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トイレ
リフォームカルテ

110 0%満足できるリフォームのために、
わが家のトイレを事前にチェック。

トイレリフォームカルテ

100%満足できるトイレリフォームのために

イメージ通りのトイレ空間が完成!

お気に入りの
小物や本を
置いておきたい

お掃除道具を
しっかり
しまいたい

将来に備えて、
手すりの設置も
検討したい

0.750.50.4

プランニングガイド



トイレがステキだと、お家全体がステキに感じるもの。トイレがステキだと、お家全体がステキに感じるもの。

お掃除のしやすさや使いやすさ、節水など、お掃除のしやすさや使いやすさ、節水など、

トイレの機能アップももちろん重要ですが、トイレの機能アップももちろん重要ですが、

家族もお客様も気持ちよく使えて、家族もお客様も気持ちよく使えて、

家族みんなが満足するために、家族みんなが満足するために、

リフォーム後の完成の姿をイメージして考えることも大切です。リフォーム後の完成の姿をイメージして考えることも大切です。

わが家のトイレ、
どんなステキな空間に
したいですか?
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おすすめアクセサリー
トイレ空間を、さらに便利に快適に。 トイレリフォーム現場調査シート

［タンクレス・密結タンク式便器からのリフォーム用］

記入日： 年  月  日お客様名： 様

現在設置されている便器の確認

給排水の位置およびトイレ内の寸法の確認

プラス１リフォーム・・・さらに快適にするために・・・



不 満
44%

満 足
56%

トイレをリフォームした人、500人に聞きました!

満足のいくトイレリフォームのポイントは…

Qトイレリフォームの目的は?
多くの人が「掃除のしやすさ」や「節水」といった
トイレの機能アップを重視する人が多いようです。

N=500（自社調べ）

掃除の
しやすさ

節水機能

汚れの
つきにくさ

デザイン

サイズ・
大きさ

0％ 20％ 40％ 60％

トイレ購入時に重視したポイント

Q リフォーム後の満足度は?
でも、実際にリフォームした結果、
100%の人が満足しているわけではないのが実情です。

具体的には…

以前と
変わり映えしなかった。変わり映えしなかった。
別手洗別手洗にすれば良かった。

収納収納も設置すれば良かった。

トイレの機能だけでなく、空間全体で考えること。
まずは、リフォーム後の姿をイメージすることが大切です。

トイレを
よくしたい

65%

その他の
きっかけ

35%

露出している
給水管

モノが
いっぱい

凹凸のある
トイレ
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おすすめトイレ空間おすすめトイレ空間
毎日が、ステキに心地よく。毎日が、ステキに心地よく。

従来のトイレより奥行寸法が140mm短い

世界最小タンクレス。動作空間が広がって、ゆ

とりのスペースを実現します。

シンプルなデザインだから、どんなトイレ空

間にも調和。すっきり空間に個性を加えた３

タイプをご用意しました。

お好みの手洗い器や収納と組み合わせて、

空間を自由にコーディネートできます。コン

パクトなサティスなら、手洗器などを付けて

もスペースはすっきり。

サイドベース
キャビネット

※詳しくは専用カタログをご参照ください。

※SATIS Sタイプ、SATIS Eタイプの場合

手洗カウンター

空間広々のコンパクト設計。 選べるすっきり3タイプ。

すっきり、スマートに。

すっきり、上品に。

すっきり、気軽に。

手洗器や収納とコーディネート。

すっきり広々としたすっきり広々とした
トイレにしたい！トイレにしたい！

最新のオシャレな最新のオシャレな
トイレにしたい！トイレにしたい！

ゆったりくつろげるゆったりくつろげる
トイレにしたい！トイレにしたい！

お客様に自慢できるお客様に自慢できる
トイレにしたい！トイレにしたい！

従来品790mm

650mm

この上ない、すっきり。この上ない、すっきり。タンクレストイレ サティス
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※詳しくは専用カタログをご参照ください。

