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提案Ｎｏ．ＸＴＲＺＡＡ

2連ペーパーホルダー・小物収納
サニタリー用品などのストックに便利な小物収納。カウンターは、空間
を彩るグリーンや小物を配置し、インテリアを楽しめます。

アラウーノ専用手洗い 【キャビネットタイプ】

※イメージです。

水栓金具

手動水栓

ボールと排水口を一体成形し
スキマをなくしたことで、
汚れがたまりにくい構造に。

ぬめりや黒ずみのもと「水アカ」が固着しにくい新素材。
もし汚れても、サッとひとふきで簡単にキレイに。

※写真は実験用に
人工の水アカを強制
的に付着させたもの
です。

アラウーノと同じ素材で
水アカをはじき、汚れにくい。

7mm

370mm

200mm

手洗いボール

全自動おそうじトイレ 新型アラウーノ 〈タイプ２〉 ＋ アラウーノ専用手洗い （１ ）プレミアム仕様

泡で受け止めてトビハネヨゴレをおさえるトイレ！

ハネガード
泡のクッションで受けとめて、
「トビハネヨゴレ」をおさえます。

写真はイメージです。

泡のクッション

タレガード
縁の立ち上がりが
外に垂れ出るのをおさえます。

写真はイメージです。

高さ約3mmの
縁が防ぐ

「トビハネヨゴレ」を泡でおさえます

モレガード
「便座」と「便器」の巧みな合わせ技で
漏れ出すのをおさえます。

◎図は着座時（着座した時は便座は通常より約5mm下がります。）
●角度や勢いによって外に漏れる場合があります。

❶もし、当たっても
便器内に流れ落ちる

❷さらに乗り越えても
せき止める 写真はイメージです。

スキマレス設計

汚れの入るスキマがないので、さっとふく
だけでキレイに。

これまで手が届きにくかったフチ裏。
そのフチ裏をなくした形状なので、さっと
ひとふきでお掃除完了です。

ひとふき形状

ノズルは1本だけなので、
お掃除も手早く行えます。

ステンレスノズル

［クリーンスライド設計］

ノズル内で洗浄口が切り替わる
ので、使わない洗浄口はステン
レスノズルでしっかり保護します。

※1 エコナビランプは便座温度設定が切の場合は点灯及び点滅しません。
※2 自動便座洗浄の水量は着座時間により判別（50秒以内であれば小洗浄）。立小便の場合はリモコン操作となります。

