
「エコシングル」「コンフォートウエーブ」はTOTO株式会社の登録商標です。

永くご愛用の水栓金具は

お取り替えが
おススメ!

小型の浄水カートリッジを
水栓本体に内蔵したタイプです。

標準タイプ（商品同梱品）
TH658S（1個入り）    ¥4,450
TH658-1S（3個入り）¥12,000
ろ過能力：５物質除去（農薬除去）
交換目安：約４カ月（10L /日の場合）

高性能タイプ（（オプション）
TH658-2（1個入り） ¥5,200
TH658-3（3個入り）¥14,700
ろ過能力：11物質除去
交換目安：約４カ月（10L /日の場合）

「ピタットくん」

左記、フリーダイヤルのほか、ＴＯＴＯパーツセンター
WEBショップ（QRコード）、WEBサイト
（https://jp.toto.com/support/purchase）
もしくは商品に同梱されている申込書からも簡単にお申し込みいただけます。
※浄水カートリッジ定期宅配サービスは、
　TOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンターが運営しています。

定期的にカートリッジをお届けし、交換忘れがないように
するためのサービスです。入会時の登録料および年会費は無料です。

TOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンター
カートリッジ定期宅配サービス（会員制） 入会金・

年会費
無料！

★ご指定の間隔でカートリッジをお届けします。
★ご指定月の前月に商品配送可否のご確認をします。

TEL 0120-8282-55　FAX 0120-8272-99
受付時間 平日9：00～18：00

土・日・祝日10：00～17：00
（夏期休暇・年末年始を除く）

カートリッジ定期宅配サービス（会員制）への申込方法

カートリッジの取り替え時期の目安

約４カ月（10L/日使用の場合）

TW11R　 ¥7,900
TW11RF   ¥7,900

ぜひお近くのショールームでお確かめください。
あなたもお近くの TOTOショールームへ足を運び、実際の
商品に触れてみてください。きっと知りたかったことや、
探していたものが見つかるはずです。

遊離残留塩素（カルキ）
水に含まれる有機物やアンモニア
などが塩素と反応し、発生します。

溶解性鉛
水道配管に使用されている
素材が原因になって水中に
溶け出した有害物質。

ミネラル成分そのまま通過

一般細菌
自然界に存在する
さまざまな細菌です。

微細な粒子
水中を浮遊している微粒子。

赤さび
配管の劣化などで
発生したさびです。

全自動洗濯機に最適な
緊急止水弁付き洗濯機用水栓も品揃え。

ホースが外れても
瞬時に止水。
全自動洗濯機との
組み合わせに最適です。

浄水カートリッジ交換もカンタン

古くなった浄水カート
リッジを取り出す。

ヘッドを左に回して
外す。

新しい浄水カートリッ
ジを差し込む。

ヘッドをグリップに
取り付けて交換完了。

浄水カートリッジ取り替え時期表示
浄水カートリッジ取り替え時期を
右側の窓で確認できます。
※浄水カートリッジを
　取り替える際、設定してください。
※浄水カートリッジの
　寿命は約4カ月です。
　（10L /日 使用の場合）

カビ臭（2-MIB）
富栄養化によって水中に
発生したプランクトンが
カビ臭物質を作るのが原因。

（寒冷地用）

浄水器付水栓浄水器付水栓

緊急止水弁付き洗濯機用水栓
「ピタットくん」

浄水カートリッジ（交換用）

※画像・イラストはイメージです。

活性炭フィルター　
カルキ臭・カビ臭・
溶解性鉛を
取り除きます。

赤さび・微細な粒子・
一般細菌などを取り除きます。

中空糸膜フィルター

ホースが
外れても
自動的に
止水

特長

活
性
炭

フ
ィ
ル
タ
ー

水
道
水

中
空
糸
膜

フ
ィ
ル
タ
ーおいしい水

ハンドシャワーなしハンドシャワー付

TKS05307J　¥42,200TKS05308J　¥52,800
TKS05308Z　¥52,800
（寒冷地用）

2021.1（K4-20 GE）

2021.2

商品のお求め、ご相談は当店へ

O-005

TOTO株式会社表示価格（2020年12月時点）はメーカー希望小売価格です。 
税抜き価格のみ表示しています。

当カタログ記載事項に関するご注意
●各商品は、仕様変更、価格改定となる場合があります。
●印刷物と実際の商品では、色や柄が多少異なって見える場
合があります。●実際の商品には、注意喚起や品番などのラ
ベルが貼付されている場合があります。●各商品は条件に
合った施工が必要です。施工、組立、設置については販売店、
または施工業者にご用命ください。●日本国内専用品です。

