
お好きな便座を選べてお掃除もラクラクな組合せトイレ。
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■　機能・カラー

■　清潔機能 ■　エコ機能

※CG画像によるイメージ

キレイ機能 しっかりエコ

暖房便座 本体ワンタッチ着脱

シャープなフォルムハイパーキラミック

スローダウン機構

タオルリング紙巻器

【機能一覧】

【カラーバリエーション】

BW1
ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

BN8
ｵﾌﾎﾜｲﾄ

LR8
ﾋﾟﾝｸ

BB7
ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ

スタンダードシリーズ タオルリング

KF-91

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。

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。

フチレス形状

使って
納得！

ワンタッチ式紙巻器

CF-AA22H

便座の着脱が簡単にできるの

で、便座とのすき間掃除にも

困りません。

ゆっくり閉じて安心・快適の

スローダウン便座。ゆっくり閉

まり、不快な音を防止します。

擬似汚物を塗布 洗　浄 洗 浄 後

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。

シャープで足元スリムなフォ

ルムは、汚れも拭きやすく、

お手入れがカンタンです。

■■■　 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

本体ワンタッチ着脱

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）

■■■　 快適機能　 ■■■

暖房便座

スローダウン便座

暖房便座

スローダウン仕様

サイズ：大型

CF-18ALJ

BC-BA10S/DT-BA180E

ベーシア便器（フチレス） 
+ 暖房便座

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレはもっとも使用水量が多く、全体の２８％

も使用しています。

この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力はそのままに

従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。

「超節水ＥＣＯ５トイレ」なら、大１３Ｌ便器と比べ約６９％

大８Ｌ便器と比べ約４９％ 節水できます。

大８Ｌ便器に比べ、超節水ＥＣＯ５トイレは、

３日でおフロ１杯分以上※節約できます。

※おフロ１杯を１８０Ｌで計算
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トイレ



カラー 特長

手洗い付きタンクセット・樹脂製

Image photo 

付属品

■サッとふき取れる
「全周フチなし」

邪魔なフチがない形状で
お掃除ラクラク。

■グンと節約できる節水仕様

■汚れをしっかり防ぐ
「Ｇコート」

汚れから便器を守る、
なめらかな表面コーティング。

■つまんでお掃除
「フロントスリム」

つまんで汚れをサッと
拭き取れる薄型形状。

■温水洗浄便座

■ワンタッチ式紙巻き器

■お掃除ラクラク「ワンタッチスライド」

普段見えないところのお掃除もラクラク

停電時も流せるので安心

電力を使わないタンク式
なので、停電時も使えます。

カンタン着脱の便フタ

■すみずみまで洗い流す
「ダブル水流洗浄」

うず巻き状の水流で
効果的に洗浄。

ホワイト アイボリー

■タオルリング

温水洗浄便座用リモコン

水流の強弱を繰り返す
マッサージ洗浄機能付き。
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BA1グレード
BC-BA20S/DT-BA281

便器も便座もお掃除ラクラクの一体型シャワートイレ。
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■　機能・カラー

■　清潔機能 ■　エコ機能

トイレ標準仕様

※カタログによるイメージ

キレイ機能 しっかりエコ

コンパクトなフォルム 手洗しやすいフォルム

女性専用ノズルスッキリノズルシャッター

キレイ便座 ノズル先端着脱

タオルリング紙巻器

【機能一覧】

【カラーバリエーション】

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

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日でおフロ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。

コンパクト設計の奥行760mmな

ので、空間をより広々でき、ゆと

りを生み出します。

手の洗いやすさを考えた、広く

て深い手洗鉢です。

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。

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。シャッターは着脱可能

なので、お手入れも簡単です。

LIXILはノズルが２本。おしり洗

浄用ノズルとは別に、女性にや

さしいビデ洗浄用ノズルを搭載

しました。

おしりノズル

レディスノズル

BW1
ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

BN8
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

リモコンデザイン

スタンダードシリーズ タオルリング

KF-91

使って
納得！

ノズルの先端を取り外して

カンタン交換可能です。

ワンタッチ式紙巻器

CF-AA22H

■■■　 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

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

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）

おしりワイド洗浄

おしりマッサージ洗浄

ビデ洗浄（泡沫ソフト）

ワイドビデ洗浄

ノズル位置調節

■■■　 快適機能　 ■■■

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

ベーシアシャワートイレ
（フチレス） 
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