
◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品の見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)
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シャワートイレ一体型 サティス GBC-S12S・DV-S424A-R

写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。



◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品の見本でお確かめください。
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・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)
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シャワートイレ一体型 サティス GBC-S12S・DV-S424A-R

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

棚付２連紙巻器ならストックが一つ置けるだけでなく、

さまざまな使い勝手に対応できます。

棚付２連紙巻器(ワンタッチ式)

紙巻器

汚れがつきにくく、お掃除ラクラクで“キレイ”機能一覧

リモコン

継ぎ目がないから

さっとひと拭き

キレイ便座

キレイ陶器

黄ばみ黒ずみで悩まない！

汚れにくい便器です

サティスは全グレードにお掃除ラクラク機能を搭載した

「きれいトイレ」です。

プロガード

ハイパーキラミック（ISO準拠）

まる洗い洗浄　　汚れカット形状

機能部がリフトアップ！

すき間のお掃除も

ラクラク

お掃除リフトアップ

気になるノズル周辺の汚れを

しっかりカバー
スッキリノズルシャッター

ノズル先端着脱

ノズルそうじ・ノズルお掃除モード

ノズルオートクリーニング

キレイノズル

世界最小寸法650㎜ 、コンパクトはそのまま

サティスがさらに美しく「キレイ」になりました。

凹凸をなくした、シャープなシ

ルエット。ホコリや汚れがたま

りにくく、拭き掃除がラクに。

※2010年１月現在、便器前出寸法
（タンクレスシャワートイレ一体型便器
　において）

※床上排水タイプは670mmとなります。

シンプル＆コンパクトデザインで“キレイ”
※

従来のタンク付トイレよりも

奥行寸法が140mm短いタンク

レス。動作空間が35％も広が

って（奥行1,200mmの空間の

場合）、これまで0.4坪では難

しかった手洗器やカウンター

手すりなどを付けても、スペ

ースはゆったり。しっかりと

手が洗えます。

便座から立ち上がると

センサーが自動的に大小を

判別して便器を洗浄します。

フルオート便器洗浄

ビデ洗浄にはおしりとは別の

女性専用『レディスノズル』、

女性にやさしい安心・清潔設計。

女性専用『レディスノズル』

※写真はサティスDVS420型のノズルです。

コフレルスリム(埋込) ハンドル水栓タイプ

トイレ手洗

CF-A63KU ※イメージGL-DA82VCHB

■■■　 洗浄機能　 ■■■

おしり洗浄（ﾊﾟﾜﾌﾙ・ﾏｲﾙﾄﾞ）

ビデ洗浄（泡沫ソフト）

おしりワイド S洗浄

おしりワイド洗浄

おしりマッサージ洗浄

スーパーワイドビデ洗浄

ワイドビデ洗浄

ノズル位置調節

■■■　 快適機能　 ■■■

ﾌﾙｵｰﾄ便器洗浄 (男子小洗浄なし )

暖房便座

スローダウン便座

Wパワー脱臭 (２モード )

ターボ脱臭

便座ヒーターオート OFF

着座センサー

リモコン

点字対応　※ｽﾏｰﾄﾘﾓｺﾝは対応なし

■■■　 清潔機能　 ■■■

まる洗い洗浄

お掃除リフトアップ（手動）

女性専用レディスノズル

スッキリノズルシャッター

ノズルお掃除モード

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

プロガード

ﾊｲﾊﾟｰｷﾗﾐｯｸ(ISO 抗菌準拠 )

抗菌樹脂 (ISO 抗菌準拠 )

スーパー節電

ワンタッチ節電 (8h)

■■■　 省エネ機能　 ■■■

電源スイッチ

超節水 ECO5（大 5L、小 4L）

超節水ＥＣＯ５で水道代を節約

エコロジーで地球環境が“キレイ”

※1989～2001年発売品

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日でオフロ１杯分以上

(280L)節約できます。

■スーパー節電

■ワンタッチ節電

セットしてから８時間温水と便座を切にした後、

設定温度に戻ります。

便フタが閉じている間は、２４時間ずっと暖房便

座と温水を省エネ温度で節電します。

スーパー節電とワンタッチ節電(８ｈ)の併用で、
電気料金大幅節約！

低流動圧対応ブースターを内蔵。

不足している水圧をブースター

で補って洗浄することにより、

設置できる範囲が大幅に広がり

ました。水圧が低い環境でも安

心してお使いいただけます。

きれいトイレは設置場所を選びません
低流動圧対応
ブースター

◎ターボ脱臭
　 リモコンのボタンを押すと強力脱臭。

◎Ｗパワー脱臭
　 １.着座するとセンサーが感知し脱臭

　 　 を開始。

　 ２.使用後にはさらに臭いを吸引。

Ｗパワー脱臭（2モード）+ターボ脱臭

「細くて強力」と「幅広くやわ

らか」の２種類の洗い心地が

選べます。

おしり洗浄（パワフル・マイルド）

※写真はサティスDVS400型のノズルです。

パワフル マイルド

従来のワイドビデより広い範

囲をよりデリケートにしっか

り洗えます。

スーパーワイドビデ洗浄

インテリアリモコン

埋込ならではの収納力。キャビネット

内の網棚は、収納する物に合わせて

２段階の高さに取り付けられます。

コンパクトでも収納力しっかり。 シャワートイレのリモコンとの組合せが可能な紙巻器収納イメージ

つぎ目のない手洗器で、汚れが

たまりにくく、お手入れも簡単

です。

◆お掃除ラクラク

操作しやすいレバーハンドル

タイプです。

片手簡単にペーパーの交換が

できます。

片手でペーパーのカットが

できます。

◆ハンドル水栓 ◆ワンタッチ式 ◆ワンハンドカット

トイレットペーパー×２

洗剤×２

ブラシ×１

※写真はイメージです。