適なエコを考える2つのセンサー

「ひとセンサー」で入室後※1

すぐに便座をあたためる。

気温によっては、あたために
6秒程度かかる場合があり
ます。

「着座センサー」で大・小を判別
して自動洗浄。※2

瞬間湯わかし方式
使う瞬間に温水に。
前もってお湯を保温し続け
る必要がないので、電気
のムダが省けます。

＊室温が24℃以下の場合、約24℃
まで便座を保温します。

「速暖」と「瞬間」の2つの機能で、
もっと省エネ。

あったか速暖便座
表面に樹脂素材を採用し、
お掃除が楽なスキマレスを
実現。「高効率ヒーター」と
の併用で使うときだけ
高速であたためます。

カラー

ホワイト

大きなボタンで
誰もが使いやすい
「新型リモコン」。

*写真はタイプ1※イメージです。

ミリバブルとマイクロバブルの2種類の泡で、しっかり汚れを落とします。

激落ちバブル

直径約5mmのミリバブルで大きな汚れを
強力に除去。次に直径約60μmの微細な
マイクロバブルで小さな汚れを除去。

洗浄後、便器内をきれいに保つため約3時間程度、
洗剤の泡が残ります。ボタンひとつで洗剤の

泡が出ないようにすることも可能です。

＊洗剤マイクロバブルの出荷時の設定は大洗浄のみ
となっております。

＊泡が残る時間は使用する洗剤の種類によって変わ
ります。

洗浄時間 0秒

通
常
水
流

1秒 2秒

泡
入
り
水
流

初に、直径約5mm
のミリバブルの泡が
汚れを強力に剥がし
ます。

洗剤補充は、トイレ上部から
洗剤タンクを外せるのでラクラク。
＊洗剤補充後、本体の洗剤開始ボタンを押してください。

〈洗剤補充の目安〉
●約3ヵ月に1回（洗剤タンク容量：約250mL）

1日あたり大（約0．3mL）4回、ハネガード（約0．2mL）6回使用
した場合。使用環境、使用状況により変化します。

洗剤の写真はイメージです。液性を
ご確認の上、中性洗剤をご使用ください。

市販の台所用合成洗剤（中性）をご使用ください。

注）トイレ用洗剤は洗剤タンクには入れないでください。

扉・カウンター カラーバリエーション

■タイプB

エクセル
ホワイト柄

ダーク柄 ライト柄
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提案Ｎｏ．ＸＴＲＺＡＡ

●プレミアムシリーズ

アクセサリー

アラウーノ専用手洗い 【カウンタータイプ】 ／アクセサリー

※イメージです。

水栓金具

手動水栓

ボールと排水口を一体成形し
スキマをなくしたことで、
汚れがたまりにくい構造に。

ぬめりや黒ずみのもと「水アカ」が固着しにくい新素材。
もし汚れても、サッとひとふきで簡単にキレイに。

※写真は実験用に
人工の水アカを強制
的に付着させたもの
です。

アラウーノと同じ素材で
水アカをはじき、汚れにくい。

5～6mm
155mm

300mm

手洗いボール

全自動おそうじトイレ アラウーノＳⅡ ＋ アラウーノ専用手洗い （２）スタンダード仕様

シンプルさが好評の、全自動おそうじトイレです。

ホワイト

カラー

ツインノズル

おしり用とビデ用を別々
にし、清潔性に配慮。
また、使用前後に自動
洗浄します。

子育て中の
ご家庭でも安心。
チャイルドロック
機能搭載。

操作をロック

※イメージです。

激落ちバブル

水を流すたび、2種類の泡が
便器内の汚れを洗い流します。

直径約5mmのミリバブルで大きな汚れを強力に
除去。次に直径約60μmの微細なマイクロバブル
で小さな汚れを除去。

洗剤タンクを外さずに、
直接注入が可能。

洗剤補充も簡単

※洗剤補充後、リモコンの洗剤
開始ボタンを押して補充完了
です。

スパイラル水流

少ない水量※でしつこい汚れを
一気に流します。

※流動時動水圧0．098MPa｛1.0kg/cm
2
｝の場合。

その他当社基準に基づき測定。

停電の際も、手動でハン
ドルを回すことで排水
が可能です。

停電時にも
しっかり対応

エコ設定

設定温度（約30℃）をおさえたエコモードなら、
便座や温水の待機電力を削減します。

さらに保温切タイマーを搭載。細かい時間設定（4・6・8時間）
が可能となり、消費電力を削減し、電気代のムダが省けます。

有機ガラス系新素材

汚れがつきにくい
「おそうじラクラク素材」

➊陶器と違い、汚れの原因
「水アカ」が固着しにくい。

➋自由に設計できるので、
汚れのスキマをつくらない。

➌「割れ」や「ヒビ」だけでなく、
「キズ」にも強い。

トリプル汚れガード

タレガードフチにあたっても

フチの立ち上がりが
外に垂れ出るのをおさえます。

写真はイメージです。

高さ約3mmの
フチが防ぐ

モレガード座ってしたときは

「便座」と「便器」の巧みな合わせ技で
漏れ出すのをおさえます。

◎図は着座時（着座した時は便座が通常より約5mm下がります）
●角度や勢いによって外に漏れる場合があります。

❶もし、当たっても
便器内に流れ落ちる

❷さらに乗り越えても
せき止める

写真はイメージです。

ハネガード （手動※）

泡のクッションをつくり、
「トビハネヨゴレ」をおさえます。

泡のクッション

写真はイメージです。

※ハネガードを作動させるには、ハネ抑制ボタンを押してください。

ひとふき形状

フチ裏をなくした形状なので、
サッとひとふきでお掃除完了です。

ターントラップ洗浄方式

ターントラップ方式は、普段は排水路が上を向き、
便器内に水をためていますが、洗浄時は、排水路
が下向きに回転し、汚物を排出します。

ターントラップ方式

ターントラップ洗浄方式により、
大幅な節水ができます。

スキマレス設計

汚れがたまりやすい便座と便器のスキマ
がなく、おそうじがラクにできます。

高級感のある上品な質感。
トイレ空間がワンラックアップ
します。

タオルリング

ブラック ホワイト
2連ペーパーホルダー・小物収納
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提案Ｎｏ．ＸＴＲＺＡＡ節水キレイ洗浄 アラウーノＶ 【手洗い付き】 ＋ Ｖ専用トワレ 〈Ｓ５〉 （３）ライト仕様

