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（万円）

約1,326万円
［税込］／年
（約18948kL）

約816万円
［税込］／年
（約11660kL）

約1,020万円
［税込］／年
（約14575kL）

約612万円
［税込］／年
（約8745kL）

約408万円
［税込］／年
（約5826kL）

水
道
料
金

節約金額
約918万円［税込］／年

節水量
約13122kL／年

節約金額
約612万円［税込］／年

節水量
約8749kL／年

節約金額
約408万円［税込］／年

節水量
約5834kL／年

節約金額
約204万円［税込］／年

節水量
約2919kL／年

278～513㎜の排水心に
対応します。

「セフィオンテクト」従来陶器
※ 10年使用後相当の便器にて比較。便器内に、当社で合成し
た疑似汚れを塗布。
※防汚効果の詳細 〉〉〉 71ページ
※写真はイメージ（機種によって形状が異なります）

特許 3339640

※ C830、835のようにスリップインタイプの便器の場合には、排水管を
立ち上げ直す必要があります。

試算条件 〉〉〉 1085・1086ページ

723
　㎜

760
　㎜

757
　㎜

－マイナス

37㎜

パブリックコンパクト便器・
タンク式

CS230BM・CS670

対応できる排水心

▶

ロータンク式のパブリックコンパクト便器。
前出が723㎜と非常にコンパクトで、限られたトイレ空間をよりひろびろと
使用できます。掃除口付き仕様をご用意。万一の詰まりも安心です。
さらに、タンクふた固定仕様もご用意。いたずらやふたの落下を防止します。

リモデル前 リモデル後

パブリックコンパクト便器・タンク式

優れた節水効果
1000人規模のオフィスビルを想定した場合、13L／回の従来便器と比較し
て、年間の節水量は約13122kL、CO2排出削減量は約8tです。水道料金に
換算して約918万円の節約効果が得られます。

「フチなし形状」＆「トルネード洗浄」
お掃除のしやすさを究めたTOTO独自のデザイ
ン。奥までぐるーっとフチがないから、サッとひと
ふき、お掃除ラクラクです。
※写真はイメージ（機種によって形状が異なります）

便器奥の吐水口より水流を勢いよく噴出。ト
ルネード水流で便器全体をぐるりと効率よく
洗い流します。
※写真はイメージ（機種によって形状が異なります）

コンパクトで、スッキリひろびろ
ピュアレストQRより37㎜、CS670より34㎜前出がコンパクトです。レギュ
ラー便器よりコンパクトなので、限られた空間をひろびろ使え、手洗器や手
すりも設置しやすくなります。

リモデル対応
排水アジャスターで、設備排水管を移設せずに器具の交換ができます。

TOTO C150E／C306／C830／C835／C21R・N／C720R／
C710／C406／C14／C423／C710R・RS／C850

リクシル
C-44S（U）／C-54S（U）／C-20S／
DⅠ／DⅡ／NC-99／サニタリーナ62、63
C-4／C-44ST／C-13

セフィオンテクト便器
陶器表面の凹凸を100万分
の1㎜のナノレベルでツル
ツルに。汚れが付きにくく、
落ちやすいTOTO独自の技
術です。少ない水量で効率
よく洗浄できます。

1150㎜

427㎜

動作空間を確保

特許 3578169 特許 5553188、4284703
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パブリック用途ではトイレ詰まりは大きな悩み

出典：「2012年 高齢者施設に関す
るアンケート」（TOTO調査）

タンク式便器で掃除口付きタイプをご用意（CS597BCS・BLCS・BMCS・BMLCS系）

掃除口付きタイプなら、詰まりが発生した場合でも、便器を設置したまま詰
まりの原因を確認したり、取り除くことができるようになります。便器の取り
外しなど、復旧までに時間のかかる作業の発生リスクを低減します。

● 便器が詰まっても早期復旧が可能

550㎜※1

掃除口

400㎜※1

掃除口

●一般トイレブースでも設置可能
従来品（CS480CN）では550㎜以上必要だった作業スペースが、掃除口の
位置や形状を見直すことにより400㎜のスペースで作業ができるようにな
りました。これまでは設置が難しかった一般トイレブースにも設置ができる
ため、リモデルでの掃除口付便器の設置やスペースの確保がしにくい高齢
者施設などに最適です。

従来品
（CS480CN）

※1 詰まり除去作業に必要なスペース

パブリックコンパクト便器・タンク式
（CS597BCS・BLCS・BMCS・BMLCS系）

あまり
ない
25%

頻繁にある
5%

まったくない
4%

たまにある
66%

高齢者施設の71%が
トイレ詰まりの経験を
している。 n＝164

（対象施設：特養・老健）

● 従来品より詰まり発生時の作業性が向上
掃除口ふたは、1カ所固定のシンプル構造に変更。従来品より詰まり発生時
の着脱作業が簡単です。（六角レンチによるねじ着脱固定式）

