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修理・お取り扱いのご相談は
まずお求めの取付店・販売店へ

お客様専用窓口

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。
詳細は TOTOホームページをご覧ください。

TOTO株式会社
TOTOホームページ　https://jp.toto.com

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」（P.17～19）をご確認ください。
お問い合わせの際は、商品名・品番をご連絡ください。

取付店・販売店　〒　

電話　　　　　　ー　　　　　　　　　　　　　

水漏れする（配管接続部、ウォシュレット本体）
ウォシュレット本体や便座にひびや割れが入っている
異常な音やこげ臭いにおいがする
ウォシュレット本体や操作部が異常に熱い
その他の異常や故障がある

※異常・故障状態のままのご
使用は、火災、感電、室内浸
水の原因になります。

このような症状のときは、止水栓
を閉めて、必ずTOTOメンテナ
ンス（株）修理受付センターにご
相談ください。ご使用中止

長年ご使用のウォシュレットの点検を！

こんな症状は
ありませんか？

2022.11.17
D07233

商品のお問い合わせは

修理のご用命は

交換部品・別売品の
ご購入は

TOTO（株）お客様相談室へ
TEL     0120-03-1010
FAX     0120-09-1010
受付時間：9:00 ～ 17:00（夏期休暇・年末年始を除く）

安心・信頼の
TOTOメンテナンス（株）修理受付センターへ
ホームページ https://www.tom-net.jp
TEL     0120-1010-05
FAX     0120-1010-02
受　　付：年中無休
受付時間：8:00 ～ 19:00
訪問修理：年中無休（一部地域を除く）
営業時間：9:00 ～ 18:00

TOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンターへ
TEL     0120-8282-55
FAX     0120-8272-99
受付時間：平日 9:00 ～ 18:00　土・日・祝日 9:00 ～ 17:00
　　　　　　　　　　　　　　　（夏期休暇・年末年始を除く）

※インターネットでの部品購入は TOTOパーツショップへ（24時間受付）

https://tom-parts.jp.toto.com

取扱説明書 保証書付 

「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です。

ウォシュレット®UD

製品名・品番を
便ふた裏に記載しています。

ご使用の製品名・品番を
ご確認ください。 製品名

・
品番

UD TCF570型
 TCF571型

 ■ このたびは、本製品をお買い求めいただきまして、
まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い
ください。

 ■ この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読み
ください。

 ■ 保証書に、取付店名、取付日などが記入されている
ことを必ずお確かめください。
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安全上のご注意

警告

安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、正しくお使いください。

表示と意味 死亡や重傷を負う可能性が
ある内容です。

傷害や物的損害が発生する
可能性がある内容です。警告 注意 してはいけない

禁止の内容です。
必ず実行していただく
強制の内容です。

●故障とは
　配管や製品からの水漏れ、ひび割れ、異音や異臭、
発煙、製品が異常に熱い、便座クッションのはずれ
など

●故障したまま使いつづけると
　火災、感電、発熱、けがや室内浸水の原因になります。

■故障したときは…
ウォシュレット用止水栓（2カ
所）を閉める

故障したままで
使いつづけない！

■設置するときは…
●車輌や船舶などの移動体に設置し
ない
（火災、感電、故障や、便座、便ふた、ウォ
シュレット本体などがはずれて落下す
ることによるけがの原因）

■お使いのときは…
●飲用可能な水以外は使わない
（故障や皮膚の炎症などの原因）

■ お使いのときや
お手入れ、点検のときは…

●ウォシュレット本体に、水やお湯、
洗剤をかけない
（火災や感電、発熱、製品の割れによ
るけがや室内浸水の原因）

■お手入れや点検のときは…
●逆流防止装置（バキュームブレー
カー、Oリング）は、定期点検する
（水が逆流し、人体に影響をおよぼす原因）
 アフターサービス「定期点検のおすす
め」（P.20）