一般のお客様は お客様相談室へ　
受付時間：9：00～17：00
（夏期休暇・年末年始・当社所定の休日等を除く）

■商品のお問い合わせ・ご相談は

（トートー）

0120-03-1010 FAX
0120-09-1010



K IT
CHEN水とお湯の使い分けがスムーズで、

ガス料金を｢節約｣できます。

「節水」と「適度な刺激感」を
両立したシャワーです｡

台付き<1穴>タイプ

特長

台付き<2穴>タイプ 壁付きタイプ

シングル混合水栓 シングル混合水栓 シングル混合水栓

スタンダードタイプ

【スパウト長さ170 ㎜】

アーチハンドル

水とお湯の境に｢カチッ｣とクリック感。レバー中央部まで水が出ます｡

大粒の水玉をスイングしながら勢いよく吐水し、スプレーシャワーとミックスすることで、
適度な刺激のある浴び心地を実現。

BA
THROOM

約24%
節ガス

約48%約20%約35%

浄水機能付水栓
（ハンドシャワー
  ミクロソフト吐水タイプ）

従来シャワー
(最適流量：10L/分）

コンフォート
ウエーブシャワー
(最適流量：6.5L/分）

コンフォート
ウエーブクリックシャワー
(最適流量：6.5L/分）

コンフォートウエーブ
シャワー効果で クリック効果で

ホースが引き出しやすい
ハンドシャワー

水はねしにくい
ミクロソフトシャワーが進化

対象商品 対象商品

※最適流量による当社比

（ハンドシャワー
ミクロソフト吐水タイプ）

シングル混合水栓

特長

水はねしにく
さと洗浄力を
両立｡食器洗
いに便利な
シャワーです。

最適流量とは､（社）日本バルブ工業会の
定める方法に基づき、社内モニターにて
測定した｢一番使いやすいと感じる流量｣
であり､流量の上限を意味するものでは
ありません。お客様の使用状況によって
は節水量がばらつく場合があります。

