand moves back and forth so that you can 
wash your rear thoroughly. 
・

・

WASH洗う

おしりを洗います。  
Washing the rear.  

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

止める STOP

おしり洗浄などを止めます。
Stops rear washing and 
other operating  functions. 

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

ビデとして使えます。
Serves as a bidet for ladies.

FLUSH
流す

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.

・

・

大洗浄します。 Ｆｕｌｌ flush

小洗浄します。 Ｈａｌｆ flush

●「おしり」「やわらか」「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”  or  “BIDET” button during use.
●
●

・洗浄ボタン（おしり・やわらか・ビデ）を押したときも、
設定した位置で約10秒間点灯

ノズルきれい AUTO WAND CLEANING 
・きれい除菌水でノズルを洗浄します。
・The wand is cleaned with clean sterilized water.
・
・

■便器洗浄
■Flush
■
■
便器やタンクの種類によって、
ボタンの種類は異なります。
The kind of button differs 
according to the type of toilet 
bowl and tank.

基本の使いかた  Standard Use    

2018. 6. 12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. 

大・小・eco 小
Full flush, Half flush,
eco half flush

Full flush, Half flush only
大・小のみ

Full flush only
大のみ 洗浄なし

No washing function.



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

手順     で選んだボタンを
お好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

  

2

1

高温 HIGH

低温 LOW

中温 MEDIUM

切 OFF
消灯   

Press the button selected in step      repeatedly until 
a desired temperature level lights up.

温度調節 Temperature Adjustment

「温水」「便座」「乾燥」（温風乾燥付のみ）の温度を変更できます。
Temperature can be changed to "Warm Water", "Toilet Seat" and "Warm Air" 
(only models equipped with warm air dryer) 

押したボタンの
温度の段階を表示
Displaying the temperature 
level of the pressed button

乾燥温度調節ボタン
Drying air temperature
adjustment button

便座温度調節ボタン
Toilet seat temperature adjusutment button

温水温度調節ボタン
Warm water temperature 
adjustment button

温度を変更したいボタンを押す
Press the button of the temperature you want to change.

※乾燥は「切」の設定がありません。

※
※There is no "OFF" setting for drying.

※

節電機能 Energy-Saving Features 

タイマー節電 ENERGY-SAVING TIMER 

※あまり使用しない時間帯を見つけるまで、約10日かかります。
※It takes approximately 10 days to determine the time slot where the toilet is used 

less frequently.
※
※

一度設定をすると毎日その時間に自動で便座ヒーターが切れて節電します。
（節電時間は6・9時間に設定可能）
Once set, the toilet seat heater turns off everyday at that time to save energy.
(The energy-saving time period can be set to 6 or 9 hours.) 

節電を開始したい時刻（午前1時）になったら  　　を「6」のランプが点灯するまで繰り返し押す

When the time (1:00 am) you want to start energy saving function is reached, press the          button
repeatedly until the "6" LED lights up.

1

1

1

1

温度調節ランプは、約10秒以上ボタンを押さない時間が続くと、設定を記憶した
まま消灯します。
設定の途中で温度調節ランプが消灯したときは、手順   からやり直してください。1

If the button is not pressed for about 10 seconds, the temperature adjustment 
LED will go off, but the setting will be retained.
If the temperature adjustment LED goes out before the setting is completed, 
start all over again at step     .1

1

1

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。 
The Washlet memorizes the time slot when the toilet is used less frequently and 
lowers the toilet seat temperature automatically to save energy.

おまかせ節電 AUTO ENERGY-SAVING FUNCTION 

午前1時から7時まで（6時間）節電をする場合たとえば・・・

···
When using energy-saving function for 6 hours(1:00 - 7:00am).Example

6時間 6 hours

9時間 9 hours

消灯 LED goes out.  
切 OFF

お好みで入/切の設定ができます。 You can turn the feature ON/OFF at your discretion.

おまかせ節電を「入」にするとき

「切」にするとき
消灯 

 
LED goes out.

  

切
OFF

入
ON To turn the auto energy-saving function "ON"

To turn "OFF"

使いこなし術  How to Use    

LED goes out.  

設定完了
Setting completed

Press the

を押す