■ お使いのときや、
お手入れ、点検のときは…

●たばこなど、火気類を近づけない
●分解や修理、改造はしない
●入浴中などぬれた状態で使用しない

■お使いのときは…
●化学療法を受けているかた、免疫不
　全症のかたなど、極度に免疫力が低
　下して医師の治療を受けているかた
　は、ご使用に際し医師に相談する
・身体への著しい障がいをまねくおそ
れがあります。

身体への影響を
防ぐために

火災、感電、
発熱を

防ぐために

－ドライバー

ウォシュレット用
止水栓
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安全上のご注意（つづき） 使用上のお願い

カバーカバ

■傷つきや破損を防ぐために
● ウォシュレット本体などプラスチック部分は、水
でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふく

かわいた布など

 ●便ふたに寄りかからない

■誤作動や故障を防ぐために
● 便座・便ふたカバーは取り付けできません。
（着座スイッチが正常に検知しない、また便座・便
ふたが正常に開閉しない原因）

　● 浴室内に冷暖房器具を設置するときは、ウォシュレッ
ト本体に冷暖房の風や熱が直接当たらないようにし
てください。
（安全装置が誤作動する原因）

　● ウォシュレット本体や便座、ノズルに小便をかけない
（故障や変色の原因）

　● トイレ用洗剤で便器を掃除するときは、3分以内に
洗い流し、便座・便ふたは開けたままにしておく
• 便器に残った洗剤はふき取ってください。
（洗剤の気化ガスがウォシュレット本体内に入
ることによる、故障の原因）

　● 便ふたをはずしたまま使用しない
便ふたを取りはずしてご使用になる場合は、別途
スペーサーが必要です。TOTOメンテナンス（株）
修理受付センターへご連絡ください。（裏表紙）

　● 直射日光を当てない
（変色の原因）

　●ラジオなどは、ウォシュレットから離して使う
　（ラジオに雑音が入る原因）

　● 幼児用補助便座、やわらか補高便座などは、使用
後取りはずす
（取り付けたままだと、一部の機能が使えない原因）

　● 便座・便ふたの上にものを置かない、手で押さえない
（着座スイッチが入り、洗浄ボタンに触れたときノ
ズルから温水が出て、床などをぬらす原因）

注意

■水漏れが発生したときは…
●ウォシュレット用止水栓（2カ所）
を閉める

■お使いのときは…
●連結管を折り曲げたり、つぶした
りしない
（水漏れの原因）
●使ったあとは、必ず水を流す
（洗浄不良や、便器が詰まって汚水が
あふれることによる室内浸水の原因）

●便器が詰まったときは、詰まりを
とる
・市販の詰まり除去用の器具（商品名：
ラバーカップ）を使ってください。

●便器やタンク、給水管や止水栓の
結露は、かわいた布でふき取る
（結露水が、床にシミを作ったり、腐
らせたりするおそれ）
・浴室の換気を行うと、結露しにくく
なります。

■お手入れのときは…
●ウォシュレット用止水栓や元栓を開
けたまま、フィルターふたを取り
はずさない

　（水が噴き出す原因）
●フィルターふたを取りはずした場合
は、確実に締める

水漏れや
室内浸水を
防ぐために

けがを
防ぐために

■お使いのときは…
●破損部はさわらない
●便座・便ふたを持って製品を持ち上げない
（ウォシュレット本体がはずれて落下す
るおそれ）

●ウォシュレット本体がガタついた
状態で使用しない
（ウォシュレット本体がはずれて落下す
るおそれ）

＜着座スイッチについて＞

● 便座に座ると着座スイッチが入り、各機能が使
えます。
（着座スイッチが入ると「カチッ」という音が
します。）

着座スイッチ（内蔵）

すき間
スイッチ
 ON

便座が下がります

●便座に深く腰かけてください。
•便座に浅く座ると着座スイッチが入らない
場合があります。

お知らせ
• 体重の軽いお子様が使用されるときは、着座
スイッチが入りにくい場合があります。

• 便座が上下する構造のため、便座クッション
と便器の間にすき間を設けています。

次のことにもご注意ください
■お使いのときは…

●強い力や衝撃を与えない、便座・便ふ
たやウォシュレット本体の上に乗らな
い、重いものを載せない
（割れたり、ウォシュレット本体がはずれて
落下することによるけがの原因。製品が破
損して、けがや室内浸水の原因）

