
140kWh/年

品番：TCF116型/TCF226型

2022.10.12 D08499N

便器内の掃除にトイレ用の洗剤などを使用するときは、3分以内に洗い流した後、
便座・便ふたは開けたままにしておく  また、便器に付いた洗剤は確実にふき取る

ウォームレット本体や便座に小便をかけない　◎故障や変色の原因になります。

便座に長時間座らない
（低温やけどの原因）

◎便器用洗剤などの気化ガスがウォームレット本体内に入り、故障の原因になります。

◎低温やけどを防ぐために、次のようなかたが
　使うときは、周囲のかたが、便座の温度を
　「切」にしてください。
【自分で温度調節できないかた】
　お子様、お年寄りなど、病気のかた、身体の
　不自由なかた
【眠り込むおそれのあるかた】
　かぜ薬など眠気を誘う薬の服用、深酒、疲労
　の激しいかたなど

こちらからはご愛用者登録はできません。
（メーカー管理用です。）

●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。

破損部はさわらない
◎けがをする原因になります。

（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トイレ室内に冷暖房器具を設置するときは、ウォームレット本体に

冷暖房の風や熱が直接当たらないようにする ◎安全装置が誤作動する原因になります。



※便座が温まるまで約15分かかります。

■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。

■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。

■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。

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターでご購入の場合

・プラスチック製品ですので、つめを立てずに手の平などでやさしくふいてください。
・汚れがひどいときは、やわらかい布にうすめた台所用中性洗剤をふくま
　せ、やさしくふき取ってください。その後、水ぶきを行ってください。
・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）

TCM1792 TCM3464

TCM3457

仕様、品番などは、予告なく変更する場合があります。

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

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。



温水洗浄便座は電気製品です

重大事故防止のためのお願い

長年のご使用や故障したままのご使用は、電子・電気部品が劣化して発煙・発火などの恐れがあります。

リビングアメニティ協会
一般社団法人

日本レストルーム工業会
一般社団法人

発行元：
https://www.sanitary-net.com/

トイレナビ 詳細はこちらを
ご覧ください

□ トイレが焦げ臭いなどいつもと違うにおいがする。
□ 便座がときどき冷たい（節電中は除く）。
□ 便座が異常に熱いときがある。
□ お湯や温風が異常に熱い、または冷たいときがある。

□ 便座のゴム足が外れている、ガタツキがある。
□ 便座コードの発熱やねじれ、キズ、 
　 挟み込みがある。
□ 便座にひびや割れがある。

□ 操作部のシールがめくれたり、ひび割れたりしている。
□ 電源プラグやコードの発熱や焦げ、変色がある。
□ 製品や便器を伝って水漏れしている。
□ 使うときだけ少量の水がたれて水漏れしている。

温水洗浄便座 セルフ安全チェックポイント

上記症状は、発煙・発火などの原因になります。すぐに電源プラグを抜き、止水栓を閉めてご使用を中止し、
販売店、工事店またはメーカーへご連絡ください。

定期的な点検を
おすすめします。
まずは自分で
安全チェックを。

安心してご使用いただくため、
定期的な点検（有料）をおすす
めします。

リコール製品や
故障した製品は
使わない
でください。

発煙・発火などの原因になりま
す。すぐに電源プラグを抜き、止
水栓を閉めてご使用を中止して
ください。

長期間お使いの
製品は点検と
買い替えを

ご検討ください。

長期間（10年以上）ご使用の温
水洗浄便座は買い替えをご検
討ください。

1 2 3
温水洗浄便座を
安全に使う
３つのポイント

アフターサービス故障かな?と思ったら
修理を依頼する前に「故障かな？と思ったら」の項をご確認ください。
保証書
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
ウォーム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。

●

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。

●

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。保証書の記載内容により修理いたします。

●

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
およ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
https://jp.toto.com をご覧ください。

定期点検のおすすめ
機能部品は、お買い上げ日より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。

● お問い合わせ先

安心・信頼のTOTOメンテナンス（株）修理受付センター
ホームページ　http://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

定期点検を行った日付を記入しておきましょう！
日 付

お買い上げ日
1回目点検日
2回目点検日
3回目点検日

修理料金について 標準修理料金は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。

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。

技術料 部品代 訪問料＋ ＋
【             　　　　　】TOTOメンテナンス（株）
修理受付センターに
ご依頼の場合

定期的な点検
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、お客様
自身による以下の点検を実施いただきますようお
願いします。

TOTOメンテナンス（株）修理受付センターにご相談ください。

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。

便座が温かくならない

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。
●



https://jp.toto.com

※表示位置は、
　機種により異なります。

ご登録いただいたお客様情報は製品安全に関する大切
なお知らせや、暮らしに役立つ情報の提供に、利用させ
ていただきます。

登録のしかた

※詳しくは、TOTOホームページにアクセスし、
　お客様サポートの「製品のご登録」をご確認ください。
※通信料はお客様負担となります。

※複数台登録が可能です。

JIS A4422 規格票を参考
－

JIS A4422 規格票を参考

スマートフォン・タブレット端末で登録される場合は、
商品からアクセスし、画面の案内に従って登録してく
ださい。

パソコンで登録される場合は、TOTO ホームページにアク
セスし、お客様サポートの「製品のご登録」より画面の案内
に従って登録してください。

負荷条件

※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。

本書は日本国内においてのみ有効です。

保証期間内でも次の場合には有料修理になります。4

5
6 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。

● 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
● 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

● 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

● 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

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。

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。

ご贈答品などで本書に記入してあるお取付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

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。

受付時間: 平日　　　 9:00～ 18:00
 土･日･祝日  9:00～ 17:00

※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

＜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

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。

お取付日から1年間

取付店
　・
販売店

TCF116型 / TCF226型
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