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排水排水

給水

タンクレスだと手洗器の設置が必要です。ワンデーリモデルなら給水分岐・排水合流技術（特許3518683）を搭載しているので、
既存の給排水管をそのまま利用でき、手洗器用の給排水工事なしで手洗器がつけられます。

1Dayネオレスト手洗器付（ワンデーリモデル）
ウォシュレット　一体形便器（タンクレストイレ）R

カウンタータイプの場合、手洗器
の下にトイレブラシや洗剤などの
小物が収納できます。

※収納物を以下の寸法で設定しています。
※1 幅110×奥行き80×高さ355mm
※2 幅115×奥行き115×高さ190mm

ブラシや洗剤が収納できます。

空間にあわせてカウンターの長さをカット。

二段カウンターで使いやすく。

収納量目安

Sサイズ用
キャビネット

ブラシ※1 1本
洗剤 1本

ブラシ※1 1本
洗剤 2本
トイレポット※2 1個

Mサイズ用
キャビネット

※収納例

単独の手洗器ができたのは良
かった。大工事にならず、取り付
けも簡単だった。

（兵庫県在住・50代女性）

孫が遊びに来てトイレを使用し
た際、手洗いが手前にあるため
楽に使用できる。

（大阪府在住・60代男性）

デザインがシンプルで掃除がし
やすく、思いきってリフォームし
て良かったです。手洗器付（ワン
デーリモデル）にして、棚ができ、
早速ハロウィンの飾りや、小さな
お花等を飾って楽しんでいます。

（大阪府在住・60代男性）

来客が見えるたび、トイレを案内
しながら機能等の説明をして、自
慢のひとつでもあります。

（千葉県在住・60代女性）

ご好評いただいています。お客様の声！

間口 750mm    ×    奥行き 1205mm

0.4坪プラン Plan 09

合計価格 ¥483,100

便器・手洗器※1

棚付二連紙巻器
コーナー収納キャビネット

◆UWLJBACSN1ANNANN
　YHB61NC#NW1
　UGW180S#WWS

￥429,000
¥11,600
¥42,500

【仕様】●便器・手洗器　（ワンデーリモデル）
　　　　　　　　　　 ネオレストRH1タイプ　コーナータイプ、ハンドル式水栓、
　　　　　　　　　　 タオル掛け（壁取付）

カウンタータイプの場合、カウンターの長さをトイレ空間にあわせて
カットできるので、すっきりした空間を実現できます。

さらに手洗器キャビネットが浮いているから、床面全体がフラットで、
サッとひとふき。お掃除かんたん。

お気に入りの小物などを飾って空間を演出できます。また、生理用品
などの収納スペースとしても活用できます。

分岐金具

ワンデーリモデルなら工事がカンタン！

◆UWLHAASS1NBNNAWF ◆UWLHAAMA1NBNNAWF ◆UWLJHACSNNANNANN

カウンタータイプ　手洗器Sサイズ カウンタータイプ　手洗器Mサイズ コーナータイプ　配管カバーあり

給排水は
カバー内を
通ります。

ここで
手洗器に

給水が分岐
します。

排水が便器に
合流するので

立ち上げ
不要！

既存の給排水管をそのまま利用でき、床壁取り壊し工事も不要なので、リモデルにも最適です。

ネオレストにも、カンタンに手洗器の取り付けが可能です。

User’s Voice

※掲載セット写真は、一般地仕様です。　◆はTOTOがおすすめする高機能・ハイデザイン商品です。 
※ネオレストを設置される場合は必ずP.153の ご購入前に をご確認願います。
※　　　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。注●週

注2週

便器／AH2W 便器／AH2W 便器／RH1

選定表は P.44・45

＜建材＞
（床）ハイドロセラ・フロアJ 全面セラミック
　　幅木

AGF609R#27
AGF352#S

¥80,000/セット
¥2,500/本

表示価格は税抜き価格です。ネオレスト手洗器付（ワンデーリモデル）壁排水タイプは P.85

※1 タイプによって最小設置寸法が異なります。詳しくは、設計施工資料集をご確認ください。　※2 UWLLSASS3NANNAWWの場合　※3 UWLLSAMS3NANNAWWの場合　※4 UWLLSACSNNCNNANNの場合。
構成内容によって金額は変わります。

￥416,400～※2
設置可能サイズ　750х1220ｍｍ※1～

￥463,800～※3
設置可能サイズ　775х1430ｍｍ※1～

￥349,100～※4
設置可能サイズ　750х1130ｍｍ※1～

2019.2発売予定

2019.2発売予定

※1 タオル掛け、バックパネル含む。
※写真セット価格に建材は含まれておりません。
※セット写真のネオレストはオート開閉機能付きです。手洗器を使用するために入室した場合でも自動で便ふた

が開いたり、便器きれい機能が作動することがあります。（設定を「切」にしてご使用いただくこともできます。）

「ネオレスト手洗器付」ご愛用者アンケートより
（’18 TOTO調査）
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