■お手入れのときは…
●プラスチック部分（ウォシュレット本
体など）は、うすめた台所用中性洗剤
を使う
・トイレ用や住宅用洗剤、ベンジン、シン
ナー、クレンザー、ナイロンたわしなど
は使わない
（故障やプラスチックを傷め、割れてけ
がをする原因）

■正しくお使いいただくためのご注意
● 長時間の洗浄や洗いすぎに注意してください。
また、局部内は洗わないでください。
※常在菌を洗い流してしまい、体内の菌バランス
　が崩れる可能性があります。

 ● 習慣的に便意を促すためには使用しないでください。
また、洗浄しながら故意に排便しないでください。

 ● 局部に痛みや炎症などがあるときは、使用しない
でください。

 ● 局部の治療・医療行為を受けている方のご使用に
ついては、医師の指示を守ってください。
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各部のなまえ 準備 初めてお使いになるとき

1. 止水栓とウォシュレット用
　 止水栓を開ける

ノズル（ノズルヘッド）
抗菌

便ふた 抗菌

便座 抗菌

製品名・品番など

着座スイッチ（内蔵）

連結管

便ふ

湯側止水栓
（P.9）

水側止水栓
（P.9）

ウォシュレット本体操作部
（P.10）

分岐金具
（ウォシュレット用止水栓・
  給水フィルター付）（P.9）

1 止水栓とウォシュレット用
止水栓（各２カ所）を開く

・給水圧が給湯圧より高くなるように、
水側止水栓と湯側止水栓を開く

ウォシュレット用
止水栓

－ドライバー

水側
止水栓

湯側
止水栓

便ふたクッション
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基本の使いかた

洗う

座る

止める

おしり洗浄・ビデ洗浄について

●おしり洗浄は、排便後の局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
●ビデ洗浄は、生理時など局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
●おしり・ビデとも洗浄時間は約10秒～20秒を目安にご使用ください。

知っておいていただきたいこと

●洗浄中は適切な温度を保つため、ノズル付
近から水が出ます。

止

■ 水勢調節
水勢を5段階で調節

●「おしり」「ビデ」使用中に
つまみを回すと使える機能です。

お知らせ
•便座に深く腰かけると、洗浄の位置が合い
やすく、水の飛び散りが少なくなります。

•着座スイッチがはたらき、準備中ランプが点滅します。
ランプ点滅中は温水の準備中です。※1

•準備中ランプが消灯したら、おしり洗浄またはビデ洗浄が使えるようになります。

●おしり洗浄
•「つまみ」の突起をおしり側に回す

●おしりの場合 ●ビデの場合
弱くなる 弱くなる

強くなる 強くなる

●ビデ洗浄
•「つまみ」の突起をビデ側に回す

温水の準備中です。

おしり洗浄または
ビデ洗浄が使えます。

消灯

点滅

<準備中ランプ>

※1　洗浄水を適温にするために給湯配管内の冷水を排出する音が聞こえることがあります。

※2　「つまみ」の突起部が 位置にあるときは洗浄できません。

※3　表面シート、つまみは「抗菌」です。

①おしり洗浄・ビデ洗浄を選ぶ※2

② を押す

準備中ランプ

表面
シート※3

つまみ※３
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お手入れ ウォシュレット本体 給水フィルター（分岐金具内部）

お
手
入
れ

1

給水フィルター（分岐金具内部）
〈水勢が弱くなったと思ったとき〉

ウォシュレット用
止水栓

－ドライバー

歯ブラシなど

フィルターふた
分岐金具

給水フィルター

フィルターふた

給水フィルター

プラスチック部品には、
かわいた布やトイレット
ペーパーを使わないでく
ださい。（傷つきの原因 ) 