エコシングル  水栓による節ガス効果

コンフォートウエーブ  シャワーによる節水効果

コンフォートウエーブシャワー

コンフォート
ウエーブめっき

コンフォート
ウエーブ

コンフォート
ウエーブクリック
（手元で出し止めできます
  洗髪やお掃除に便利！）

広い範囲に
勢いよく広がる水で
快適な浴び心地

コンフォートウエーブ３モードシャワー

３つの吐水モードを
選べる高機能シャワー

コンフォートウエーブ アクティブウエーブ ウォームピラー
「節水｣と｢適度な
刺激感｣

爽快な刺激感 お湯に包まれるような
新感覚のシャワーで
高い温まり効果

＜ウォームピラーの温まり効果＞

握る手になじむ
ハンドルデザイン

ミクロソフトシャワー 従来品

¥52,800TKS05308J
¥52,800TKS05308Z

¥59,900TKS05305J
¥62,400TKS05305Z

TKS05305J/Z

「節水」と「適度な刺激感」
を両立したシャワー

お取り替えしたその日から、すっきりピカピカ
しかもおトク！で快適

エコシングル水栓

TKS05301J ¥32,600 TKS05310J ¥34,700

大きななべも洗いやすい広々空間

対象商品 TKS05308J/Z TKS05305J/Z
TKS05301J TKS05310J
TKS05311J TKS05315J

お掃除しやすいすっきりデザイン

対象商品 TKS05308J/Z TKS05305J/Z
TKS05301J TKS05310J
TKS05311J TKS05315J

対象商品 TKS05308J/Z TKS05305J/Z
TKS05301J TKS05310J
TKS05311J TKS05315J

TKS05311J ¥29,700
TKS05315J ¥29,600

コンフォートウエーブシャワー

カチッ

湯水混合
湯

水

約35%
節水

約35%
節水

約48%
節水

約6,300円/年
従来のシングル混合水栓と比べて

水道代  約1,600円　
ガス代  約4,700円

おトク！

水道代  約5,500円（約7,500円）
ガス代  約10,200円（約14,000円）

（約21,500円）
おトク！

従来のシャワー＋サーモスタット
混合水栓と比べて
コンフォートウエーブシャワー使用時

※（ 　）はコンフォートウエーブクリックシャワーの場合

TKS05308J/Z

約15,700円/年

測定条件

胸部温度
38.7℃
39.8℃

℃
49.0

27.0

32.5

38.0

43.5

ウォームピラー
TBV03404J

従来シャワー
TMHG40CR

マネキン胸部に
300mm離した状態
で水を流し吐水10
秒後の温度を測定
室温：22℃～24℃
水温：42℃
流量：8.3L／分

シャワーヘッドがコンパクトなので持ち
やすく、スッとスムーズに引き出せます。

節湯
C1

節湯
B

約24%
約9%約17%

従来
シングル混合水栓
（最適流量：6L/分）

年
間
ガ
ス
使
用
量

節湯B
シングル混合水栓
（最適流量：5L/分）

節湯C1　節湯B
エコシングル水栓
（最適流量：5L/分）

節湯B効果で 節湯C1効果で

87.6m395.7m3115.3m3

シャワーヘッド
コンフォートウエーブ
３モードめっき

TBV03404J/Z
¥58,600/ ¥61,900
TBV03403J/Z
¥54,400/ ¥57,700
TBV03401J/Z
¥43,800/ ¥47,100
TBV03402J/Z
¥54,400/ ¥57,700

コンフォートウエーブ
めっき

コンフォートウエーブ

コンフォートウエーブ
クリック

品番・希望小売価格

節湯
B

節湯
B1

節湯
B

節湯
B1

節湯
B

節湯
B1

節湯
A1

節湯
AB

節湯
B1

シャワーヘッド
コンフォートウエーブ
３モードめっき

TBV03448J/Z
¥58,600/ ¥61,900
TBV03447J/Z
¥54,400/ ¥57,700
TBV03445J/Z
¥43,800/ ¥47,100
TBV03446J/Z
¥54,400/ ¥57,700

コンフォートウエーブ
めっき

コンフォートウエーブ

コンフォートウエーブ
クリック

品番・希望小売価格

節湯
B

節湯
B1

節湯
B

節湯
B1

節湯
B

節湯
B1

節湯
A1

節湯
AB

節湯
B1

シャワーヘッド
コンフォートウエーブ
３モードめっき

TBV03417J/Z
¥67,900/ ¥70,300
TBV03416J/Z
¥63,700/ ¥66,000
TBV03414J/Z
¥53,100/ ¥55,400
TBV03415J/Z
¥63,700/ ¥66,000

コンフォートウエーブ
めっき

コンフォートウエーブ

コンフォートウエーブ
クリック

品番・希望小売価格

節湯
B

節湯
B1

節湯
B

節湯
B1

節湯
B

節湯
B1

節湯
A1

節湯
AB

節湯
B1

【スパウト長さ70㎜】

（2020.12月現在）
※消費税率10％で試算しています。

〈試算条件〉

設定（共通）
●年間使用日数  365日
●使用料金 〈水道〉＝265 円［税込］/m3　
＊（一社）日本バルブ工業会より　
〈ガス〉＝168 円［税込］/m3　
＊（一社）日本バルブ工業会より

浴室用水栓（シャワー）
●設定条件（従来水栓の場合）年間水使用量＝約58,690L 年間ガス使用量＝約174.1㎥

タイプ 仕様（削減率）
従来 サーモ水栓＋10Ｌ/ 分シャワー※1

①節湯Ａ1 / A 手元一時止水機能あり（20％）
②節湯Ｂ1 / B 8.5L /分以下節水シャワー（15％）

③コンフォートウエーブシャワ― 6.5Ｌ/ 分（35％）
①③ ①と③の組み合わせ（48％）

※（国研）建築研究所 平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能
の評価に関する技術情報（住宅）」における、「東京・4人世帯」の条件にて算出。

