
オート洗浄・クローズ洗浄モード
［アラウーノ S1 6 0シリーズ］

トイレに入ってから手を洗うまで、
便ふたにも便座にもさわらずに気持ちよく使えます。

自動で便ふたを閉じてから洗浄する

「オート洗浄・クローズ洗浄モード」

「クローズ洗浄モード」は、ワンボタンで

便ふたを閉めて流すこともできます。
連動水栓なら、便器洗浄すると

自動で手洗いの水が出ます。

着座して用を足し終えると水が洗浄する「オート洗浄」

を搭載。洗浄前に自動で便ふたを閉じる「クローズ

洗浄モード」付きで、衛生面に配慮しました。
※ 自動洗浄は座った場合のみ。着座時間が10秒以上50秒以内であれば小洗浄を行います。
※ クローズ洗浄モードは出荷時「切」です。本体の「自動便ふた開」ボタンを5秒間押す
ことで設定できます。アプリでも設定可能です。

立ったまま用を足したときは、リモコンの洗浄ボタン

を押せばOK。自動で便座・便ふたを閉めてから

洗浄するので、便ふたに触らずにすみます。

自動で水が出る

トイレを流すと…

立ち上がると、便ふたが閉じて洗浄

洗浄ボタンを押すと、便ふたが閉じて洗浄
便器洗浄すると、連動して手洗いの水が出る。

専用手洗いの連動水栓を採用すれば、便ふたにも
手洗いにも触らずに、スムーズにトイレを使えます。→P.105
しかも、手動水栓と同価格です。

注）クローズ洗浄モードはタイプ1のみに対応
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流すたびに、「2種類の泡」と「パワフルな水流」で
しっかりおそうじします。

たっぷりの泡のパワーで

しっかり洗う。

ミリバブルとマイクロバブル

2種類の泡で汚れを落とす。

ミリバブル（直径約5mm）で大きな汚れを除去し、

マイクロバブル（直径約60μm）で残った汚れもしっかり落とします。

ミリバブル マイクロバブル

約
5
㎜ μm

約
60

勢いよく旋回しながら

まんべんなくキレイに。

水流を制御する独自の

形状でぐるりと洗う

「スパイラル水流」。

高い洗浄力を発揮します。

※洗剤マイクロバブルの出荷時の設定は、大洗浄のみとなっています。

激落ちバブル
［アラウーノ S1 6 0シリーズ］

細かい泡が便器内をめぐり、おそうじします。

市販の台所用合成洗剤（中性）を使用し、

使用量は約3ヵ月で約250ｍL※と少量です。
→P.49

注）キレイにお使いいただくために、定期的にお掃除をしてください。

※ 1日あたり大（0.3mL）4回、ハネガード（0.2mL）6回使用した場
合。使用環境、使用状況により変化します。

● 洗浄後、便器内をキレイに保つため3時間程、洗剤の泡が残りま
す。泡が残る時間は洗剤の種類によって変わります。ボタンひとつ
で洗剤の泡が出ないようにすることも可能です。→P.73

最初に 次に

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。 41



 トリプル汚れガード

泡と新構造が
「トビハネヨゴレ」をおさえます。

［アラウーノ S1 6 0シリーズ］

座って用を足してもスキマから飛び出しにくい仕組み

です。前面から床などへの漏れ出しをおさえます。

便座と便器の合わせ技で

せき止める「モレガード」。

泡のクッションで受け止める「ハネガード」。

イメージです。

フチの立ち上がりで、

外に垂れ出しにくい「タレガード」。

◎ 図は着座時（着座した時は便座が通常より約5mm下がります。）
● 角度や勢いによって外に漏れる場合があります。

便座を上げる、またはボタンを押すと

水位が下がり、水面全体に泡が出現。

トビハネをおさえ、床や壁などへの汚れを抑制します。
→P.48※男性の立ったままの小用を想定した機能です。

外側に設けられた高さ約3mmの立ち上がりが

フチをつたって垂れる汚れをおさえます。

スゴピカ素材（有機ガラス系）ならではの精密な設計です。

泡のクッション

イメージです。

高さ約3mmの
フチが防ぐ

イメージです。

❶もし、当たっても
　便器内に流れ落ちる

❷さらに乗り越えても
　せき止める
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スゴピカ素材（有機ガラス系）
［アラウーノ S1 6 0シリーズ］