ウォシュレット本体

便器器

3 分岐金具（2カ所）のフィル
ターふたを取りはずし、給水
フィルターを取り出す
•専用の開閉工具のご使用をおすすめし
ます。（購入はP.23）

1 ウォシュレット用止水栓
（2カ所）または元栓を閉める
•給水が止まる

2 ノズルを出す
①「つまみ」の突起部を の位置に

合わせる

② を3秒以上押す

③ を押してノズルを戻す

④「つまみ」の突起部を「おしり洗浄」
または「ビデ洗浄」に戻す

※「つまみ」の突起部が 位置にある

ときはおしり洗浄・ビデ洗浄ができません

6 ウォシュレット用止水栓
（2カ所）または元栓を開ける
（P.9）
•止水栓と配管接続部から水漏れがないか
確認する

5 給水フィルターを取り付け、
フィルターふたを取り付ける
•フィルターふたを確実に締めてください。

4 給水フィルターを取りはずし、
歯ブラシなどで掃除する
•洗剤は使わない
•給水フィルターに無理な力を加えない
（変形の原因）
•汚れ、目詰まりなどがひどい場合は、
交換をおすすめします。（購入はP.23）

ウォシュレット本体

水でぬらした
やわらかい布

・ トイレットペーパー
・ かわいた布
・ ナイロンたわし
（傷つきの原因）

1 水でぬらしたやわらかい布を
よくしぼって、ふく
■汚れがひどいときは
• うすめた台所用中性洗剤をふくませたや
わらかい布でふいてから、水ぶきする

・ シンナー
・ ベンジン
・ クレンザー

お願い
● ウォシュレットは電気製品です。内部に水が入っ
たり、洗剤がウォシュレット本体と便器のすき間
に残らないよう、気をつけてください。
（プラスチックを傷めたり、故障の原因）

● トイレ用洗剤で便器を掃除するときは、3分以
内に洗い流し、便座・便ふたは開けたままにし
ておいてください。
• 便器に残った洗剤はふき取ってください。 
（洗剤の気化ガスがウォシュレット本体内に
入ることによる、故障の原因）

● ノズルまわりにあるカバーは、無理な力で押し
たり引っ張ったりしないでください。
（破損や故障の原因）

● 便座裏面や便座クッションなども、水でぬらし
たやわらかい布をよくしぼってふいてください。
（汚れ付着などによる変色の原因）

ウォシュレット用止水栓や元栓
を開けたまま、フィルターふた
を取りはずさない
（水が噴き出す原因）

注意



必
要
な
と
き

1514

ノズル（目安：月に１回）
＜汚れが気になるとき（ノズルそうじ）＞

やわらかい布 トイレットペーパーなど
（傷つきの原因）

1 ノズルを出す

①「つまみ」の突起部を の位置に合わせる

② を3秒以上押す

•洗浄しながらノズルが出る
•約 5分後に自動で戻る

2 やわらかい布で水ぶきする
•ノズルを無理に引っ張ったり、押し込んだり、押さえ
つけたりしない（破損や故障の原因）

3 を押す

•ノズルが戻る

4 「つまみ」の突起部を「おしり洗浄」
または「ビデ洗浄」に戻す

※「つまみ」の突起部が 位置にあるときは

おしり洗浄・ビデ洗浄ができません

ノズルお手入れ こんなときは
停電・断水で水が流せないとき

ウォシュレット本体操作部で操作できないとき

1
2

バケツで水を流す

流した後、水位が低くなったら
水をつぎ足す
（水位が上がらなくなるまで）
•においを防ぐため

新聞紙、ぞうきんなど新聞

大きめのバケツ

便器ボウル面
中心をめがけて
勢いよく流す

•断水が復帰したら、必ず大洗浄してください。
（排水管に汚物が停滞する可能性があるため）

お願い

● 便座に座っていないときに、準備中ランプが点滅しているときは、電池の取り替え時期です。

お使いの便器の取扱説明書をあわせてご確認ください。

電池交換は、TOTOメンテナンス（株）修理受付センターにご連絡ください。
※電池の取り替え時期の目安は約10年ですが、使用状況によっては短くなる場合があります。

点滅

<準備中ランプ>

ノズルル
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故障かな？と思ったら
注意

こんなときは

－ドライバー

ウォシュレット用
止水栓

長期間使わないとき

1

■再度ウォシュレットをお使いになるときは、ウォシュレット用止水栓（2カ所）を開いてく
ださい。（P.9）
•給湯側にお湯がきていることを確認する
•配管やウォシュレット本体から水漏れしていないことを確認する

