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2017年5月9日 

新商品 

洗い心地が向上した新開発「エアインワンダーウェーブ洗浄」搭載 

新「ウォシュレット※1 アプリコット」 
8月 1日（火）発売 

～リモコンには、日本レストルーム工業会の標準ピクトグラムを初採用～ 

TOTO株式会社（本社:福岡県北九州市、社長:喜多村 円）は、新開発の「エアインワンダーウェーブ洗浄」

およびトイレ空間脱臭機能「においきれい」を新搭載※2したシートタイプ温水洗浄便座の最上位モデル、新

「ウォシュレット アプリコット」を 2017年 8月 1日（火）に発売します。 

温水洗浄便座の根幹である「おしり洗浄」が進化しました。ワンダーウェーブ洗浄は１秒間に約 100個の水

玉を連射する吐水方式ですが、新開発の「エアインワンダーウェーブ洗浄」では、その水玉に空気を含ま

せることで一粒一粒を約 30％拡大し、洗い心地の「たっぷり感」がさらに向上しました。 

また、トイレ空間の脱臭機能「においきれい」をシートタイプのウォシュレットに新搭載。ニオイ成分（アンモ

ニア、トリメチルアミン）を「においきれいカートリッジ」に捕集して脱臭し、ニオイ成分は「きれい除菌水」で１

日に１回、使用が少ない時間帯に洗浄・除菌します。 

デザインも全面的にブラッシュアップ。隙間や凹凸を極力少なくしたデザインとなり、瞬間式※3 ならではの

薄い形状を更にすっきり美しく見せるだけでなく、「フチなしウォシュレット」が便器ラインに合った滑らかな

形状になるなど、お手入れもしやすくなっています。同時発売となる組み合わせ便器、新「ピュアレスト EX」
※4と組み合わせると、すっきり美しく納まります。 

操作リモコンには、一般社団法人日本レストルーム工業会が 2017年 1月に策定した「標準ピクトグラム」を

初採用。日本のトイレメーカーがピクトグラムを統一化していくことで、訪日外国人の方々ふくめ、誰もが操

作しやすいトイレを業界一丸となって目指します。 

右記写真の高解像度データをご用意しています。 
下記 URL より TOTO ホームページの「ニュースリリース」へ
アクセスいただき、当該ニュースリリースページよりダウンロ

ードいただけます。 
http://www.toto.co.jp/company/press/ 

【主な特長】 

①＜新開発＞「エアインワンダーウェーブ洗浄」……水玉に空気を含ませ、「おしり洗浄」の洗い心地向上 

②＜新搭載＞「においきれい」……トイレ空間のニオイ成分を捕集して脱臭 

③デザイン進化……隙間や凹凸を極力少なくした、すっきりと美しいデザイン 

④標準ピクトグラム採用……誰でも操作しやすいリモコン 

ウォシュレット アプリコット 
写真品番＝TCF4833AK#NW1 

アプリコット F3AW（オート便器洗浄タイプ）  

希望小売価格＝\179,000（税抜） 

※1：「ウォシュレット」は TOTO 株式会社の登録商標です。 ※2：「においきれい」は、2015 年 2 月発売のウォシュレット一体形便器「ネオレスト」（AH2W、
RH2W）より搭載されている機能です。 ※3：ウォシュレットには「瞬間式」と「貯湯式」の2種類があり、「貯湯式」はお湯を貯めるタンクを内蔵しているのでウォシ
ュレット本体の大きさが若干大きくなりますが、「瞬間式」は連続的にお湯をつくるしくみのため、貯湯式のような湯切れがなく、お湯を貯めるタンクが不要なた
め、ウォシュレット本体の大きさはコンパクトになります。※4：組み合わせ便器「ピュアレスト EX」の詳細は、2017年5月9日発信の同商品ニュースリリースを
ご覧ください。 
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● ● ― ― 