水アカをはじくスゴピカ素材（有機ガラス系）。
汚れがつきにくく、しかも丈夫です。

陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が

固着しにくい。

「割れ」や「ヒビ」だけでなく、

「キズ」にも強い。

便座と便器のスキマがないので、

お掃除しやすい。

パナソニックが独自に開発したスゴピカ素材は、

ぬめりや黒ずみの原因となる水アカがつきにくいので、

汚れがたまりにくくいつもピカピカ。
注）水温や水質によっては水面の輪じみ汚れ（ピンク色などの色の付いた汚れ）が発生する場合があります。水流の届かないフチ部分は日常的なふき掃除が必要です。

※ 研磨剤入りのブラシや研磨剤入りの
洗剤はお使いいただけません。PP製
トイレブラシ、中性トイレ用洗剤をご
使用ください。

水族館の水槽や航空機

の窓などにも使用。

細かい傷がつきにくく、

ブラシ掃除も可能です。

陶器ではできなかった設計で、汚れが入り込まない

形状を実現。汚れても一気にふき取れます。

水滴

陶  器

水滴

汚れ

スゴピカ素材
（有機ガラス系）

取れ
やすい

固着
する

アラウーノ S160シリーズ
〈スゴピカ素材（有機ガラス系）〉

当社従来品（陶器製）

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。 43



スキマレス設計
［アラウーノ S1 6 0シリーズ］

おそうじのしやすさにこだわり、
汚れの入りやすいスキマを減らしました。

継ぎ目がほとんどなく、

お手入れがラク。

汚れがたまりやすい便座の合わせ部※を

継ぎ目のない設計に。手早く、ラクに

おそうじできるので、いつでもここちよく使えます。

スムーズにふける

凸凹の少ない形状。

スキマや段差が

ほとんどなく、

ふきそうじがカンタン。

タンクのないコンパクトな

形状で、床そうじも

奥までラクラク。

フチ裏もサッとふけて、

ふきそうじがカンタン。

手の届きにくかった

フチ裏を

「ひとふき形状」に。

手が奥まで届くので、

サッとふくだけでラクに

おそうじできます。

※ 便座の内周および外周の一部
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少ない水で一気に流しきるので、
節水ができます。

※1 水道代は1990年頃の当社サイホンゼット式トイレ（CH43）との比較。男性2人、女性2人の4人家族が1日16回（大4回、小12回）、365日使用した場合で計算。ハネガード使用の場合、
1日16回（大4回＋小6回＋小〈ハネガード使用〉6回）で計算。■算出基準料金（税込）：上水道／下水道料金目安単価265円/㎥（東京都）（2019年9月時点）  ※2 泡洗浄後、3時間
以内であれば＋約1.2Lまたは＋約0.9Lは使用しません。 ※3 1990年頃の当社サイホンゼット式トイレ（CH43）。 ※4 水圧0.2MPa（流動時）の場合。その他当社基準に基づき測定。 ※5 水
圧0.196MPa｛2kgf/㎠｝（流動時）、便座・便ふたを閉じた状態で当社規定位置（便座前方高さ1.5m）での測定。洗浄音は洗浄時に連続的に発生している音を表します。

ターントラップ方式
［アラウーノ S1 6 0シリーズ］

便器内を旋回しながら、
排出せずにためていく。

たまった水を一気に
排出し、勢いよく流す。

パナソニック独自の排水方式で

少量の水で、勢いよく流す。

勢いよく流すのに、

洗浄音も気になりにくい。※5

排水路にたまった水を一気に排出する

「ターントラップ方式」で、

少ない水量でしっかり洗浄します。

少ない水量で効率よく流すので、

洗浄音は従来に比べ、話し声レベルの

気になりにくい音量に。

従来便器（サイホン便器）

約70dB（A）
騒 し々い街頭くらい

アラウーノ S160シリーズ

約55dB（A）※5
通常の話し声くらい

●ハネガード使用の場合、アラウーノ S160シリーズは年間約13,500円節約できます。

いつも通り使って、年間約14,000円  節水。

1990年頃のトイレよりも使用する水量を、約1/3に削減します。

※1

約1/3に
節水

約20,100円／年

1990年頃のトイレ
〈サイホンゼット式〉

アラウーノ S160シリーズ
〈ターントラップ方式〉

従来品（アラウーノS141）
〈ターントラップ方式〉

約6,100円／年

大13L※3
小13L

大5.0L※4
小3.6L

大5.5L※4
小3.8L

(            ) (            )ハネガード
＋約1.2L※2

ハネガード
＋約0.9L※2

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。



注）タイプ1のみに対応

※1 共通設定のみ対応。個人別の設定はできません。
※2 便の状態の記録のみ対応（手入力）。大洗浄の自動記録はできません。
※ L150シリーズとはアプリ機能が一部異なります。

