
機能一覧

カラーバリエーション

ベーシア シャワートイレ（フチレス） 便 器 も 便 座 も お 掃 除 ラ ク ラ ク の

一 体 型 シ ャ ワ ー ト イ レ 。

■■■ キレイ機能 ■■■

ﾊｲﾊﾟｰｷﾗﾐｯｸ(ISO抗菌準拠)

パワーストリーム洗浄

鉢内スプレー

スッキリノズルシャッター

ノズルそうじ

ノズルオートクリーニング

ノズル先端着脱

女性専用レディスノズル

キレイ便座

便フタワンタッチ着脱

抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)

■■■ エコ機能 ■■■

超節水ECO5（大5L、小3.8L）

スーパー節電

ワンタッチ節電(8h)

電源スイッチ

■■■ 洗浄機能 ■■■

おしり洗浄（泡ジェット洗浄）

ビデ洗浄（泡沫ソフト）

おしりワイド洗浄

おしりマッサージ洗浄

ワイドビデ洗浄

ノズル位置調節

■■■ 快適機能 ■■■

ﾌﾙｵｰﾄ便器洗浄(男子小洗浄なし)

Wパワー脱臭

暖房便座

スローダウン便座

便座ヒーターオートOFF

着座センサー

リモコン

点字対応

標準色

BW1
ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

BN8
ｵﾌﾎﾜｲﾄ

LR8
ﾋﾟﾝｸ

注文色(納期約２週間)

BB7
ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ

壁リモコン

リモコンデザイン

TSF-110WU/WA(色仮決) KF-91

※窓は参考例です。

0.5坪プラン（780×1,690mm） CG合成によるイメージ画像(壁：エコカラット)です。
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機能一覧

カラーバリエーション

ベーシア シャワートイレ（フチレス） 便 器 も 便 座 も お 掃 除 ラ ク ラ ク の

一 体 型 シ ャ ワ ー ト イ レ 。

■■■ キレイ機能 ■■■

ﾊｲﾊﾟｰｷﾗﾐｯｸ(ISO抗菌準拠)

パワーストリーム洗浄

鉢内スプレー

スッキリノズルシャッター

ノズルそうじ

ノズルオートクリーニング

ノズル先端着脱

女性専用レディスノズル

キレイ便座

便フタワンタッチ着脱

抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)

■■■ エコ機能 ■■■

超節水ECO5（大5L、小3.8L）

スーパー節電

ワンタッチ節電(8h)

電源スイッチ

■■■ 洗浄機能 ■■■

おしり洗浄（泡ジェット洗浄）

ビデ洗浄（泡沫ソフト）

おしりワイド洗浄

おしりマッサージ洗浄

ワイドビデ洗浄

ノズル位置調節

■■■ 快適機能 ■■■

ﾌﾙｵｰﾄ便器洗浄(男子小洗浄なし)

Wパワー脱臭

暖房便座

スローダウン便座

便座ヒーターオートOFF

着座センサー

リモコン

点字対応

標準色

BW1
ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

BN8
ｵﾌﾎﾜｲﾄ

LR8
ﾋﾟﾝｸ

注文色(納期約２週間)

BB7
ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ

壁リモコン

リモコンデザイン

CF-AA64/WA(色仮決) KF-91

※窓は参考例です。

0.5坪プラン（780×1,690mm） CG合成によるイメージ画像(壁：エコカラット)です。
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手洗キャビネット コフレルスリム（埋込/壁付）

コンパクト手洗キャビネット インテリアリモコン

0.4坪のトイレからすっきり納まるシンプルデザイン。

狭いトイレにも使いやすいベーシックな手洗キャビネット。

紙巻器と組み合わせて一体
化できるリモコンです。

カラーバリエーション

WAA
ﾎﾜｲﾄ

L-D203SCHE/WAA

KF-D3083AS

■オプション

カラーバリエーション

スリム（埋込/壁付）用

YL-DA82VKH12B

スリム（埋込）

YL-DA82SKH12B

スリム（壁付）

スリムミラー（防錆）

YL-DA82VKH12B

スリム（埋込）

WAW

WA/ﾎﾜｲﾄ WA/ﾎﾜｲﾄ LP/ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ LP/ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ LD/ｸﾘｴﾀﾞｰｸ LD/ｸﾘｴﾀﾞｰｸ LL/ｸﾘｴﾗｽｸ LL/ｸﾘｴﾗｽｸ LM/ｸﾘｴﾓｶ LM/ｸﾘｴﾓｶ

扉

手
洗
器

WAN LPW LPN LDW LDN LLW LLN LMW LMN

KF-D3083AS

スリムミラー

TSF-226

鏡付埋込収納棚

TSF-207

埋込収納棚

YL-DA82SKH12B

スリム（壁付）

BW1/ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ BN8/ｵﾌﾎﾜｲﾄ BW1/ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ BN8/ｵﾌﾎﾜｲﾄ BW1/ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ BN8/ｵﾌﾎﾜｲﾄ BW1/ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ BN8/ｵﾌﾎﾜｲﾄ BW1/ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ BN8/ｵﾌﾎﾜｲﾄ

