
専用置台を付ければ取り付けできます。

 和風大便器用 樹脂製置台（普通サイズ）

取り付けはTOTO製和風両用便器、洗浄管径φ32に限ります。

色：パステルアイボリー

和風大便器タイプの場合

パナソニックホームエンジニアリング株式会社システム部材開発センター扱い （TEL 06-6942-6202）

◎取り付けは専門業者にご依頼ください。

◎樹脂製置台は上限体重を80 ｋｇで
　基本設計しております。
◎本体と固定板は着脱できます。

●寸法図和風大便器に設置するのに必要なトイレ内スペース

A寸法：便器内寸
B寸法：便器内寸
C寸法：便器から壁まで
D寸法：便器中心から壁まで
E寸法：便器中心から壁まで

37LA
18.5 cm以上
21.5 cm以上
30 cm以上
35 cm以上
35 cm以上

和風トイレ用置台（専用式）
AD-DQ37LA

（単位 mm）

和風両用式便器用 陶器製置台（大型サイズ）

色：パステルアイボリー

和風両用タイプの場合

水洗タイプの置き台だから、汚れやニオイがつきにくく清潔です。

●寸法図
和風両用式便器に設置するのに必要なトイレ内スペース

A寸法：床面からロータンクまで

B寸法：便器から壁まで

C寸法：便器中心から壁まで

D寸法：便器中心から壁まで

57 L 和風トイレ用置台（両用式）
AD-DQ57L

（単位 mm）

45 cm以上

31 cm以上

37.5 cm以上

35 cm以上

シAD-DQ37LA-CP（据置式）○
希望小売価格10,000円（税抜）

 AD-DQA500    希望小売価格4,500円（税抜）  色：アイボリー 寸法：縦400×横700×高さ65 mm和風両用 置台用踏み台

AD-DQ57L-CP
希望小売価格36,800円（税抜）

○シ

サ パナソニックテクニカルサービス株式会社扱い ◎この他にも部材はございます。詳しくは販売店にお問い合わせください。

施工の一例です。

1 2
現在お使いの
便座を取り外し、
本体固定板を
取り付けます。

4 5

外ネジタイプの止水栓 内ネジタイプの止水栓

フラッシュバルブタイプ止水栓なしのタイプ（寒冷地）

ロータンク式

類
種
の
ク
ン
タ

隅付
ロータンク式

水洗コマが固定コマの場合は、内ネジタイプの止水栓
の方式で取り付けてください。

パナソニックのビューティ・トワレは、TOTO製・LIXIL製（INAX）など、ほとんどの便器に取り付け
できますが、ご購入前に、設置するトイレ環境を必ずご確認ください。

TOTO製、INAX製など、
国内メーカーのほとんどの
JIS規格便器に取り付けOK。

◎普通サイズ便器に設置の場合、便座が2～4 cm
　前に出ます。

6  cm
以上

44  cm:普通サイズ便器
47  cm:大型サイズ便器

14  cm

17 cm以上
15 cm以上 かつ 　 45 cm以上

ズ
イ
サ
の
器
便

●トイレ内にアース付き電源コンセントはあり
ますか？ ない場合は電源工事が必要です｡
●浴室内にトイレがあるタイプの場合は
設置できません。

取り付けには　　  のサイズが必要です。

1 2 下記以外のタンクの場合は、
販売店にご相談ください。 3

※1 便器のふちが平らではなく、斜めに
      なっていたり、丸くなっている場合は、
      販売店にご相談ください。

同梱の部品だけで取り付けられます。

このような便器には取り付け
られません。
デザイン
便器

ワンピース
便器

ハイタンク式
便器

その他、INAX BC270S、非水洗便器、
幼児用便器、身障者用便器、その他特殊便器。

◎左記図のA・B寸法が　　  のどちら
　かの条件を満たしていれば取り付け
　可能です。       とも足りない場合は
　ロータンクの位置を上げるなどの対
　応をお願いします。
◎隅付ロータンク式は便器、温水洗浄 
　便座本体の受面が小さくガタつく
　場合があります。状態をよく確認し
　てください。

便器ふち
※1

◎詳しくはP15をご参照ください。　
◎取り付けは専門業者にご依頼ください。

30 cm以上 30 cm以上
27 cm以上 31 cm以上
30 cm以上 31 cm以上
30 cm以上 24 cm以上

32 cm以上 30 cm以上
26 cm以上 30 cm以上

DL-WH50/60
DL-WH20/40
DL-UF20
DL-RG20/40
DL-EGX20
DL-EGX10

◎便器によって、便座の内側から便器のふちが見え
　る場合がありますが、使用上の問題はありません。

3

取り付けに必要な部品、
簡易工具が同梱されています。

同梱のフレキシブルパイプ、
給水ホースが短い場合

給水管が短い場合、給水管が外れない場合(外ネジタイプ止水栓の時)