アラウーノアプリ　機能一覧

お好み
設定

エネルギー
モニタ

お手入れ
モニタ

採便モード
（超低水位）

お通じ
モニタ

みまもり
モニタ

L150 ● ● ● ● ● ●

S160 ▲※1 ― ● ● ▲※2 ●

スマートフォンとの連携で
ここまで便利に、快適に。

忘れがちなお手入れ時期を

ご案内する「お手入れモニタ」。

家族の暮らしをみまもる

「みまもりモニタ」。

日々のお通じ記録ができる

「お通じモニタ」。

便器洗浄の設定などを

登録できる「お好み設定」。

水位を下げて採便しやすく。

「採便モード」。

フィルターやノズルなどの

お手入れ時期をお知らせします。

洗剤の補充タイミングも

通知します。

離れて暮らす家族のトイレや、

自宅のトイレの使用状況を

確認できます。

便の状態が記録でき、月毎に

一覧で確認可能。継続的な体調

管理にお役立ていただけます。

スマートフォンで洗浄開始時間や

クローズ洗浄モードなどを

設定できます。

低い水位で便の水没を抑制。

健康診断などの採便時に

便利な機能です。

アラウーノアプリで
便利と健康をサポート！
アアアアアアアアア
便便便便便便便便便便便便便便便

アラウーノアプリ
［アラウーノ S1 6 0シリーズ］

みまもり対象とするトイレの登録、
変更などの設定

使用履歴の表示※3

直近の使用時刻を表示

!  洗剤タンク
!  洗浄ノズル
!  リモコン電池
!  脱臭フィルター

アラウーノアプリのご利用については、P.28に掲載しておりますので必ずお読みください。

アプリの画面には当日・前日2日間の使用
状況が表示されます。

※ 3  着座と大洗浄・小洗浄を使用履歴として画面に表示します。

画面やサービスは予告なく変更することがあります。
46



停電対応
［アラウーノ S1 6 0シリーズ］

※ボタンで排水のみ可能です。
※使用回数の目安：約100回（アルカリ乾電池1本あたり）

※ 断水時でも排水できます（給水
はバケツなどでの補充が必要で
す）。 ※ 定期的に電池残量をご確認ください。

※ 電池は、通電状態とは逆向きに
差し込み、収納します。

万一の際も安心。
停電時にも、水を流すことができます。

乾電池を使ってボタンで洗浄できる。

9Vアルカリ乾電池（別売）をセットして

本体上部にあるスイッチを押せば、排水ができます。

排水後はバケツなどで水の補充が必要です。

停電時はサイド

カバー内にある手動

ハンドルを回して、

流すことができます。

もし電池がなくても、

手動のハンドルで排水できる。

本体上部のケースに

電池を収納できます。

もしもの時も慌てる

ことなく、すぐに

対応できます。

停電時に使う電池を便器本体の中で

保管できる。

回す

排水のみ対応

47印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。



ワンボタンで
作動します。

泡のクッションで受け止めて、
トビハネヨゴレをおさえる「ハネガード」。
ワンボタンで水面全体に泡が現れます。
外への垂れ出しや漏れ出しをおさえる便器との合わせ技で、
床や壁などへの汚れを抑制します。

ボタンを押すと水位が下がり、
「ハネガード（泡のクッション）」が作動。

※ 効果は使用状況によって異なります。直接飛び散る汚れは抑制できません。
※ 出荷時の標準設定では、大洗浄後3時間（泡が残っている間）は便座開閉ボタンまたはハネ抑制ボタン
を押しても泡が出ません（水位のみ下がります）。ハネ抑制モードを設定すると、泡投入のために同時に
約0.9L/回の水を使用します。泡を発生させるためには、市販の台所用合成洗剤（中性）か、アラウーノ
用洗剤補充液が必要です。

泡のクッション

ホワイト（正面）

ブラック（正面）

● 赤外線式のリモコンです。壁や天井の色が黒や濃い色の場合、 
リモコンの信号が本体に届かないことがあります。 
●裏面にボタンはありません。

（上面）

トイレインテリアにもなじみやすい、
スティックリモコンをご用意。
空間に合わせやすいすっきりとしたシンプルなデザイン。
空間イメージに合わせてお選びいただける
ホワイトとブラックを用意しました。