ウォシュレット用止水栓（2カ所）を閉める
•給水が止まる

－ドライバー

ウォシュレット用
止水栓

まず、ご確認ください

ウォシュレット
本体操作部で

操作できますか？

まず、P.17 ～ 19の処置方法をお試しくだ
さい。
それでも直らないときは、お求めの取付店・
販売店または TOTO メンテナンス（株）修理
受付センターにご相談ください。

水漏れが起きたら、
ウォシュレット用止水栓（2カ所）を閉める

■ 便座に座っていないときに、「準備中」ランプが点滅して
いませんか？

　→ 電池の交換時期です。
電池交換は、TOTOメンテナンス（株）修理受付センターに
ご連絡ください。

点滅

<準備中ランプ>
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故障かな？と思ったら
こんなとき ご確認ください 参照

ページ

お
し
り
・
ビ
デ
洗
浄
・
ノ
ズ
ル

ノズル（洗浄水）
が出ない

 ●準備中ランプが点滅していませんか？
・ 温水準備中です。

 ➞準備中ランプが消灯したあと、おしり・ビデ洗浄を使うことができます。
 ●給湯温度が低めに設定されていませんか？
・ 温水準備に時間がかかります。

 ➞給湯温度を上げてください。

10

－

 ●断水していませんか？
 ➞断水が終わるのを待ってください。 －

 ●止水栓、ウォシュレット用止水栓が閉まっていませんか？
 ➞止水栓、ウォシュレット用止水栓を開けてください。 9

 ●他で水を使用していたり、断水などにより給水圧が大きく減少すると安全の
ため機能が停止することがあります。

 ➞TOTOメンテナンス（株）修理受付センターへ連絡してください。 20

 ●便座に浅く座ると、着座スイッチが入らない場合があります。
 ➞便座に深く腰かけてお使いください。 7

 ●便座・便ふたカバー、幼児用便座などを使っていま
せんか？

 ➞カバーは、はずしてください。
幼児用便座や、やわらか補高便座は、使うたびに
はずしてください。

カバー
7

 ●「つまみ」の突起部が 位置になっていませんか。

 ➞「つまみ」の突起部をおしり洗浄またはビデ洗浄位置のどちらかに戻してく
ださい。

10

ノズルは出るが
洗浄水が出ない/
洗浄水の勢いが

弱い

 ●給水フィルターにゴミが詰まっていませんか？
 ➞フィルターを掃除してください。 13

 ●水勢の設定が弱くなっていませんか？ 10

 ●止水栓、ウォシュレット用止水栓が全開になっていますか？
 ➞止水栓を全開にしてください。 9

洗浄水が冷たい  ●給水温度や浴室の室温が低い場合、吐水はじめの温水温度が低いことがあり
ます。 －

途中で止まる
 ●おしり・ビデ洗浄は5分間連続使用すると自動で止まります。
 ●着座スイッチが検知しにくくなっていませんか？

 ➞便座に深く腰掛ける。途中で腰を浮かせたり、便座の前よりに座ると、着
座スイッチが検知しにくくなり途中で止まることがあります。

－

7

洗浄中に
ノズル付近から

水が出る
 ●適切な温度を保つため、ノズル付近から水が出ます。 －

こんなとき ご確認ください 参照
ページ

そ
の
他

配管接続部から
水漏れする

 ●接続部のナットが緩んでいたら、モンキーレンチなどできつく締めてくださ
い。

 ➞それでも止まらないときは、止水栓を閉め、修理を依頼してください。 20

ウォシュレット
本体がガタつく

 ●便座クッションと便器の間に着座スイッチを作動させるためのすき間を設け
ています。便座に座ると便座が少し下がり、着座スイッチが入ります。

7

便座に座ると
本体から便器内へ
排水する音がする

 ●洗浄水を適温にするために給湯配管内の冷水を排出しています。 －

洗浄開始時や洗浄を
やめたときに給水・
給湯配管が震えたり

音がでる

 ●給水・給湯配管内の湯・水が急に止まったりしたときに、配管内の水圧が急
上昇して、その上昇圧力で配管が振動するものです。

 ➞ウォシュレット用止水栓を絞ってください。
9

