
レストルーム提案（リフォーム向け）  
現場番号：

見積番号：

個別見積番号：

日付：

所課名：

担当者：

N1579560

SG01001

SG01001

2020年05月26日

越谷営業所

小野　航治

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。●商品の価格・納期に関してはお見積をご確認ください。ご注文の際は改めて、お見積・カタログにてご確認ください。

写真はイメージです

フチなし形状

しっかり節水

しっかり洗浄＆静かな洗浄音

フチがないので、汚れが

隠れて見えない部分が

ありません。お手入れが

ラクにできます。

環境にやさしく、しかも

経済的。１３Ｌ便器に比べ

約６１％の節水が可能に。

トルネード洗浄で、

少ない水でもしっかり洗浄。

さらに静かな洗浄音も実現。

組み合わせ便器

ＣＦＳ３６７
「フチ」がないからお手入れ簡単。しっかり節水、しっかり洗浄。そのうえ静か。

CFS367B#NW1

Color Variation
※ はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。

掲載のカラーは、お見積の便器と便座セットでの品揃えとなります。

ホワイト パステルアイボリー

写真はイメージです

クリーン樹脂

たっぷリッチ洗浄

節電機能

便座とノズルに防汚効果の

高いクリーン樹脂を採用。

汚れをはじくから、

汚れてもサッとひとふきで

お手入れできます。

一定の間隔で水に空気を

混ぜることで洗浄の強弱

をつけ、たっぷりとした

洗い心地を実現しました。

「タイマー節電」と

「おまかせ節電」。

２つの節電モードで

電気代も安心。

機能一覧

便座

ウォシュレットＢＶ２
クリーン樹脂搭載で清潔ウォシュレットBV

TCF2222E#NW1

紙巻器 タオルリング
YH51R#NW1 YT51R#NW1

一連紙巻器 タオルリング

お好きなデザインがよりくつろげる空間を

演出します。

便器と色合いをあわせたコーディネートに

おすすめ。



レストルーム提案（リフォーム向け）  
現場番号：

見積番号：

個別見積番号：

日付：

所課名：

担当者：

N1579560

SG01001

SG01001

2020年05月26日

越谷営業所

小野　航治

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。●商品の価格・納期に関してはお見積をご確認ください。ご注文の際は改めて、お見積・カタログにてご確認ください。

写真はイメージです

汚れツルリン

おそうじ超ラク

手洗いしやすいボウル形状

汚れを浮かせてすべらせ

少ない水でしっかり洗浄

フチ裏がなく凹凸も少ない

お掃除しやすいデザイン

従来に比べて

深さが増して手洗いしやすく

水はねしにくいボウル形状に

組み合わせ便器

ピュアレストＱＲ
サイドカバーがついてお掃除のしやすさがアップ

便器 CS232BM#NW1

タンク SH233BA#NW1

Color Variation
※ はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。

掲載のカラーは、お見積の便器と便座セットでの品揃えとなります。

ホワイト パステルアイボリー

写真はイメージです

クリーン樹脂

たっぷリッチ洗浄

節電機能

便座とノズルに防汚効果の

高いクリーン樹脂を採用。

汚れをはじくから、

汚れてもサッとひとふきで

お手入れできます。

一定の間隔で水に空気を

混ぜることで洗浄の強弱

をつけ、たっぷりとした

洗い心地を実現しました。

「タイマー節電」と

「おまかせ節電」。

２つの節電モードで

電気代も安心。

機能一覧

便座

ウォシュレットＢＶ２
クリーン樹脂搭載で清潔ウォシュレットBV

TCF2222E#NW1

紙巻器 タオルリング
YH51R#NW1 YT51R#NW1

一連紙巻器 タオルリング

お好きなデザインがよりくつろげる空間を

演出します。

便器と色合いをあわせたコーディネートに

おすすめ。



レストルーム提案（新築戸建・新築集合住宅向け）  
現場番号：

見積番号：

個別見積番号：

日付：

所課名：

担当者：

N1580486

SG01001

SG01001

2020年05月26日

越谷営業所

小野　航治

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。●商品の価格・納期に関してはお見積をご確認ください。ご注文の際は改めて、お見積・カタログにてご確認ください。