従来品
（CS480CN）

3カ所固定

パブリックコンパクト便器・タンク式
（CS597BCS・BLCS・BMCS・BMLCS系）

1カ所固定

タンクふた固定仕様タイプをご用意
タンク内へのいたずらやふたの落下を防止するために、
タンクふた固定仕様をご用意しています。
※手洗なしのみのご用意です。
※タンクの両側から固定します。

便器の詰まりは、利用者の不便だ
けにとどまらず、施設の運営・管理
においても大きな困りごとです。
高齢者施設や病院ではペーパー以
外の異物詰まりがあり、またその
他の施設・飲食店などでもペー
パー以外のものを流すことを防止
する注意喚起が行われています。

Q.常設トイレの大便器が詰まって流れなくなることはありますか？

●従来品より大きな掃除口で作業性が向上
掃除口の開口を拡大。さらに掃除口の位置を、より手前に、より便器上部に
したことでトラップ内の視認性や作業性が向上。さらに排水経路の途中で詰
まりにくい構造にしたため、詰まり発生時のメンテナンス性も向上しました。

従来品
（CS480CN）

パブリックコンパクト便器・
タンク式

（CS597BCS・BLCS・
BMCS・BMLCS系）

掃除口内径φ51 掃除口内径φ60

掃除口

尿パッド、生理用品などが除去できます。
※市販の掃除道具を使用しています。
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パブリックコンパクト便器・タンク式

排水心固定タイプ・タンクふた固定仕様 排水心可変タイプ（手洗あり） 掃除口付き排水心固定タイプ・タンクふた固定仕様

CS597BS#NW1新
腰掛式タンク密結防露便器 C1200S ¥41,000
SH596BAYR#NW1
防露式密結形ロータンク（内部金具同梱）※1 ¥55,500 
TCF5533AU#NW1新 
ウォシュレットPS2A ¥148,000
 セット希望小売価格 ¥244,500
抗菌 セフィオンテクト フチなし形状 トルネード洗浄
水たまり面（小さい） エロンゲート 床排水 防露便器
防露タンク 便器標準洗浄水量：大4.8L・小3.6L

CS597BMS#NW1新
腰掛式タンク密結防露便器 C1200S ¥51,000
SH597BAR#NW1
防露式密結形ロータンク（内部金具同梱） ¥56,000 
TCF5533AU#NW1新 
ウォシュレットPS2A ¥148,000
TS220FUR
取替用止水栓 ¥15,000
 セット希望小売価格 ¥270,000
抗菌 セフィオンテクト フチなし形状 トルネード洗浄
水たまり面（小さい） エロンゲート 床排水 防露便器
防露タンク 手洗付 便器標準洗浄水量：大4.8L・小3.6L

CS597BCS#NW1新
腰掛式タンク密結形防露便器（掃除口付） C1200S ¥61,000
SH596BAYR#NW1
防露式密結形ロータンク（内部金具同梱）※1 ¥55,500 
TCF4721V80W注3週 
ウォシュレットアプリコットF2・金属製ベースプレート仕様 ¥132,000
HE30JK新 
リモコン便器洗浄ユニット ¥19,800
CAD 3D-C  セット希望小売価格 ¥268,300
抗菌 セフィオンテクト フチなし形状 トルネード洗浄
水たまり面（小さい） エロンゲート 床排水 防露便器
防露タンク 便器標準洗浄水量：大4.8L・小3.6L

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

※ 写真はリモコン便器洗浄ユニット専用のレバーハンドルを取り付
けています。
※1  タンクはふた固定仕様です。

◆

◆

◆

排水心固定タイプ・タンクふた固定なし仕様
CS597BS#NW1新
腰掛式タンク密結防露便器 C1200S ¥41,000
SH596BAR#NW1
防露式密結形ロータンク（内部金具同梱）  ¥50,500
TCF5533AU#NW1新 
ウォシュレットPS2A ¥148,000
 セット希望小売価格 ¥239,500

◆

◆

◆

掃除口付き排水心固定タイプ・タンクふた固定なし仕様
CS597BCS#NW1新
腰掛式タンク密結形防露便器（掃除口付） C1200S ¥61,000
SH596BAR#NW1
防露式密結形ロータンク（内部金具同梱）  ¥50,500
TCF4721V80W注3週 
ウォシュレットアプリコットF2・金属製ベースプレート仕様 ¥132,000
HE30JK新 
リモコン便器洗浄ユニット ¥19,800
 セット希望小売価格 ¥263,300