※1 1994～ 1997年商品
（TM245CS）※節湯A1、B1
の仕様は建築物エネル
ギー消費性能基準にて定
められた節湯水栓の構造
または性能に基づく。節湯
A、Bの仕様は（一社）日本
バルブ工業会節湯水栓の
定義と節湯種類および節
湯効果に基づく。③は社
内モニターによる参考値。
（詳細はWEBサイトをご覧
ください。）

キッチン用水栓
●設定条件（従来水栓の場合）年間水使用量＝約35,806L 年間ガス使用量＝約115.3㎥

仕様（削減率）
整流吐水シングル混合水栓※1

5L /分以下節水シングル（17％）
水優先吐水機能あり（9％）※2

タイプ
従来

①節湯 B
②節湯 C1
①② ①と②の組み合わせ（24％）

※（国研）建築研究所 平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の
評価に関する技術情報（住宅）」における、「東京・4人世帯」の条件にて算出。

※1 1985～1997年商品（TK231）※２ 節湯C1
の削減率は地域によって異なり、左記の削減
率は東京が含まれる“地域 6” の値。※節湯C1
の仕様は建築物エネルギー消費性能基準に
て定められた節湯水栓の構造に基づく。節湯B
の仕様は（一社）日本バルブ工業会節湯水栓
の定義と節湯種類および節湯効果に基づく。
（詳細はWEBサイトをご覧ください。）

一般地・寒冷地共用 一般地・寒冷地共用 一般地・寒冷地共用

継ぎ目を減らし、汚れのふき取りやすさ
に配慮したゆるやかなカーブで
仕上げました。

手にフィットする形状で
ハンドル操作しやすくなりました。
また、なめらかなハンドル操作が
持続し、快適に使えます。

吐水口の下には深く広 し々たスペースを。
大きな調理道具もゆったり洗えます。

約3.8万ℓ 約3.0万ℓ約5.8万ℓ

TKS05305J/ZTKS05308J/Z



K IT
CHEN水とお湯の使い分けがスムーズで、

ガス料金を｢節約｣できます。

「節水」と「適度な刺激感」を
両立したシャワーです｡

台付き<1穴>タイプ

特長

台付き<2穴>タイプ 壁付きタイプ

シングル混合水栓 シングル混合水栓 シングル混合水栓

スタンダードタイプ

【スパウト長さ170 ㎜】

アーチハンドル

水とお湯の境に｢カチッ｣とクリック感。レバー中央部まで水が出ます｡

大粒の水玉をスイングしながら勢いよく吐水し、スプレーシャワーとミックスすることで、
適度な刺激のある浴び心地を実現。

BA
THROOM

約24%
節ガス

約48%約20%約35%

浄水機能付水栓
（ハンドシャワー
  ミクロソフト吐水タイプ）

従来シャワー
(最適流量：10L/分）

コンフォート
ウエーブシャワー
(最適流量：6.5L/分）

コンフォート
ウエーブクリックシャワー
(最適流量：6.5L/分）

コンフォートウエーブ
シャワー効果で クリック効果で

ホースが引き出しやすい
ハンドシャワー

水はねしにくい
ミクロソフトシャワーが進化

対象商品 対象商品

※最適流量による当社比

（ハンドシャワー
ミクロソフト吐水タイプ）

シングル混合水栓

特長

水はねしにく
さと洗浄力を
両立｡食器洗
いに便利な
シャワーです。

最適流量とは､（社）日本バルブ工業会の
定める方法に基づき、社内モニターにて
測定した｢一番使いやすいと感じる流量｣
であり､流量の上限を意味するものでは
ありません。お客様の使用状況によって
は節水量がばらつく場合があります。