準備中ランプが
消えない

便座に座っていないとき
 ●電池の交換時期です。
電池交換は、TOTOメンテナンス（株）修理受付センターにご連絡ください。 20

便座に座っているとき

 ●給湯側にお湯がきているか確認してください。
 ●配管が長いと、温水の準備に時間がかかります。
 ●止水栓、ウォシュレット用止水栓が閉まっていませんか？

 ➞止水栓、ウォシュレット用止水栓を開けてください。
 ●給湯温度が45℃以下になっていませんか。

 ➞給湯温度を上げてください。

－

9

－
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アフターサービス 仕様

安心・信頼のTOTOメンテナンス（株）修理受付センターへ
ホームページ　https://www.tom-net.jp
TEL 　0120-1010-05
FAX 　0120-1010-02
受　　付：年中無休　受付時間：8：00～ 19：00
訪問修理：年中無休（一部地域を除く）営業時間：9：00～ 18：00

修理を依頼する前に、「故障かな？と思ったら」（P.17～ 19）をご確認ください。

定期点検のおすすめ

お問い合わせ先

●逆流防止装置（バキュームブレーカー、Oリング）は必ず6年ごとに定期点検を行ってください。（水が逆流し、
人体に影響を及ぼす原因になります。）
※給湯バルブ、吐水バルブにそれぞれ１ヵ所あります。
●機能部品は、お取付日より3年以上たったものは定期点検をおすすめします。
なお、点検はTOTOメンテナンス（株）修理受付センターにご依頼ください。

修理料金について【TOTOメンテナンス（株）修理受付センターにご依頼の場合】
修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。
標準修理料金は   技術料   +  部品代   +  訪問料   で構成されています。
ただし、補修用性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

定期点検を行った日付を記入しておきましょう！

日付
お取付日

1回目点検日
2回目点検日
3回目点検日

■保証書（27ページに記載してあります。）
●この説明書は保証書付です。必ず「取付店・販売店、
お取付日」などの記入をお確かめになり保証書をよく
お読みのうえ、大切に保管してください。

●保証期間は、お取付日から1年間です。

■補修用性能部品の最低保有期間
●ウォシュレットの補修用性能部品(※1)の最低保有期間は、
製品の生産終了後10年です。
※1  機能維持に不可欠な部品で使用期間中に取り替えの

必要が発生する可能性が大きいもの
補修用性能部品の保有期間が経過いたしますと修理できな
い場合があります。
保有期間内においても代替品（仕様・形状・材質などが異
なる部品）での提供の場合がありますので、ご了承願います。

■部品交換について
●無料修理により取りはずされた部品・製品はTOTO（株）
の所有となります。

■保証期間中に修理を依頼されるとき
●もう一度説明書をよくお読みいただきご確認のうえ、
なお異常のあるときにはお求めの取付店・販売店また
はTOTO メンテナンス（株）修理受付センターに修理
を依頼してください。保証書の記載内容により修理い
たします。

●修理を依頼されるときは必ず保証書をご提示ください。

■保証期間経過後修理を依頼されるとき
●お求めの取付店・販売店または TOTO メンテナンス
（株）修理受付センターにまずご相談ください。修理に
より製品の機能が維持できる場合には、ご要望により
有料で修理します。

連絡していただきたい内容
●ご住所、ご氏名、電話番号
●製品名、品番（TCF・・・）➞便ふたの裏をご覧ください。
●お取付日  ➞保証書をご覧ください。
●訪問ご希望日

【お客様の個人情報のお取扱い】
お客様からお預りした個人情報は関連法令及び社内
諸規定に基づき、慎重かつ適切にお取扱いします。
詳しくはTOTO ホームページをご覧ください。