便器を取り替えるだけで、パッとすっきり。既

存の給排水管をそのまま利用して、スピー

ディーにリフォームが完了。

キャビネットに、タンクや止水栓を隠して空

間すっきり。ローシルエットなので圧迫感も

なく、空間が広く感じます。

キャビネットのコーナーに手洗器を配置。カ

ウンターにはお好みの小物を飾れます。ペー

パーや洗剤類もすっきり収納できます。

取り替えるだけで、空間すっきり。 ローシルエットで、空間広々。 便利な手洗器＆収納付き。

見た目がすっきりした見た目がすっきりした
トイレにしたい！トイレにしたい！

長い時間トイレが長い時間トイレが
使えないのは困る！使えないのは困る！

使い勝手も
よくしたい！よくしたい！

パッと交換。空間すっきり。パッと交換。空間すっきり。キャビネット付トイレ リフォレ

トイレ選びのポイントは、
広くなって、明るくなって、「すっきり」することです。
LIXILのサティスやリフォレなら、リフォームでトイレ空間が「すっきり」に。
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プラズマクラスターマーク及びプラ
ズマクラスター、Plasmaclusterは、
シャープ株式会社の商標です。

鉢内除菌
プラズマクラスターイオンが、便

座裏や便器内を除菌。においの

発生を抑えます。

お掃除リフトアップ
便座が上がってしっかり拭ける。

すき間汚れも奥まで楽に拭き取

れます。

キレイ便座
汚れが入りやすいつぎ目がなく、

便座裏の汚れもサッとひと拭き

でキレイに。

まる洗い洗浄
水流がぐるりとしっかり回り、ま

るごと汚れを洗い流す理想の

洗浄方式です。

写真は洗浄イメージです。

お掃除ラクラク。お掃除ラクラク。

※タイプ・グレードによって搭載機能が異なります。

おしりノズル

レディスノズル

レディスノズル
ビデ洗浄とおしり洗浄のノズ

ルを別々に。女性にやさしい安

心・清潔設計です。

フルオート便座
手を触れることなく、自動でフ

タを開け閉め。開けっ放しをな

くします。

フルオート便器洗浄
便座から立ち上がるだけで自

動的に便器を洗浄。流し忘れの

心配もありません。

快適さもアップ。

超節水便器でエコノミー
少ない洗浄水量ながら強力に洗い流す超節水便器。住宅の中で最も水を使う場

所なので、超節水ECO4なら年間約14,700円、ECO5トイレなら年間約13,800円、

ECO6トイレなら年間約12,000円も水道料金がお得!!

ECO4便器（大4L/小3.3L）

ECO5便器（大5L/小3.8L）

ECO6便器（大6L/小5L）

約75,900

約30,700 約23,900

60 69

約20,300

73

従来品
（1989～2001年発売品）
［大13L］

ECO6便器
［大6L/小5L］

ECO5便器
［大5L/小3.8L］

ECO4便器
［大4L/小3.3L］

ECO6では年間約12,000円節約できます。

ECO5では年間約13,800円節約できます。

ECO4では年間約14,700円節約できます。

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使
用した場合で算出。【引用元】省エネ・防犯住宅推進アプローチブック【単価】
上下水道：265円/㎥(税込)※消費税率5％

かしこく節水。

節水

充実の最新機能充実の最新機能
トイレをキレイに快適に。省エネにもしっかり配慮。トイレをキレイに快適に。省エネにもしっかり配慮。
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トイレがステキだと、お家全体がステキに感じるもの。