希望小売価格（税抜） 

＜新開発＞エアインワンダーウェーブ洗浄 

オート便器洗浄タイプ 
アプリコット F3AW 

179,000円 
アプリコット F3A 

169,000円 
アプリコット F2A 

139,000円 
アプリコット F1A 

119,000円 

レバー便器洗浄タイプ 
アプリコット F3W 

169,000円 
アプリコット F3 

159,000円 
アプリコット F2 

129,000円 
アプリコット F1 

109,000円 

においきれい 

瞬間暖房便座 

オート開閉 

● ― ― ― 

● ● ― ― 

リモコン便座・便ふた開閉 

温風乾燥 

● ● ― ― 

● ● ● ― 

主
な
個
別
機
能 

便器きれい／ノズルきれい 
清潔機能 

クリーン樹脂（クリーン便座※5           ／クリーンノズル／クリーンケース） 

フチなしウォシュレット 

おしり洗浄（「エアインワンダーウェーブ洗浄」技術採用） 

清掃機能 

おしりソフト洗浄／ビデ洗浄／ワイドビデ洗浄 
洗浄機能 

主
な
共
通
機
能 

 

 

 

洗浄水のスピードを周期的に変化させることで、一秒間に約 100個の水玉を連射するワンダーウェーブ洗

浄。その水玉に空気を含ませることで水の一粒一粒を約 30％拡大し、当たり心地のたっぷり感を向上させ

ました。 

 

 

［参考］ ワンダーウェーブ洗浄 

洗浄水のスピードを周期的に変化させ、先に出た遅い水に、

後から出た速い水がおしり付近で追いつくことで水玉を形成、

一秒間に約 100 個の水玉を連射する吐水方式。洗浄水を連

続して吐水する方式に比べて、少ない水量でパワフルな洗浄

力を実現します。 

 

 

NEW 

NEW 

NEW 

NEW NEW 

※5：瞬間暖房便座の便座表側（座面側）にもクリーン樹脂を新規採用  

※約 1/250,000 秒高速度撮影  
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＜新搭載＞においきれい （F3系のみ） 

トイレの 1日の使用時間を学習し、よく使用する約 1時間前から

作動※6。使用時間中、トイレ空間の気になるニオイ※7 を取り込

み、においきれいカートリッジに捕集して脱臭※8。捕集したニオ

イ成分は、「きれい除菌水」で 1日に 1回、使用が少ない時間に

洗浄・除菌※9します。 

 

 

※6：オート運転（初期設定）の動作です。入室のタイミングや使用パターンによっては作動していないことがあります。 ※7：主な成分（アンモニア・トリメチルアミン） ※8：試験機関：（株）

東レリサーチセンター・試験方法：1㎥試験空間で臭気の除去率を測定・脱臭方法：においきれいを作動・対象臭気：アンモニア・トリメチルアミン・試験結果：30分間で45%以上除去（TOTO

（株）の試験方法を基に、1水準で実施した結果。実使用での実証結果ではありません） ※9：試験機関：（一財）北里環境科学センター・試験方法：除菌水フィルターの除菌効果試験・除菌方

法：電解した水道水により洗浄・対象部分：除菌水フィルター・試験結果：99%以上（実使用での実証結果ではありません） 

「きれい除菌水」について 

「きれい除菌水※10」は水※11 に含まれる塩化物イ

オンを電気分解して作られる、除菌成分（次亜

塩素酸）を含む水です。薬品や洗剤を使わず、

水から作られます。時間がたつと、もとの水に戻

る※12ので、環境にやさしいのが特長です。 

 

 

※10：試験機関：（一財）北里環境科学センター 試験方法：電解水の除菌効力試験 除菌方法：電解した水道水と菌液を混合し除菌効果を確認 試験結果：99％以上（実使用での実
証結果ではありません） 効果効能：「きれい除菌水」は、汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。使用・環境条件（水質や対象物の材質・形状など）によって
は、効果が異なります。水道水を除菌したという意味ではありません。 ※11：水道水および飲用可能な井戸水（地下水）です。 ※12：試験機関：（一財）日本食品分析センター ※
13：試験機関：（一財）日本食品分析センター（ノズル表面全体および通水路・便器ボウル面の便器洗浄部）、（一財）北里環境科学センター（除菌水フィルター）試験方法：除菌効果
試験除菌方法：電解した水道水により洗浄対象部分：ノズル表面全体および通水路、便器ボウル面の便器洗浄部、除菌水フィルター試験結果：99％以上（実使用での実証結果で
はありません） ※14：試験機関：（一財）日本食品分析センター、（株）東レリサーチセンター ※15：試験機関：（一財）日本食品分析センター 