ビデ洗浄

ソフトシャワーで
やさしく洗います。

おしり（パワーパルス）洗浄

気泡を含んだ脈動流で、
しっかりと洗い流します。

ムーブ洗浄

ノズルが前後に動き、広範囲を
洗浄します。

リズム洗浄

強弱を繰り返し、
排便を促進します。

強

弱

ノズル位置調節（5段階）

位置をお好みで
前後に調節できます。

ステンレスノズル

継ぎ目がないので汚れにくく、
お掃除も簡単。

おまかせﾉｽﾞﾙｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

使用前と使用後に
自動でノズルを洗浄します。

スムースフォルム

段差や継ぎ目、凹凸が少ない、お掃除しやすい形状。
もし汚してもサッとふき取れます。

快適な座り心地

座り心地の良さを追求した
便座形状。

おしりにフィットする

丸みのある形状

ゆったり座れる

広い座面

安全追求設計

着座センサー搭載で、座った時
だけスイッチが入ります。

カンタン着脱機能

便ふたと便座本体はワンタッチで取り外し可能。
汚れやすいスキマもラクにお掃除できます。

フォルムが美しい、

温水洗浄便座「V専用トワレ（貯湯式）」です。

基本的な機能を

搭載したシンプルモデル。

Ｓ５

基本的な機能を

搭載したシンプルモデル。

Ｓ５

V専用トワレなら、

リモコンで便器洗浄が行えます。

V専用トワレS5用

UD（ユニバーサルデザイン）リモコン
見やすさ・操作のしやすさを独自のユニバー
サルデザインの視点から追求。子どもから
お年寄りまで快適に使えます。

少ない水でも、キレイにできるトイレです。

便器内

フチ裏がないから、
サッとひとふきでキレイに。

ムダな凹凸がなく、
お掃除がずっとしやすい。

便器周り

小洗浄で、水道代に差が付きます。

普段は、排水路が上を向き、便器内に
水をためていますが、洗浄時は、排水路
が下向きに回転し、一気に排水。

ターントラップ方式で、
節水を実現。

※1：約20年前の当社サイホンゼット式トイレ（CH43）。
※2：水圧0．2MPa（流動時）の場合。その他当社基準に基づき測定。n＝20台平均。

※1

※2

※2

少ない水でもキレイに流します。

便器内全体をまんべんなく洗う。 流れの方向を変え、一気に流しきる。

＊泡洗浄はついていません。＊水は見やすくするために着色しています。

3Dツイスター水流

使いやすく汚れにくい「手洗い」

［ウエットエリア］
ハンドソープも置きやすい設計。
※幅100mm、奥行き130mmまでの小物が置けます。

［小物置きスペース］
芳香剤などの小物も置けます。
※奥行き70mmまでの小物が置けます。
※アルコールを含まない芳香剤をお使いください。

［有機ガラス系新素材］
手洗いボールは、
水アカをはじく新素材。

［操作部］
手洗いと洗浄ボタン（大・小）を
一箇所に集約。

洗浄と同時に7秒間
（約250mL）吐水され
ます。0秒（吐水なし）、
15秒への切り換えも
可能です。

［手洗いしやすいボール］
手を差し出しやすい
角度のついた
ボール。

※手洗器の排水は便器内に排水されないため、
市販のトイレ用芳香洗浄剤をお使いいただいて
も洗浄効果は得られません。

※イメージです。

アクセサリー

●アラウーノ向けトイレアクセサリー

アウラーノの四角丸形状と色を採用
したアクセサリー。アラウーノとトー
タルでコーディネイトできます。
＊使用可能なトイレットペーパーはJIS規格準拠品
（外径φ120mm以下、幅114±2mm、内径φ38±1mm）です。

●タオルリング ●ペーパーホルダー
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提案Ｎｏ．ＸＴＲＺＡＡ

〒530‐0011
大阪市北区大深町4-20

グランフロント大阪 南館（2F～B1）
TEL：06‐6377‐1700
開館時間：10：00～20：00
休館日：不定休

〈但し、地下１階リビングフロアは
水（祝日は開館）、夏季、年末年始休館〉

〒593‐8327

堺市西区鳳中町8-3-5

TEL：072‐265‐7871
開館時間：10：00～17：00
休館日：水・木（祝日は開館）、GW、夏季、年末年始

交通： JR 大阪駅・JR 北新地駅
阪急電鉄 梅田駅・阪神電鉄 梅田駅
地下鉄御堂筋線 梅田駅
地下鉄谷町線 東梅田駅
地下鉄四つ橋線 西梅田駅

交通： 【 車 】阪神高速15号線堺出口から約5分
国道26号線沿い鳳中町9丁交差点のすぐそば

【電車】JR阪和線「鳳駅」より徒歩約10分
【バス】南海電鉄・高野線「堺東駅」より、

南海バス・堺東鳳西町線、鳳西町南行き
「鳳中町」下車すぐそば (約25分乗車)

パナソニックセンター 大阪
リビングフロア

パナソニック
リビング ショウルーム 堺

ショウルームのご紹介

みなさまのお越しをお待ちしています。