お掃除のしやすさや使いやすさ、節水など、

トイレの機能アップももちろん重要ですが、

家族もお客様も気持ちよく使えて、

家族みんなが満足するために、

リフォーム後の完成の姿をイメージして考えることも大切です。

わが家のトイレ、
どんなステキな空間に
したいですか? アッパーキャビネット ミドルキャビネット

18個入りトイレットペーパーを梱包の

まま、まるごと収納できます。

トイレットペーパーなら15個までを

すっきり収納できます。

キャパシア
さまざまなユニットを組み合わせて思

い通りの空間に。トイレ空間に最適な

工夫が詰まったセミオーダー手洗器。

コフレル
狭いトイレにすっきり納まる手洗キャ

ビネット。収納しっかりでトイレ空間を

充実活用できます。

コーナー手洗
キャビネット
空間を有効的に使えるコーナー置き。

0.5坪空間でもゆったり手洗いがで

きます。

おすすめアクセサリーおすすめアクセサリー
トイレ空間を、さらに便利に快適に。トイレ空間を、さらに便利に快適に。

手洗器

エコカラットプラス ワンタッチパネル

後付棚手すり
短時間で強固に手すりの取付けが可能な

リフォーム用棚手すりです。

手すり

収納

※設置場所の条件や、パネルサイズによって効果が十分に発揮できない場合があります。

収納：小手洗：小

収納：小手洗：小

収納：中手洗：小

収納：大手洗：小

手洗：大 収納：大 手洗：大 収納：大

エコカラットプラス ワンタッチパネルが、
絵を飾るように空間を彩り、気になる湿気やニオイを抑制します。

エコカラットプラスとは、快適な湿度を保ち、気になるニオイや有害な物質も低減する、インテリア建材です。

●スペースに合わせて自由に

背面に 側面に 側面に

●エコカラットプラス ワンタッチパネル 施工方法

❶留め金具を取付けて ❷パネルをかけて ❸カチッと留めるだけ
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トイレリフォーム現場調査シート
［タンクレス・密結タンク式便器からのリフォーム用］

記入日： 年  月  日お客様名： 様

現在設置されている便器の確認

給排水の位置およびトイレ内の寸法の確認

プラス１リフォーム・・・さらに快適にするために・・・



トイレがステキだと、お家全体がステキに感じるもの。

お掃除のしやすさや使いやすさ、節水など、

トイレの機能アップももちろん重要ですが、

家族もお客様も気持ちよく使えて、

家族みんなが満足するために、

リフォーム後の完成の姿をイメージして考えることも大切です。

わが家のトイレ、
どんなステキな空間に
したいですか?

おすすめアクセサリー
トイレ空間を、さらに便利に快適に。 トイレリフォーム現場調査シートトイレリフォーム現場調査シート

［タンクレス・密結タンク式便器からのリフォーム用］［タンクレス・密結タンク式便器からのリフォーム用］

記入日： 年  月  日記入日： 年  月  日お客様名： 様お客様名： 様

CHECK 1 現在設置されている便器の確認現在設置されている便器の確認
項目

① メーカー名：
② 便器品番：
③ タンク品番：
④ 排水の位置： 床　　・　　壁

⑤ 給水の位置：
床　　・　　壁

向かって左　　・　　向かって右

CHECK 2 給排水の位置およびトイレ内の寸法の確認給排水の位置およびトイレ内の寸法の確認

項目
① 排水の位置 ： ｍｍ   ａ寸法

②
給水の位置 ： ｍｍ   ｂ寸法

ｍｍ   ｃ寸法
③ 間口寸法   ： ｍｍ   ｄ寸法
④ 奥行寸法： ｍｍ   ｅ寸法
⑤ 便器取付寸法（壁-便器 ）： ｍｍ   ｆ寸法

⑥
ドア間口寸法 ： ｍｍ   ｇ寸法

開き方  ：　　外開き　・　内開き　・　引き戸
⑦ 窓枠下端寸法： ｍｍ   ｈ寸法
⑧ その他収納や手洗いの有無：　　有　　・　　無
⑨ コンセントの有無：　　有　　・　　無