380

150
200

870

723

445

CS597BS＋SH596BAYR

380

150
278～513

1008

445

723

CS597BMS＋SH597BAR

380

150
200

870

445

723

CS597BCS＋SH596BAYR

※ 写真はオート（リモコン）便器洗浄付タイプ専用のレバーハンドル
を取り付けています。
※1  タンクはふた固定仕様です。

別売品
横型スペア付紙巻器 YH150LS ¥25,400
インテリア・バー YHR800W#MWW ¥25,200
壁掛手洗器 LSH40AAPS#NW1 ¥52,200

※便ふたが開いた状態で手が洗いにくい場合は、閉じてご使用ください。

※1  手すりの固定金具は別売りです。建築構造別取付方法により固
定金具をご用意ください。詳細 〉〉〉 898～903ページ

別売品 棚付二連紙巻器 YH701 ¥12,000
手すり※1 T114CL10#NW1 ¥52,200

壁材 ハイドロセラ・ウォール AA180#HT31注2週 ￥38,000／枚

床材 ハイドロセラ・フロアＰ AB612#HC1N
（腰掛便器用加工品）注1週 ￥34,700／枚

※2  手すりの固定金具は別売りです。建築構造別取付方法により固
定金具をご用意ください。詳細 〉〉〉 898～903ページ

別売品 二連紙巻器 YH63B ¥26,000
手すり※2 T114CL10#MWA ¥52,200
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※注●週は受注生産品です。納期は約●週間（大型連休除く）かかります。
※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。
※◆はTOTOがおすすめする高機能・ハイデザイン商品です。 165・172・173・206

資料集ページ

掃除口付き排水心固定タイプ・タンクふた固定仕様

CS597BCS#NW1新
腰掛式タンク密結形防露便器（掃除口付） C1200S ¥61,000
SH596BAYR#NW1
防露式密結形ロータンク（内部金具同梱）※1 ¥55,500 
TCF4721V81W注3週 
ウォシュレットアプリコットF2・埋込AC100Vリモコンセット ¥147,000
HE30J 
リモコン便器洗浄ユニット（操作系JIS対応品） ¥54,000
TCA89 
取付板組品（パーティション壁用） ¥1,500
 セット希望小売価格 ¥319,000
抗菌 セフィオンテクト フチなし形状 トルネード洗浄
水たまり面（小さい） エロンゲート 床排水 防露便器
防露タンク 便器標準洗浄水量：4.8L

◆

◆

◆

CS597BCS#NW1新
腰掛式タンク密結形防露便器（掃除口付） C1200S ¥61,000
SH596BAR#NW1
防露式密結形ロータンク（内部金具同梱） ¥50,500 
TCF4721V81W注3週 
ウォシュレットアプリコットF2・埋込AC100Vリモコンセット ¥147,000
HE30J 
リモコン便器洗浄ユニット ¥54,000
TCA89 
取付板組品（パーティション壁用） ¥1,500
 セット希望小売価格 ¥314,000

◆

◆

◆

掃除口付き排水心固定タイプ・タンクふた固定なし仕様

陶器カラー
#NW1
ホワイト

#NG2注2週
ホワイトグレー

#SC1
パステルアイボリー

#SR2注2週
パステルピンク

380

150
200

870

445

723

CS597BCS＋SH596BAYR

【ご購入前に】
●タンク貯水時間は水圧0.07MPa（流動時）のとき、約60秒程度かかります。
●大便器の洗浄水量を規制している地域においては、所轄官庁の指示に従ってください。
●タンクに同梱されている給水金具は対応できる範囲が限られます。詳細は設計施工資料集165ページをご参照ください。
●右給水の場合は、200㎜の給水延長用フレキホース（別売品）TN98L2X20（希望小売価格 ¥3,500）をご使用ください。
● 止水栓は必ず商品同梱の止水栓（フィルター付）を取り付けてください。止水栓が取り替えられない場合にはフィルター
ユニット（別売品）HH11108（希望小売価格 ￥1,750）をご発注のうえ既設止水栓へ必ず設置ください。設置できない場
合、フィルターがないため給水管内の異物が除去されず、ゴミかみや異物詰まりによる止水・吐水不良を起こすおそれが
あります。

● 便器洗浄付ウォシュレットを設置する場合は必ず専用のウォシュレットを選定ください。専用のウォシュレット以外の場合、
オート／リモコン便器洗浄機能は使用できません。
● 既設便器の床給水位置が右側の場合は、掃除口を使用した作業がしづらくなるため、便器は掃除口部が左勝手
（CS597BLCS注4週／CS597BMLCS注4週）のものを選んでください。

