
※すべてのセット写真はイメージです。
  実際の仕様とは異なります。

ＬＩＸＩＬ　２０１３年標準仕様

PRPSC0-130202-025ｈ

現場名 確定日

その他・オプション

事項

機能一覧

カラーバリエーション 紙巻器カラーバリエーション リモコン

片手でペーパーの交換ができるワンタッチ式

とワンハンドカット機能を搭載しています。

棚付２連紙巻器(ワンタッチ式)

紙巻器

寸法：136(φ8)×37×156

スタンダードシリーズ

タオルリング

すっきりキレイ

使わないときはノズルを収納。

男子小用時などの汚れの心配も

なく、ノズルはいつも清潔。

着脱式でお手入れも簡単です。

ノズルシャッター

汚れが入りやすいつぎ目がありません。新素材により気になる便座

裏の汚れもサッとひと拭き。お掃除ラクラク、INAXオリジナルの便

座です。

キレイ便座

従来便座 キレイ便座

サッとひと拭きした状態

汚れがつきにくくお掃除ラクラクで「キレイ」

しっかりエコ

エコロジーでエコノミー。

大切な水を

ムダなく賢く節約します。

※1989～2001年発売品

（おフロ１杯を180Lで計算）

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。

２日でオフロ１杯分以上（２８０Ｌ）節約できます。

また、水道料金なら年間約１３,８００円 もお得です。

勢いのよい水流で、グルッと

強力に洗い流します。

写真は洗浄イメージです。

まる洗い洗浄 ハイパーキラミック

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、陶器の美しさ

を長く保てます。

擬似汚物を塗布 洗　浄 洗 浄 後

汚物汚れに強い

タンクが３０㎜ 薄くなり、

トイレ空間をより広く。

コンパクト設計

３０㎜

７６０㎜

ゆったり
大型便座
３０６㎜

女性専用『レディスノズル』

女性にやさしいビデ専用ノズル。

おしりノズル

レディスノズル

便座に座ると自動で脱臭。

パワー脱臭

二つの節電の併用で、電気

料金大幅節約！

しっかりエコ

■スーパー節電

■ワンタッチ節電
スイッチ操作で一定時間、

ヒーターをオフにして節

電します。

使わないときは、自動的

に便座温度と湯温を下げ

て節電します。

■■■　 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　 ■■■

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

■■■　 清潔機能　 ■■■

まる洗い洗浄

女性専用レディスノズル

ノズルシャッター

ノズルお掃除モード

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 )

■■■　 省エネ機能　 ■■■

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

標準色 標準色

BW1
ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

WA BW1 BN8 LR8 BB7BN8
ｵﾌﾎﾜｲﾄ

LR8
ﾋﾟﾝｸ

BB7
ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ

壁リモコン

CF-A63 KF-91

BC-B10SU　DT-B282U

※「流す」ボタンはありません。

スッキリきれいで
いつも清潔！ 地球にも優しい。

毎日使うトイレがエコ。

JIGYOU1
タイプライターテキスト
HAPPY TOWN SERIES 　ITAMI　YAMADA　THE 25th Anniversary　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　STANDARD　2013.9.14

JIGYOU1
スタンプ



※すべてのセット写真はイメージです。
  実際の仕様とは異なります。

ＬＩＸＩＬ　２０１３年標準仕様

PRPSC0-130202-025i

現場名 確定日

その他・オプション

事項

機能一覧

カラーバリエーション シャワートイレカラーバリエーション 紙巻器カラーバリエーション

しっかりエコ

エコロジーでエコノミー。

大切な水を

ムダなく賢く節約します。

※1989～2001年発売品

（おフロ１杯を180Lで計算）

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。

２日でオフロ１杯分以上（２８０Ｌ）節約できます。

また、水道料金なら年間約１３,８００円 もお得です。

■■■　 洗浄機能　 ■■■ ■■■　 快適機能　 ■■■ ■■■　 清潔機能　 ■■■ ■■■　 省エネ機能　 ■■■

標準色

BW1
ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

BW1
ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

BN8
ｵﾌﾎﾜｲﾄ

BN8
ｵﾌﾎﾜｲﾄ

LR8
ﾋﾟﾝｸ

LR8
ﾋﾟﾝｸ

BB7
ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ

BB7
ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ

片手でカンタンにペーパーの交

換ができるワンタッチ式です。

ワンタッチ式紙巻器

紙巻器

寸法：136(φ8)×37×156

スタンダードシリーズ

タオルリング

勢いのよい水流で、グルッと強力に洗い流します。

まる洗い洗浄

写真は洗浄イメージです。

キレイ便座

つなぎ目をなくし、さらに便座裏

の防汚処理で、お掃除ラクラク。

女性専用『レディスノズル』

女性にやさしいビデ専用ノズル。

※写真はイメージです。

本体スライド着脱

本体をスライドさせて着脱。

便器とのすき間をお掃除でき

ます。

着座すると脱臭を開始。使用後

には、次に使う人のために、より

強力にニオイを吸引します。

Ｗパワー脱臭

Hシリーズ

シャワートイレ
快適機能がいっぱい。使いやすさにこ

だわったシャワートイレ。

操作部

おしり洗浄（泡ジェット洗浄）

ビデ洗浄（泡沫ソフト）

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

点字対応

まる洗い洗浄

本体スライド着脱

女性専用レディスノズル

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 )

超節水 ECO5（大 5L、小 3.8L）

ワンタッチ節電 (8h)

電源スイッチ

CF-22H KF-91

CW-H42

BC-B10SU　DT-B280U

標準色標準色

WA BW1 BN8 LR8 BB7

地球にも優しい。
毎日使うトイレがエコ。

脱臭や節電など、使いやすさに
こだわった機能充実タイプ！

JIGYOU1
タイプライターテキスト
HAPPY TOWN SERIES 　ITAMI　YAMADA　THE 25th Anniversary　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　STANDARD　2013.9.14

JIGYOU1
スタンプ