排水口まわりの金具(フランジ)をなくして

つぎ目のないボウルを実現。汚れがたまり

にくく、お手入れも簡単です。

フランジレス排水口＋バックガードで
お掃除ラクラク。 

フランジあり フランジレス※写真はコフレル ワイドです。

操作しやすいレバ

ーハンドルタイプで

す。

付着汚れがつるんと落ち、水アカも固

着しないので、簡単お掃除で新品のよ

うなツルツルが１００年続きます。

ハンドル水栓

納期は受注後約１週間

トイレ手洗一覧・インテリアリモコン

PRPSC0-160404-050h

標準仕様



シンプルモダンなTFシリーズ 棚付２連紙巻器ならストックがひとつ置けるだけでなく、さまざまな使

い勝手に対応できます。芯無しペーパーにも対応できます。

スタンダードなデザインの

TJシリーズ。

紙巻器

タオル掛・タオルリング

手すり

TFシリーズ 2連紙巻器
FKF-60F/C

棚付2連紙巻器 CF-AA64

TJシリーズ 紙巻器
FKF-AD32C

※右仕様と左仕様がお選びいただけます。

注１週 納期は受注後約１週間

注２週 納期は受注後約２週間

WA BW1 BN8 LR8 BB7

注２週

インテリア性が高く使いやす

さも抜群。ユニバーサルな空

間づくりに最適です。

木手すり

NKF-1SU

WA LP LD LL LM

注１週注１週

すっきりとシンプルな

フォルム。

手すりKMタイプ紙巻器付

KF-M10W(L/R)

WA LP LD LL LM

注１週注１週

どんな空間にもなじみやすい、すっきりデザインの手すりです。

片手で簡単にペーパーの交換ができ、片手で紙の切れる

紙巻器付です。

棚手すりは手のひらやひじでから

だのバランスを支えることができ

るので、お年寄りにとてもやさし

いカタチです。

棚手すり（L型タイプ・左右共通）

NKF-3WU2

WA LP LD LL LM

注１週注１週

どんな空間にも溶け込む、すっきりシンプルなデザインで統一され

た樹脂アクセサリー。

タオル掛[400㎜]（塗装）
KF-AA71P

タオルリング（塗装）
KF-AA70P

スタンダードなデザインのTJシリーズ。

TJシリーズ タオル掛[400㎜]
FKF-AD71C

TJシリーズ タオルリング
FKF-AD70C

棚付2連紙巻器
CF-AA64KU

アクセサリー  一覧

※ペーパー入替の為、左右
  それぞれ 125mm の空間が
  必要です。

WA LP LD LL LM

注1週注1週

PRPSC0-160502-001b



機能一覧

●仕様一覧

キレイ機能 しっかりエコ手洗しやすいフォルム

フルオート便器洗浄

Ｗパワー脱臭 壁付収納棚・紙巻器

鉢内スプレー

壁付収納棚（紙巻器付）
TSF-110WU/WA

薄型壁付式だから設置
場所も自由自在。掃除道
具･サニタリーボックス
などをしっかり収納。

片手で紙の
切れるワン
ハンドカッ
ト機能付で
す。

壁リモコン

※イメージ

リビング階 リビング階以外

棚付2連紙巻器
CF-AA64

カラーバリエーション

標準色

BW1
ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

BN8
ｵﾌﾎﾜｲﾄ

LR8
ﾋﾟﾝｸ

注文色 (納期約２週間 )

BB7
ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ

タオルリング

スタンダードシリーズ タオルリング

KF-91

※1989～2001年発売品

（おフロ１杯を180 Lで計算）

【試算条件】4人家族(男性2人･女性2人)で、
大1回/人･日、小3回/人･日使用した場合。

大洗浄5Ｌ、小洗浄3.8Ｌの「超

節水ＥＣＯ５トイレ」。従来品※

(大13Ｌ)と比べ、約６９％の節

水を実現。

標準仕様

※ＣＧ合成によるイメージ画像です。

ベーシアシャワートイレ（フチレス）    TYPE：BC-BA20S／DT-BA283（手洗有）

PRPSC0-160416-005i

ジルコン

キズ、汚れに強く、

銀イオンパワーで細菌の繁殖も抑えます。

擬似汚物を
塗布

洗浄 洗浄後

キズ汚れに強い 汚物汚れに強い

高硬度のジル

コンを釉薬の

表面まで含ん

でいるので、

キズがつきに

くく、汚れの

付着を軽減し

ます。 素地質

下釉

上釉

パワーストリーム洗浄

強力な水流が便器鉢内のすみずみま

で回り、少ない水でもしっかり汚れ

を洗い流します。

フチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、

お掃除ラクラクです。

フチレス形状

ハイパーキラミック

手の洗いやすさを考えた、広

くて深い手洗鉢です。

便器の表面を濡らし、汚物汚

れを付きにくくするのでお掃

除もラクラク。

便座から立ち上がると自動的

に便器を洗浄。

使用状況を判断して、パワー

脱臭とフルパワー脱臭を自動

的に切り替えます。

■■■　 キレイ機能　 ■■■

パワーストリーム洗浄

女性専用レディスノズル

スッキリノズルシャッター

ノズルそうじ

ノズルオートクリーニング

ノズル先端着脱

キレイ便座

便フタワンタッチ着脱

ﾊｲﾊﾟー ｷﾗﾐｯｸ(ISO 抗菌準拠 )

抗菌樹脂(ISO 抗菌準拠 )

鉢内スプレー

■■■　 エコ機能　 ■■■

超節水 ECO5（大 5L、小 3.8L）

スーパー節電

ワンタッチ節電(8h)

電源スイッチ

■■■　 洗浄機能　 ■■■

おしり洗浄（泡ジェット洗浄）

ビデ洗浄（泡沫ソフト）

おしりワイド洗浄

おしりマッサージ洗浄

ワイドビデ洗浄

ノズル位置調節

■■■　 快適機能　 ■■■

ﾌﾙｵｰﾄ便器洗浄(男子小洗浄なし)

Wパワー脱臭

暖房便座

スローダウン便座

便座ヒーターオートOFF

着座センサー

リモコン

点字対応

リビング階以外リビング階
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