TOTOホームページ
https://jp.toto.com

項目 UD
定格電源 DC6V（専用リチウム電池）

電池寿命（20℃時） 約10年（5回／日使用）
※室温及び使用頻度により異なります。

洗浄
装置

吐水量
おしり洗浄 約0.4 ～ 1.1L ／min（水圧0.2MPaのとき）調節可
ビデ洗浄 約0.5～1.0L／min（水圧0.2MPaのとき）調節可

吐水温度 37.5℃（固定）
湯水混合方式 サーモスタットバルブ方式
逆流防止装置 バキュームブレーカー、逆止弁
使用水 上水

給水圧力 最低必要水圧：0.07MPa（給湯圧≦給水圧）
　　最高水圧：0.60MPa（給湯圧≦給水圧）

給水温度 0～ 35℃
給湯温度 45～ 70℃
設置ユニットバスルーム 換気機能付ユニットバスルーム
着座スイッチ マイクロスイッチ（荷重式）
電池切れ表示 準備中ランプ　点滅表示（緑色）
製品
寸法

洗落し便器用 幅456mm、 奥行497mm、 高さ154mm
その他の便器用 幅456mm、 奥行527mm、 高さ154mm

製品質量 5.2kg

■抗 菌（※抗菌力は、抗菌加工された製品の表面に細菌が直接接触しないと発揮されません。）
製品表面の細菌の増殖を抑制します。これは JIS Z 2801の抗菌性試験方法
による試験を JNLA認定試験所で実施し、その結果が JIS Z 2801の抗菌効
果の基準を満たしたものです。これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬ
めり防止などの副次的効果を訴求するものではありません。

無機系

（一社）日本建材・住宅設備産業
協会基準により確認

（一社）日本建材・住宅設備産業
協会基準により確認

ウォシュレット部：酸性、アルカリ性の洗剤
は使用しないでください。

抗菌力を発揮させるために、製品の表面はよ
く掃除された状態に保ってください。

抗菌加工
部位

抗菌剤の
種類

抗菌性能
持続性

安全性

禁止事項

取扱注意
事項

抗菌効果

●この製品は、日本国内専用品です。

便座、便ふた、ノズルヘッド、操作部（つまみ、表面シート）
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重大事故防止のお願い 交換部品 /別売品

別売品

■お届けについて
ご注文から2週間以内に宅配便でお届けします。
※ご注文が集中し、商品の品切れによりお届け日が遅れる場合があります。
　あらかじめご了承ください。またお届けが大幅に遅れる場合は、お届け
　予定日をご連絡いたします。

■お支払いについて
お届けした宅配業者に、商品代、送料、消費税相当額をお支払いください。
送料につきましては、別途TOTOパーツセンターへお問い合わせください。

■返品・交換について
交換部品の不良などによる返品、交換については、商品到着後8日以内
にTOTOパーツセンターまでご返送ください。
送料はTOTOパーツセンターが負担し商品を送付させていただきます。
お客様のご都合による返品、交換については、商品到着後8日以内に
TOTOパーツセンターまでご返送ください。なお送料はお客様負担とな
りますのでご了承ください。お客様の元で、汚れたり破損した商品や、
一度ご使用になられた商品の返品、交換はいたしかねますので、あらか
じめご了承ください。

TOTOメンテナンス (株 )TOTOパーツセンターでご購入の場合

交換部品
■給水フィルター（P.13）

品番

便ふたが窓枠・壁などに
当たる場合の、当たり音
軽減に。

（取付説明書付）■クッション ■開閉工具

品番 品番TCA301 TCA368

TH66435A

分岐金具のフィルター
ふたを開閉するときなど
にご使用ください。

●仕様、品番などは、予告なく変更する場合があります。
希望小売価格などの詳細は、TOTOパーツショップをご確認ください。
https://tom-parts.jp.toto.com
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定期的な点検 MEMO
製品の長期間の使用に伴い生ずる劣化（経年劣化）により、安全上支障が生じるおそれがあります。
経年劣化による重大事故（火災、感電、やけど、けが、水漏れなど）を防止し、製品をより長く、安全 • 快適にお使
いいただくために、お客さま自身による以下の点検を年1回以上実施いただきますようお願いします。