[参考] ノズルきれい、便器きれい 
 
「ウォシュレット アプリコット」には、「きれい除菌水※16」をつかった「ノズルきれ

い」および「便器きれい」機能が標準搭載されています。 

＜便器きれい＞ 

使用前に便器ボウル面にミスト（水）を自動でふきかけ、汚れを付きにくくしま

す（プレミスト）。さらに、トイレ使用後と 8 時間使用しない時には「きれい除菌

水」のミストを便器ボウル面に自動でふきかけることで、便器のきれいが長持

ちします。フチなし形状のセフィオンテクト便器との組み合わせの場合、使うた

びに自動で除菌※17し、汚れをつきにくくします。 

＜ノズルきれい＞ 

「ウォシュレット」使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、

トイレ使用後「きれい除菌水」が、ノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌※17。使

用していないときも定期的に洗浄することで、ノズルのきれいが長持ちします。 

 

※13 ※14 ※15 

※16：試験機関：（一財）北里環境科学センター 試験方法：電解水の除菌効力試験 除菌方法：電解した水道水と菌液を混合し除菌効果を確
認 試験結果：99％以上（実使用での実証結果ではありません） 効果効能：「きれい除菌水」は、汚れを抑制するもので清掃不要になるも
のではありません。使用・環境条件（水質や対象物の材質・形状など）によっては、効果が異なります。水道水を除菌したという意味ではあ
りません。※17：試験機関：（一財）日本食品分析センター（ノズル表面全体及び通水路・便器ボウル面の便器洗浄部）、試験方法：除菌効
果試験 除菌方法：電解した水道水により洗浄 対象部分：ノズル表面全体および通水路、便器ボウル面の便器洗浄部、試験結果：99％以
上（実使用での実証結果ではありません） 

「便器きれい」※イメージ 
 

「ノズルきれい」※イメージ 
 

「においきれい」※イメージ 
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デザインの進化 

凹凸や隙間などを極力少なくした洗練されたデザインになっています。同時発売となる新「ピュアレスト

EX」と組み合わせると、すっきりと美しく収まります。 

「フチなしウォシュレット」の形状も進化。お手入れのしづらい「ウォシュレット」のフチを極力なくし、便器ライ

ンと合った凹凸の少ない滑らかな形状で、拭き掃除もしやすくなっています。 

 

便器の流れに沿った 
便ふた形状 
 

隙間を減らし洗練された 
ライン形状 

便器ラインと合った 
フチなし形状 
 

標準ピクトグラムの採用 

操作リモコンに、一般社団法人日本レストルーム工業会が 2017 年 1 月に策定した「標準ピクトグラム」を

初採用。TOTO 独自機能（「eco 小」「おしりソフト洗浄」「ワイドビデ洗浄」など）についても、標準ピクトグラ

ムにあわせて新たに作成しました。日本のトイレメーカーが標準ピクトグラムを積極的に採用していくこと

で、訪日外国人の方々ふくめ、誰もが操作しやすいトイレを業界一丸となって目指します。 

新「ピュアレスト EX」と
組み合わせると、すっ
きり美しく納まります。 

日本レストルーム工業会が策定した 
標準ピクトグラム 

TOTO独自機能は、 
標準ピクトグラムに準じて 
新規作成 

＋ 

操作リモコン 

フチなしウォシュレット 

お手入れしづらい「ウォシュ
レット」のフチを極力なくし、
拭き掃除がしやすい凹凸の
少ない滑らかな形状 

便器洗浄（大） 便器洗浄（小） 

便ふた開閉 便座開閉 

おしり洗浄 ビデ洗浄 

乾燥 

止 

便器洗浄（eco小） 

おしりソフト洗浄 

ワイドビデ洗浄 
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 クリーン樹脂 

防汚効果の高いクリーン樹脂の採用範囲を拡大。

従来品はノズルと便座（瞬間暖房便座は裏面のみ）

でしたが、新商品では、瞬間暖房便座の表面（座

面）もふくめて便座全てと、ケース（ウォシュレット本

体）へも採用。汚れをはじくので、汚れてもサッとひ

とふきでお掃除できます。 

汚れの付き方 

（従来樹脂） 
汚れの付き方 

（クリーン樹脂） 


