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トイレの
お掃除が

苦にならない

最新のトイレは、お手入れが簡単になる工夫や、
汚れが付きにくい工夫がたくさん。

リフォームのご相談は当店へ

出典：LIXIL エコカラットプラス

いつの間にか、壁や床に染み付く気になる臭いを軽
減。消臭効果だけでなく、快適な湿度を保ち、汚れ
が付きにくい。【LIXILのエコカラットプラス】

出典：LIXIL サティス

汚れが付きにくく、ニオイの原因となるアンモニア
成分が染み込みにくいホーローパネルで、壁面
や床をガード。

出典：タカラスタンダード ホーロークリーントイレパネル

掲載の内容は2016年4月現在のものです。※設備・仕様は予告なく変更になる場合があります。※印刷物のため実際の色柄と異なる場合があります。

どうしてもお掃除するのが憂うつな
場所がトイレです。便器だけじゃな
く、床や壁のお掃除までラクになる
リフォームを検討しましょう。

パワーストリーム洗浄 キレイ便座

従来便座 キレイ便座

汚れの入り込みやすいつぎ目が
ありません。さらに便座裏は防汚
素材で、汚れてもサッとひと拭き、
お掃除ラクラク。

ラクふきフォルム

凹凸がなくつ
るっとしている
ので、汚れも
サッとひと拭き
でで落とせる
お掃除ラクラク
形状です。
■サティスGタ
イプに対応し
ます。

お掃除ラクラクの形状

リモコン操作で真上にしっかり上がります。お掃除が
できなかったすき間汚れが奥まで楽に拭き取れて、
気になるにおいの元もカットします。

電動お掃除リフトアップ

すき間汚れをラクラクお掃除

汚れがつきにくい便器で、トイレのきれいが続く

①トイレの汚れが、ツルんっと落ちる。

②リング状の黒ずみ、くすみとサヨナラ。
※定期的にお掃除しない場合、汚れが付着することがあります。

擬似汚物を塗布 洗浄 洗浄後

従来陶器ｱｸｱｾﾗﾐｯｸ 従来陶器ｱｸｱｾﾗﾐｯｸ 従来陶器ｱｸｱｾﾗﾐｯｸ

従来陶器 ｱｸｱｾﾗﾐｯｸ

いつまでも
ツルツル

水アカで
表面ザラザラ

③新品時のツルツルが、100年つづく。
「アクアセラミック」は、トイレ用陶器の画期的な発明です。
簡単お掃除で、新品のツルツルが100年つづきます。
※同一部位の摩擦回数２往復で年間365日お掃除した場合。
お掃除ブラシで約7万回(100年相当)の往復を想定しています。

鉢内除菌

シャープのプラズマクラスターイオンがトイレをまるごと除菌・
しっかり消臭

プラズマクラスターイオンが水のかからない便座裏や便器内のすみずみまで行き
渡り、浮遊カビ菌や付着菌を除菌します。また、においの元となる「におい原因
菌」を除菌することでにおいの発生を抑えます。

1.ちょうどいい湿度
ジメジメのもととなる余分な湿
気を、ゴクリと吸収。
カラカラの時には、うるおい
貯金から湿度を補充します。

2.ニオイすっきり
窓を開けてもいなくならない
生活臭を、大幅に脱臭。
原因成分を吸着して、ニオイ
問題の解決をサポートします。

3.有害物質フリー
空気中に漂う、ほうっておけ
ない有害物質を吸着・低減。
目には見えない不安から、家
族みんなを守ります。

4.シンプルお手入れ
湿度もニオイも有害物質も
吸着しますが、水と汚れはNO。
汚れやすい水まわりのお手入
れも、簡単になります。
★エコカラットプラスのみの機能です。

壁面を
ガード

床を
ガード

トイレのニオイやしつこい汚れ、原因は・・・
ご存知ですか？
男性の小用時の尿ハネは一日あたり

約3,000滴
使用時の飛び散りなど気づかないうちにつく汚れが、壁や床に染み
込んでニオイやしつこい汚れの原因となります。

便フタ裏 便座裏

トイレ
鉢内

ノズル
まわり

におい原因菌を

99％以上
除去！

プラズマクラスター
あり

プラズマクラスター
なし

プラズマクラスターロゴ及び
プラズマクラスター、
Plasmaclusterは、

シャープ株式会社の商標です。
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空間まで変えないとなかなか変わった感じが
得られないのがトイレのリフォームです

トイレの
収納って
大事だった

出典：LIXIL サティス キャパシア

収納の工夫で狭い
空間を有効活用

タンクレストイレに収納ユニットや手洗器を組み合わ
せることによって、よりスタイリッシュな空間にデザイン
することができます

手洗器をコーナーに設置可能。
お子さんでも手の届く高さで洗い
やすい。

出典：LIXIL リフォレ

掃除用具やトイレット
ペーパーが床に置かれて、
ごちゃごちゃした雰囲気。
タンクが大きくて圧迫感。

狭くて暗い
空間から
さよなら

トイレのリフォームをした人の4人に
１人が「以前と変わり映えしなかっ
た」と答えています。
（2014年LIXIL調べ）

すっきりデザインのタンクレストイレ
ですが、「手洗器がない、掃除道
具の収納場所がない」などの悩み
が残ります。

紙巻器付サイドベースキャビ
ネット
サニタリーボックスを内蔵した
紙巻器付サイドベースキャビ
ネット。座ったままでもゴミを
捨てやすく、扉を閉じれば、サ
ニタリーボックスが隠れる構造
です。