エコシングル  水栓による節ガス効果

コンフォートウエーブ  シャワーによる節水効果

コンフォートウエーブシャワー

コンフォート
ウエーブめっき

コンフォート
ウエーブ

コンフォート
ウエーブクリック
（手元で出し止めできます
  洗髪やお掃除に便利！）

広い範囲に
勢いよく広がる水で
快適な浴び心地

コンフォートウエーブ３モードシャワー

３つの吐水モードを
選べる高機能シャワー

コンフォートウエーブ アクティブウエーブ ウォームピラー
「節水｣と｢適度な
刺激感｣

爽快な刺激感 お湯に包まれるような
新感覚のシャワーで
高い温まり効果

＜ウォームピラーの温まり効果＞

握る手になじむ
ハンドルデザイン

ミクロソフトシャワー 従来品

¥52,800TKS05308J
¥52,800TKS05308Z

¥59,900TKS05305J
¥62,400TKS05305Z

TKS05305J/Z

「節水」と「適度な刺激感」
を両立したシャワー

お取り替えしたその日から、すっきりピカピカ
しかもおトク！で快適

エコシングル水栓

TKS05301J ¥32,600 TKS05310J ¥34,700

大きななべも洗いやすい広々空間

対象商品 TKS05308J/Z TKS05305J/Z
TKS05301J TKS05310J
TKS05311J TKS05315J

お掃除しやすいすっきりデザイン

対象商品 TKS05308J/Z TKS05305J/Z
TKS05301J TKS05310J
TKS05311J TKS05315J

対象商品 TKS05308J/Z TKS05305J/Z
TKS05301J TKS05310J
TKS05311J TKS05315J

TKS05311J ¥29,700
TKS05315J ¥29,600

コンフォートウエーブシャワー

カチッ

湯水混合
湯

水

約35%
節水

約35%
節水

約48%
節水

約6,300円/年
従来のシングル混合水栓と比べて

水道代  約1,600円　
ガス代  約4,700円

おトク！

水道代  約5,500円（約7,500円）
ガス代  約10,200円（約14,000円）

（約21,500円）
おトク！

従来のシャワー＋サーモスタット
混合水栓と比べて
コンフォートウエーブシャワー使用時

※（ 　）はコンフォートウエーブクリックシャワーの場合

TKS05308J/Z

約15,700円/年

測定条件

胸部温度
38.7℃
39.8℃

℃
49.0

27.0

32.5

38.0

43.5

ウォームピラー
TBV03404J

従来シャワー
TMHG40CR

マネキン胸部に
300mm離した状態
で水を流し吐水10
秒後の温度を測定
室温：22℃～24℃
水温：42℃
流量：8.3L／分

シャワーヘッドがコンパクトなので持ち
やすく、スッとスムーズに引き出せます。

節湯
C1

節湯
B

約24%
約9%約17%

従来
シングル混合水栓
（最適流量：6L/分）

年
間
ガ
ス
使
用
量

節湯B
シングル混合水栓
（最適流量：5L/分）

節湯C1　節湯B
エコシングル水栓
（最適流量：5L/分）

節湯B効果で 節湯C1効果で

87.6m395.7m3115.3m3

シャワーヘッド
コンフォートウエーブ
３モードめっき

TBV03404J/Z
¥58,600/ ¥61,900
TBV03403J/Z
¥54,400/ ¥57,700
TBV03401J/Z
¥43,800/ ¥47,100
TBV03402J/Z
¥54,400/ ¥57,700

コンフォートウエーブ
めっき

コンフォートウエーブ

コンフォートウエーブ
クリック

品番・希望小売価格

節湯
B

節湯
B1

節湯
B

節湯
B1

節湯
B

節湯
B1

節湯
A1

節湯
AB

節湯
B1

シャワーヘッド
コンフォートウエーブ
３モードめっき

TBV03448J/Z
¥58,600/ ¥61,900
TBV03447J/Z
¥54,400/ ¥57,700
TBV03445J/Z
¥43,800/ ¥47,100
TBV03446J/Z
¥54,400/ ¥57,700

コンフォートウエーブ
めっき

コンフォートウエーブ

コンフォートウエーブ
クリック