ロータンクの給水口と止水栓の
間の距離が短く本体同梱の分
岐金具とフレキシブルパイプが
接続できない場合は、別売の
分岐水栓を接続してください。

◎マイナス溝タイプ・ハンドル
　タイプの止水栓に対応します。
　（内ねじ止水栓には取付けできません）

◎UFは取り付けの
　手順が異なります。

止水栓
パッキン

希望小売価格 
 2,300円（税抜）

品番：ADL531A-B4JSサ

給水ホース
分岐金具付

フレキシブルパイプ
（同梱）長さ30 cm

給水ホース
分岐金具付（同梱） 

給水ホース分岐金具付・
フレキシブルパイプを
取り付けます。

す
外
を
管
水
給止水栓をしめる。 固定板に本体を

取り付けます。

トイレの広さを
ご確認ください。

タンクの種類と位置、 。いさだく認確ごを栓水止。いさだく認確ごをズイサの器便

ご注意：クリーンスイセンへの設置は、
水の使用量が増えますので、くみ取り量が
増えます。

別売部品

同梱部品

説明書 1枚

パッキン（大） 1個
（黒2.5 mm厚さ）

キャップA（大） 1個

キャップカバー 1個

給水管

止水栓

本体同梱のフレキシブルパイプ
は使用しません

設置については専門業者に
依頼してください。

止水栓がない場合

●ハンドル
　タイプ

止水栓

閉給水管

ハン
ドル

●マイナス溝タイプ

止水栓を閉めた後、
ロータンクの水を流し切ってください。

既設便座の分岐水栓を外し、
もとの止水栓に戻してください。

止水栓

閉給水管

マイナス溝

キャップ

閉

給水ホースを本体に接続。

◎必ずクイックファスナーを取り付けてください。

本体
接続口

接続部の方向を
変更できます

（90°まで）

分岐水栓
1個パッキン付き

フレキシブルパイプ

 25 cm  AD-HS25B
希望小売価格 600円（税抜）
 35 cm  AD-HS35B
希望小売価格 720円（税抜）
 40 cm  AD-HS40B
希望小売価格 770円（税抜）

ビューティ・トワレ用別売品

（給水管ごと取り外す場合）

◎給水管の寸法が足らない場合は寸法に合う
フレキシブルパイプを購入してください。
◎給水管が曲がっている場合などにご使用ください。

給水ホース
（同梱の給水ホースで届かない場合、別売の給水ホースを使用してください。）

AD-DL531-25
希望小売価格
4,950円（税抜）

AD-DL531-13
希望小売価格
4,200円（税抜）

WH/WF/WEN/WE/UF/UE/RG
RF/RE/MF/EGX/EFXシリーズ用

既設の分岐水栓によっては止水栓を元に戻す必要があります。専門業者にご依頼ください。既存の部材はお使いいただけません。商品に同梱の
部材にてお取り付けください。現在の設置状況によっては、別途部材が必要な場合もあります。設置前にご確認をお願いします。

給水ホース分岐金具付
   （長さ 95 cm）
フレキシブ パイプ（長さ30 cm）
取り付けボルト
クイックファスナー
パッキンセット
スパナ

ビューティ・トワレ取り付けでは、アース線の接続が必要です。アース付コン
セントがあれば水道や電気など特別な工事は不要です。（現場条件により
工事が必要な場合もあります。）
◎トイレ環境により別売部品が必要な場合があります。

施工には同梱部品をご使用ください。

●配管が床から
 立ち上がって
 いるタイプ

◎イラストはWHシリーズの場合です。

◎ストレーナー（フィルター）付きの場合は販売店にご相談ください。

※2 但し、給水管が短い場合、給水管が外れない場合、
・外ネジタイプの止水栓では、別売部品（ADL531A-B4JS:
本ページ参照）が必要です。
・内ネジタイプの止水栓では、専門業者にご相談ください。

パナソニックホームページで、
取り付け手順を動画で公開中。取り付けできる？ できない？簡単設置ガイド panasonic.jp/toilet/

※2

取り付け

◎写真やイラストは全てイメージです。

給水ホース 1.3 m
分岐金具付

給水ホース 2.5 m
分岐金具付

◎本体が便器から
　脱着できる構造の
　ため、少しがたつき
　が生じることがあり
　ますが異常では
　ありません。

しめる 

Oリング

本体
接続口

クイック
ファスナー

見やすい位置に
回してフックを
固定する

2
1

折り
曲げる

軽く回ること