サイドベースキャビネット
見た目すっきりのフラット設計
の扉。スライド式なので扉を開
けても邪魔にならず、空間をム
ダなく活用できます。

使いやすさを考えた収納キャビネット

思い通りの使いやすい収納を実現

サイドフロートキャビネット
扉が下方向へスライドして開く
ので、座ったままでも取り出し
やすい、女性にうれしい収納で
す。

便器を取り替えただけなのにスッキリしたトイレに変身。
お掃除用具や、予備のトイレットペーパーがしっかり収納
できたわ。手洗器も付いて前より洗いやすいみたい。

キャビネット付のトイレなら、
タンクや給水管がキャビネット
に隠れて、タンクレストイレの
ようなスッキリした空間に。
出しっぱなしだった掃除用具

なども収納でき、手洗器もつけ
られます。

※キャビネット断面イメージ



びっくり！
エコなトイレ

●使用しないときのムダな電力を低減！
冷たい便座はイヤなもの。最新の温水便座は便座や
便フタに断熱材を内蔵し便座の放熱を抑えるので、
保温電力を大幅に抑えることができます。

●ドア
トイレ内で万が一倒れた場合、内開き
ではドアがふさがれて開けることができ
なくなる可能性があります

はね上げ式の手すりなら
１．便器の立ち座り、座位安定に便利
２．使わない時は跳ね上げておける
３. 手を放しても急に倒れてこない設計

棚付手すりは、カウン
ターに手のひらや肘を
のせて掴まることがで
きます。

●家庭の水道使用量の２番目はトイレ！
節水便器なら、従来便器の洗浄水量13Lからおよそ
1/3の洗浄水量に減らすことができます。

出典：タカラスタンダード ティモニ

将来のために
安心・安全な
トイレを

ほかにも、使わないときは、自動的に便座温度を下げ
る「スーパー節電」やお湯を使うときだけ温める「省
エネ温水シャワー」などエコな機能が満載

出典：LIXIL サティス

お風呂の次に水道使用量の多い
トイレ。節水型に変えるだけで大
幅な節約になります。

今使っているトイレの洗浄水量が13Lだから4.8L
のトイレに変えたら約68％も節水になるんだね。
温水便座もとってもエコだし、トイレを変えるだ
けで水道代も電気代もラクラク節約。

電気代を
低減！

年間お風呂
約210杯分も
節水なんてスゴイ

●手すり
トイレ内での立ち上がりやすさを考えて、手すりをつけ
て安心・安全対策をしましょう

「まだ早い」と忘れがちなのが、トイ
レの安全対策。安全に早過ぎるこ
となんてありません。

背もたれ付は、
便器に安定して
座ることができま
す。

出典：TOTO 引き込み戸

家の構造によって難しい場合も
ありますが、ドアはできれば引
き戸か折り戸・引き込み戸が安
全です。

従来の便器よりも洗浄水の使用量をぐんと減らせる、
ランニングコストとエコを考えた設計です。
１年の水道料金も最大で約13,600円を節約できます。

試算条件/家族4人(男性2人、女性2人)大1回/日・人(省エネ・
防犯住宅アプローチブックより）水道料金：265円(税込)/㎡
((一社)日本パルプ工業会より)※浴槽容量：240L/杯で計算。
※水道料金は消費税8%時の料金となります。

水道代を
節約！

省エネ便座

便座・便フタは断熱材を内蔵。
便座の放熱を抑えて節電しま
す。

サティスＧタイプ サティスＳタイプ

リフォレ
(H5,H4,H3のみ)

パッソ

※電気料金：住宅向け27円/ｋWh(税込) 新電力料金目安単価(2015年7月調べによる日本国内の代表情報に基
づき算出。地域、時期、契約条件等により違います。)

※消費電力量測定基準：省エネ法に基づいて、湯沸かし方式などの種類別の算定式により、4人家族(男性2人、
女性2人)で1日あたり16回使用した場合を基準に便座部は季節別、温水部は年平均で年間消費電力を算出。タ
イマー節電機能は、一般家庭でのタイマー平均使用時間（7.7時間)で算出しております。

はね上げ式手すり

前方ボード付棚手すり

後付棚手すり

背もたれ付 便器に安定して座るために
ずり落ちたり倒れた
りしないよう肘掛
け・背もたれがある
と安心です。

250mm程度

150～
300mm550mm

以上

便器の立ち座りに

出典：LIXIL

縦手すりはバラ
ンスを崩さない
ように、上下の
動きをしっかり
サポートします。
※身体の状態に
よっては、横手
すりを支えにす
る方もいらっ
しゃいます。