品番・希望小売価格

節湯
B

節湯
B1

節湯
B

節湯
B1

節湯
B

節湯
B1

節湯
A1

節湯
AB

節湯
B1

シャワーヘッド
コンフォートウエーブ
３モードめっき

TBV03417J/Z
¥67,900/ ¥70,300
TBV03416J/Z
¥63,700/ ¥66,000
TBV03414J/Z
¥53,100/ ¥55,400
TBV03415J/Z
¥63,700/ ¥66,000

コンフォートウエーブ
めっき

コンフォートウエーブ

コンフォートウエーブ
クリック

品番・希望小売価格

節湯
B

節湯
B1

節湯
B

節湯
B1

節湯
B

節湯
B1

節湯
A1

節湯
AB

節湯
B1

【スパウト長さ70㎜】

（2020.12月現在）
※消費税率10％で試算しています。

〈試算条件〉

設定（共通）
●年間使用日数  365日
●使用料金 〈水道〉＝265 円［税込］/m3　
＊（一社）日本バルブ工業会より　
〈ガス〉＝168 円［税込］/m3　
＊（一社）日本バルブ工業会より

浴室用水栓（シャワー）
●設定条件（従来水栓の場合）年間水使用量＝約58,690L 年間ガス使用量＝約174.1㎥

タイプ 仕様（削減率）
従来 サーモ水栓＋10Ｌ/ 分シャワー※1

①節湯Ａ1 / A 手元一時止水機能あり（20％）
②節湯Ｂ1 / B 8.5L /分以下節水シャワー（15％）

③コンフォートウエーブシャワ― 6.5Ｌ/ 分（35％）
①③ ①と③の組み合わせ（48％）

※（国研）建築研究所 平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能
の評価に関する技術情報（住宅）」における、「東京・4人世帯」の条件にて算出。

※1 1994～ 1997年商品
（TM245CS）※節湯A1、B1
の仕様は建築物エネル
ギー消費性能基準にて定
められた節湯水栓の構造
または性能に基づく。節湯
A、Bの仕様は（一社）日本
バルブ工業会節湯水栓の
定義と節湯種類および節
湯効果に基づく。③は社
内モニターによる参考値。
（詳細はWEBサイトをご覧
ください。）

キッチン用水栓
●設定条件（従来水栓の場合）年間水使用量＝約35,806L 年間ガス使用量＝約115.3㎥

仕様（削減率）
整流吐水シングル混合水栓※1

5L /分以下節水シングル（17％）
水優先吐水機能あり（9％）※2

タイプ
従来

①節湯 B
②節湯 C1
①② ①と②の組み合わせ（24％）

※（国研）建築研究所 平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の
評価に関する技術情報（住宅）」における、「東京・4人世帯」の条件にて算出。

※1 1985～1997年商品（TK231）※２ 節湯C1
の削減率は地域によって異なり、左記の削減
率は東京が含まれる“地域 6” の値。※節湯C1
の仕様は建築物エネルギー消費性能基準に
て定められた節湯水栓の構造に基づく。節湯B
の仕様は（一社）日本バルブ工業会節湯水栓
の定義と節湯種類および節湯効果に基づく。
（詳細はWEBサイトをご覧ください。）

一般地・寒冷地共用 一般地・寒冷地共用 一般地・寒冷地共用

継ぎ目を減らし、汚れのふき取りやすさ
に配慮したゆるやかなカーブで
仕上げました。

手にフィットする形状で
ハンドル操作しやすくなりました。
また、なめらかなハンドル操作が
持続し、快適に使えます。

吐水口の下には深く広 し々たスペースを。
大きな調理道具もゆったり洗えます。

約3.8万ℓ 約3.0万ℓ約5.8万ℓ

TKS05305J/ZTKS05308J/Z



「エコシングル」「コンフォートウエーブ」はTOTO株式会社の登録商標です。

永くご愛用の水栓金具は

お取り替えが
おススメ!

小型の浄水カートリッジを
水栓本体に内蔵したタイプです。

標準タイプ（商品同梱品）
TH658S（1個入り）    ¥4,450
TH658-1S（3個入り）¥12,000
ろ過能力：５物質除去（農薬除去）
交換目安：約４カ月（10L /日の場合）

高性能タイプ（（オプション）
TH658-2（1個入り） ¥5,200
TH658-3（3個入り）¥14,700
ろ過能力：11物質除去
交換目安：約４カ月（10L /日の場合）