CHECK 3 プラス１リフォーム・・・さらに快適にするために・・・プラス１リフォーム・・・さらに快適にするために・・・
項目

□ 手洗器は？： タンク上 ・ 別設置
□ 収納は？： 必要 ・ 不要
□ 手すりなどアクセサリーは？： 必要 ・ 不要
□ 壁クロスや床材は？： 張替希望 ・ 張替不要

a
b

g

c
d

hf

b

a

e

交換できる便器がわかります。

a:壁面から便器固定キャップの大きい方までを
採寸してください。

ドアの開け閉めが
きちんとできるか、
干渉しないか、設置後の
動作空間などがわかります。

リフォームした後、
後悔しないために、しっかり、
事前に検討しましょう。
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10 0%満足できるリフォームのために、
わが家のトイレを事前にチェック。

トイレリフォームカルテ

100%満足できるトイレリフォームのために100%満足できるトイレリフォームのために

POINT空間の広さを確認STEP 1

→現場調査シート（P.7）をご活用ください。

空間の広さだけでなく、床
や壁の傷み具合もあわせて
チェック。また、ご予算なども
事前に確認しておきましょう。780mm

1235mm

780mm

1690mm

1235mm

1690mm

POINT手洗器や収納、手すりなどを選ぶ

FINISH イメージ通りのトイレ空間が完成!イメージ通りのトイレ空間が完成!

STEP 4

→LIXILのおすすめアクセサリー（P.6）で
チェック

手洗器や収納を設置するこ
とで使い勝手が大幅に向上。

将来に備えて、手すりを付け
ておくと安心です。

POINTトイレを選ぶSTEP 3

タンクレストイレ「サティス」
なら、空間すっきり。手洗器な
どと組み合わせれば、さらに
使い勝手が向上。

キャビネット付トイレの「リ
フォレ」なら、交換するだけで
トイレが一新。

POINT完成の姿をイメージSTEP 2

便器単体だけで考えるので
はなく、空間全体で検討しま
しょう。リフォーム後の一新
感も重要なポイント!

収納や手洗器の検討もお忘
れなく。

サティスGタイプ サティスSタイプ サティスEタイプ リフォレ

手すり収納手洗器

お気に入りのお気に入りの
小物や本を小物や本を
置いておきたい置いておきたい

お掃除道具を
しっかりしっかり
しまいたいしまいたい

将来に備えて、将来に備えて、
手すりの設置も手すりの設置も
検討したい検討したい

0.75
坪以上

0.5
坪

0.4
坪

プランニングガイド
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10 0%満足できるリフォームのために、
わが家のトイレを事前にチェック。

トイレリフォームカルテ

私たちは、優れた製品とサービスを通じて、
豊かで快適な住生活の未来を創造する住まいと暮らしの「総合住生活企業」です。

http://www.lixil.co.jp/

商品についての技術的なお問い合わせは、お客さま相談センターまで
受付時間/平日 9:00～18:00　土･日･祝日 9:00～17:00 (ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

会社や商品についての情報のご確認は、LIXILオフィシャルサイトまで

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトから
　ご確認ください。

安全に関するご注意
ご使用の前に「取扱説明書」をよくご覧の上、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に
従ってください。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

個人情報保護について
当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質
保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱い
についての詳細は、当社オフィシャルサイトの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

※携帯・PHS・IP電話等でつながらない場合は、下記番号をご利用ください。
TEL.0562-40-4050   FAX.0562-40-4053

※プラン・お見積り・サンプルのご用命は、支社・支店にご相談ください。

TEL.      0120-179-400 FAX.      0120-179-430

●表示価格は2014年8月現在のメーカー希望小売価格です。商品のみの価格で、取付費・工事費などは別途となります。
●商品価格はすべて税別価格です。
●写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
●仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
●本カタログ掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

01 2014.7.31発行

9 
 0

  1
  1

  4
  0

  4
  5

  2
  2

セ-SM47

2
0

1
4

.7

ト
イ
レ

リ
フ
ォ
ー
ム
カ
ル
テ

100%満足できるトイレリフォームのために

イメージ通りのトイレ空間が完成!

お気に入りの
小物や本を
置いておきたい

お掃除道具を
しっかり
しまいたい

将来に備えて、
手すりの設置も
検討したい
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プランニングガイド
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