写真はイメージです特定法人様向け

ウォシュレット一体形便器

ＺＪ１　手洗いあり
シンプルなデザインが生む、心地よさ

CES9151#NW1

Color Variation
※ はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。

ホワイト パステルアイボリー パステルピンク

紙巻器
YH51R#NW1

タオルリング
YT51R#NW1

お掃除ラクラク みんなが手洗いしやすい 汚れがつきにくく、落ちやすい

しっかり洗浄、お掃除しやすい 節水だからエコ 機能一覧

一連紙巻器 タオルリング

凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。

ラクにお掃除できるのが魅力です。

しっかり手が洗いやすい高さに設計。

水はねもしにくく気持ちよく洗えます。

汚れが落ちやすい技術で、

お掃除がぐっとラクになりました。

便器の中を少ない水で効率よく洗います。

サッとひとふき、お掃除ラクラクです。

１３Ｌ便器からおよそ１／３の水で

洗浄する、進化した節水技術。

お好きなデザインがよりくつろげる空間を

演出します。

便器と色合いをあわせたコーディネートに

おすすめ。

便器・便座機能

アクセサリー



レストルーム提案（リフォーム向け）  
現場番号：

見積番号：

個別見積番号：

日付：

所課名：

担当者：

N1580482

SG01001

SG01001

2020年05月26日

越谷営業所

小野　航治

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。●商品の価格・納期に関してはお見積をご確認ください。ご注文の際は改めて、お見積・カタログにてご確認ください。

写真はイメージです特定法人様向け

ウォシュレット一体形便器

ＺＲ１　手洗いあり（床排水）
シンプルなデザインが生む、心地よさ

CES9155M#NW1

Color Variation
※ はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。

ホワイト パステルアイボリー パステルピンク

紙巻器
YH51R#NW1

タオルリング
YT51R#NW1

お掃除ラクラク みんなが手洗いしやすい 汚れがつきにくく、落ちやすい

しっかり洗浄、お掃除しやすい 節水だからエコ 機能一覧

一連紙巻器 タオルリング

凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。

ラクにお掃除できるのが魅力です。

しっかり手が洗いやすい高さに設計。

水はねもしにくく気持ちよく洗えます。

汚れが落ちやすい技術で、

お掃除がぐっとラクになりました。

便器の中を少ない水で効率よく洗います。

サッとひとふき、お掃除ラクラクです。

１３Ｌ便器からおよそ１／３の水で

洗浄する、進化した節水技術。

お好きなデザインがよりくつろげる空間を

演出します。

便器と色合いをあわせたコーディネートに

おすすめ。

便器・便座機能

アクセサリー



レストルーム提案（新築戸建・新築集合住宅向け）  
現場番号：

見積番号：

個別見積番号：

日付：

所課名：

担当者：

N1589937

SG01001

SG01001

2020年05月26日

越谷営業所

小野　航治

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。●商品の価格・納期に関してはお見積をご確認ください。ご注文の際は改めて、お見積・カタログにてご確認ください。

写真はイメージです特定法人様向け

ウォシュレット一体形便器

ＺＪ１　手洗いなし
シンプルなデザインが生む、心地よさ

CES9150#NW1

Color Variation
※ はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。

ホワイト パステルアイボリー パステルピンク

紙巻器
YH51R#NW1

タオルリング
YT51R#NW1

お掃除ラクラク 汚れやカビもツルッと落ちる 汚れがつきにくく、落ちやすい

しっかり洗浄、お掃除しやすい 節水だからエコ 機能一覧

一連紙巻器 タオルリング

凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。

ラクにお掃除できるのが魅力です。

汚れがつきにくく落ちやすい独自開発技術

です。優れた耐久性で防汚効果が続きます。

便座につぎ目がないので、お掃除ラクラク。

ノズルには、防汚効果の高いクリーン樹脂。

便器の中を少ない水で効率よく洗います。

サッとひとふき、お掃除ラクラクです。

１３Ｌ便器からおよそ１／３の水で

洗浄する、進化した節水技術。

お好きなデザインがよりくつろげる空間を

演出します。

便器と色合いをあわせたコーディネートに

おすすめ。

便器・便座機能

アクセサリー