「ピタットくん」

左記、フリーダイヤルのほか、ＴＯＴＯパーツセンター
WEBショップ（QRコード）、WEBサイト
（https://jp.toto.com/support/purchase）
もしくは商品に同梱されている申込書からも簡単にお申し込みいただけます。
※浄水カートリッジ定期宅配サービスは、
　TOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンターが運営しています。

定期的にカートリッジをお届けし、交換忘れがないように
するためのサービスです。入会時の登録料および年会費は無料です。

TOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンター
カートリッジ定期宅配サービス（会員制） 入会金・

年会費
無料！

★ご指定の間隔でカートリッジをお届けします。
★ご指定月の前月に商品配送可否のご確認をします。

TEL 0120-8282-55　FAX 0120-8272-99
受付時間 平日9：00～18：00

土・日・祝日10：00～17：00
（夏期休暇・年末年始を除く）

カートリッジ定期宅配サービス（会員制）への申込方法

カートリッジの取り替え時期の目安

約４カ月（10L/日使用の場合）

TW11R　 ¥7,900
TW11RF   ¥7,900

ぜひお近くのショールームでお確かめください。
あなたもお近くの TOTOショールームへ足を運び、実際の
商品に触れてみてください。きっと知りたかったことや、
探していたものが見つかるはずです。

遊離残留塩素（カルキ）
水に含まれる有機物やアンモニア
などが塩素と反応し、発生します。

溶解性鉛
水道配管に使用されている
素材が原因になって水中に
溶け出した有害物質。

ミネラル成分そのまま通過

一般細菌
自然界に存在する
さまざまな細菌です。

微細な粒子
水中を浮遊している微粒子。

赤さび
配管の劣化などで
発生したさびです。

全自動洗濯機に最適な
緊急止水弁付き洗濯機用水栓も品揃え。

ホースが外れても
瞬時に止水。
全自動洗濯機との
組み合わせに最適です。

浄水カートリッジ交換もカンタン

古くなった浄水カート
リッジを取り出す。

ヘッドを左に回して
外す。

新しい浄水カートリッ
ジを差し込む。

ヘッドをグリップに
取り付けて交換完了。

浄水カートリッジ取り替え時期表示
浄水カートリッジ取り替え時期を
右側の窓で確認できます。
※浄水カートリッジを
　取り替える際、設定してください。
※浄水カートリッジの
　寿命は約4カ月です。
　（10L /日 使用の場合）

カビ臭（2-MIB）
富栄養化によって水中に
発生したプランクトンが
カビ臭物質を作るのが原因。

（寒冷地用）

浄水器付水栓浄水器付水栓

緊急止水弁付き洗濯機用水栓
「ピタットくん」

浄水カートリッジ（交換用）

※画像・イラストはイメージです。

活性炭フィルター　
カルキ臭・カビ臭・
溶解性鉛を
取り除きます。

赤さび・微細な粒子・
一般細菌などを取り除きます。

中空糸膜フィルター

ホースが
外れても
自動的に
止水

特長

活
性
炭

フ
ィ
ル
タ
ー

水
道
水

中
空
糸
膜

フ
ィ
ル
タ
ーおいしい水

ハンドシャワーなしハンドシャワー付

TKS05307J　¥42,200TKS05308J　¥52,800
TKS05308Z　¥52,800
（寒冷地用）

2021.1（K4-20 GE）

2021.2

商品のお求め、ご相談は当店へ

O-005

TOTO株式会社表示価格（2020年12月時点）はメーカー希望小売価格です。 
税抜き価格のみ表示しています。

当カタログ記載事項に関するご注意
●各商品は、仕様変更、価格改定となる場合があります。
●印刷物と実際の商品では、色や柄が多少異なって見える場
合があります。●実際の商品には、注意喚起や品番などのラ
ベルが貼付されている場合があります。●各商品は条件に
合った施工が必要です。施工、組立、設置については販売店、
または施工業者にご用命ください。●日本国内専用品です。

一般のお客様は お客様相談室へ　
受付時間：9：00～17：00
（夏期休暇・年末年始・当社所定の休日等を除く）

■商品のお問い合わせ・ご相談は

（トートー）

0120-03-1010 FAX
0120-09-1010


	表紙
	エコシングル水栓
	コンフォートウエーブシャワー
	浄水器付水栓／ピタットくん／事業所表示