点検箇所 実施日（年・月・日）

ウォシュレット本体 　/　/　 　/　/　 　/　/　

止水栓・ウォシュレット用止水栓 　/　/　 　/　/　 　/　/　

連結管 　/　/　 　/　/　 　/　/　

点検箇所 実施日（年・月・日）

便ふた 　/　/　 　/　/　 　/　/　

便座 　/　/　 　/　/　 　/　/　

ウォシュレット本体
・ひび割れ・欠け ･ガタツキ・
変色がありませんか？

・異常に熱かったり、異常音・
異臭がありませんか？

・水漏れがありませんか？
・正常に作動していますか？

便座
・ひび割れ・欠け・ガタツキ・
変色がありませんか？

・便座クッションがはずれてい
ませんか？

便ふた
・ひび割れ・欠け・ガタツキ・
変色がありませんか？

・正常に作動していますか？

止水栓・
ウォシュレット用止水栓
・水漏れがありませんか？
・傷み・はさみ込み・つぶれ・
折れ曲がりがありませんか？

連結管
・傷み・はさみ込み・つぶれ・折れ
曲がりがありませんか？

・水漏れがありませんか？



必
要
な
と
き

26 27

MEMO

おなまえ 様
印

品 　 番 保証期間

おところ

〒
お
客
様

お取付日から1年間ウォシュレットUD
TCF570型　TCF571型

保 証 書

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1
お客様相談室 TEL  　0120-03-1010 FAX　  0120-09-1010

TOTO株式会社

この保証書は、保証書の記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。お取付日から下記期間中に
故障が発生した場合は、この保証書をご提示のうえ、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス（株）修理
受付センターに修理をご依頼ください。
＜TOTOメンテナンス（株）修理受付センター＞
〒105-8306  東京都港区海岸1-2-20  汐留ビルディング
TEL      0120-1010-05   FAX      0120-1010-02

お取付日

TEL －　　　　　　　　　－〒

取付店
　・
販売店

無料修理により取りはずされた部品・製品はTOTO（株）の所有となります。
※本書は上記に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって本書によってお客様の法律
　上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、TOTO（株）お客様相談
　室またはTOTOメンテナンス（株）修理受付センターにお問い合わせください。

修理完了後にお渡しする修理伝票には修理内容を記載していますので、紛失しないよう大切に保管してください。

本書をお受け取りになるときに、お求めの取付店・販売店、扱者印、お取付日が記入されていることを確認してください。
本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

本書は日本国内においてのみ有効です。

● 使用上の不注意、過失による不具合および不当な修理や改造、分解、破壊行為による故障および損傷
● お取付後の移設などに起因する故障および損傷
● 建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する当該品の不具合
● ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸の製品内残留などによる不具合
● 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害やガス害（硫化水素ガス）、塩害、異常電圧による故障および損傷
● 製品の凍結による故障および損傷
● 指定以外の水質（水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水）の給水による不具合
● 車輌、船舶などの移動体への搭載に使用された場合の故障および損傷
● 駅、商業施設など使用回数の多い場所に設置された場合の摩耗劣化による不具合
● ゴミかみや水あか固着による不具合
● 乾電池などの消耗による不具合
● 日常のお手入れ箇所（水抜栓やフィルターなど）のOリングやパッキンなどの摩耗劣化による不具合
● 本書の提示がない場合
● 本書にお客様名、取付店・販売店、扱者印、お取付日の記入がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、取付店・販売店またはTOTOメンテナンス（株）修理受付センターにご依頼
のうえ、出張修理に際して本書をご提示ください。
ご贈答品などで本書に記入してある取付店・販売店に修理がご依頼できない場合には、TOTOメンテナンス（株）修理受付
センターにご相談ください。

取扱説明書、施工説明書、本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理
いたします。1

2
3
4

5
6

無料修理規定

部品交換について

本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

お客様へ
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