注意
〈パブリックコンパクト便器・タンク式（掃除口付き排水心固定タイプ・タンクふた固定仕様）〉
● 異物が便器に詰まった際には、排水管内へ押し出さないでください。排水管内で異物が詰まり、建物全体に損害を与える
おそれがあります。
● 便器に詰まった異物が掃除口から取り出せない、あるいは便器水たまり部へ押し出せない場合には、便器を取り外して異
物を除去するようにしてください。

● 便器に異物が詰まり、掃除口のふたを開ける際には、必ず便器水たまり部の水を抜いてください。汚水が掃除口部よりあ
ふれ、床を汚すおそれがあります。
● 掃除口のふたを開けて清掃を行った際には、必ずふたが確実に固定したことを確認したうえで便器洗浄を行うようにして
ください。水漏れにより家財をぬらす財産損害発生のおそれがあります。
●異物の形状や大きさ、詰まり位置によっては、取り出せない場合があります。

品番・希望小売価格一覧
仕様 品番・希望小売価格

排水
方向 排水心 掃除口 止水栓 タンクタイプ

便器 タンク
セット希望
小売価格総合セット

品番新
希望小売
価格 便器新 ソケット 品番 希望小売

価格

床

200㎜

なし

同梱

手洗なし／ふた固定あり
◆CS597BS ¥41,000 CS497BD

HP597

◆SH596BAYR ¥55,500 ¥ 96,500
手洗なし／ふた固定なし ◆SH596BAR ¥50,500 ¥ 91,500
手洗あり ◆SH597BAR ¥56,000 ¥ 97,000

あり
（右）

手洗なし／ふた固定あり
◆CS597BCS ¥61,000 CS497BCD

◆SH596BAYR ¥55,500 ¥116,500
手洗なし／ふた固定なし ◆SH596BAR ¥50,500 ¥111,500
手洗あり ◆SH597BAR ¥56,000 ¥117,000

あり
（左）

手洗なし／ふた固定あり
◆CS597BLCS
注4週 ¥61,000 CS497BLCD

◆SH596BAYR ¥55,500 ¥116,500
手洗なし／ふた固定なし ◆SH596BAR ¥50,500 ¥111,500
手洗あり ◆SH597BAR ¥56,000 ¥117,000

リ
モ
デ
ル
対
応

278
〜
513
㎜

なし
手洗なし／ふた固定あり

◆CS597BMS ¥51,000 CS497BD

HP597M

◆SH596BAYR ¥55,500 ¥106,500
手洗なし／ふた固定なし ◆SH596BAR ¥50,500 ¥101,500
手洗あり ◆SH597BAR ¥56,000 ¥107,000

あり
（右）

手洗なし／ふた固定あり
◆CS597BMCS ¥71,000 CS497BCD

◆SH596BAYR ¥55,500 ¥126,500
手洗なし／ふた固定なし ◆SH596BAR ¥50,500 ¥121,500
手洗あり ◆SH597BAR ¥56,000 ¥127,000

あり
（左）

手洗なし／ふた固定あり
◆CS597BMLCS
注4週 ¥71,000 CS497BLCD

◆SH596BAYR ¥55,500 ¥126,500
手洗なし／ふた固定なし ◆SH596BAR ¥50,500 ¥121,500
手洗あり ◆SH597BAR ¥56,000 ¥127,000

※ 写真はリモコン便器洗浄ユニット専用のレバーハンドルを取り付
けています。　
※1 タンクはふた固定仕様です。

※2  手すり・可動式手すり・背もたれの固定金具は別売りです。建築
構造別取付方法により固定金具をご用意ください。詳細 〉〉〉 
898～903ページ

別売品

手すり※2 T112CL10#NW1 ¥39,600
可動式手すり※2 T112HK7#NW1 ¥127,000
背もたれ※2 EWC385CS#SY ¥41,000
棚付二連紙巻器 YH702 ¥9,500

オプション
積水化学工業株式会社「ツイントルネード用排出管」 〉〉〉 654ページ

給水延長用フレキ
ホース

TN98L2X20
希望小売価格 ¥3,500

長さ：200㎜

フィルターユニット

HH11108
 希望小売価格 ¥1,750

リモコン便器洗浄ユニット
（操作系JIS対応品）

HE30JK新 乾電池タイプ
希望小売価格 ¥19,800

※ 詳細 〉〉〉 159ページ

リモコン便器洗浄ユニット
（操作系JIS対応品）

HE30J AC100V埋込タイプ
希望小売価格 ¥54,000

※ 詳細 〉〉〉 628ページ

既設止水栓  

給水フレキホース 
フィルターユニット 

パッキン 

※ 既設の止水栓をそのまま使用す
る場合は、別売りのフィルターユ
ニットを必ず取り付けてください。
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