設置イメージ

※写真はタイプ1です。

操作性

アラウーノ S 1 6 0シリーズ 主な特性と機能
全自動おそうじトイレ

便座開閉ボタン ハネ抑制ボタン

イメージです。

タイプ1 タイプ2

❶便座開閉ボタンを押すと
❶ハネ抑制ボタンを押すと

❷水位が下がり ❸泡が出てくる※タイプ1
タイプ2
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洗剤補充は、上部からタンクを外して
ボタンを押すだけ。※1

操作性

〈洗剤補充の目安〉
約3ヵ月に1回（洗剤タンク容量：約250mL）
1日あたり大（0.3mL）4回、ハネガード（0.2mL）6回使用した場合。
使用環境、使用状況により変化します。
※自動便器洗浄時、泡が出る設定の場合は大小にかかわらず泡が出ます。

※ 洗剤の写真はイメージです。
　液性をご確認の上、
　台所用合成洗剤（中性）をご使用ください。

※1 補充後は、本体の洗剤開始ボタンを押してください。　
※2 約25mL/回の洗剤で週2回お掃除の場合。詳しくはQ&A→P.73、ご注意→P.78
注）トイレ用洗剤は、入れないでください。

本体上部のトップカバーを開けてタンクを取り出し、
補充する簡単仕様。
洗剤の使用量も従来のブラシ掃除の
約半分で済みます。※2

市販の台所用
合成洗剤（中性）でOK。

アラウーノ用洗浄補充液もご用意。
アラウーノ フォーム フローラル（香り付き） アラウーノ フォーム（無香）

CH394　オープン価格※ CH399　オープン価格※
・アラウーノ泡洗浄用補充液
・中性
・陰イオン界面活性剤、
 非イオン界面活性剤、香料、キレート剤
・240ｍL
※ハイ・パーツショップ/1本単位で販売
※代理店様発注/1本単位で販売

・アラウーノ泡洗浄用補充液
・中性
・界面活性剤、粘度調整剤、安定化剤
・250ｍL
※ハイ・パーツショップ/1本単位で販売
※代理店様発注/4本単位で販売

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。
注）便器泡洗浄用ですので、便器外側のお手入れには使用しないでください。

パナソニックの省エネ家電技術が搭載され、消費電力量をしっかりカット。
エコモードや保温切タイマー（4・6・8時間）を設定すれば、
さらにムダを減らせます。

※1 1990年頃の当社温水洗浄便座（DL-C55）との比較。 
※2  年間消費電力量は、4人家族（男性2人・女性2人）で使用の場合。おしり洗浄の使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回とし、便座部は季節別、温水部は年平均で算出。エコモードでの消費電力量は、当社基準（省エ
ネ法2012年度基準の測定条件を参考）による。■算出基準料金（税込）：電力料金目安単価27円/kWh（2019年9月時点）（（社）全国家庭電気製品公正取引協議会）  

※3 設定温度約30℃

節電性能

1990年頃のトイレより、消費電力量を約49％※1カット。
年間、約4,500円※1※2も節電します。

173kWh/年

112kWh/年

年間消費電力量

エコモード使用時

エコモードなら、
年間消費電力量を約35%※2カット。
設定温度を抑えたエコモード※3なら、
便座や温水の待機電力をさらに削減。

1990年頃のトイレ
〈貯湯タンク方式〉

年間
約4,500円も
おトク！

アラウーノ
S160シリーズ

約9,200円/年

約4,700円/年
※1※2

エコモード（フラットリモコンの場合）

電気料金比較

※写真はトップカバーを外した状態です。

※写真はタイプ1です。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。 49
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汚れがつきにくいステンレスノズルは、
内部で洗浄口が切り替わる「クリーンスライド設計」。
使わない洗浄口をしっかり保護します。
さまざまな水流で、いつでもここちよく使えます。

おそうじしやすい「ステンレスノズル」
&さまざまな洗浄機能。

アラウーノ S 1 6 0シリーズ 主な特性と機能
全自動おそうじトイレ

お手入れ&安全性

操作をロック
※ 写真はフラットリモコン タイプ1の場合。 
スティックリモコンは、「おしり」と「ビデ」を同時に長押し（2秒）することでロックできます。

「チャイルドロック」
機能搭載。
長押しするだけのカンタン操作で、
子どもに触られたくないボタンの操作を無効に。

気泡を含んだ脈動流で、しっかり
と洗い流します。シャワーの飛び
散りをおさえ、使用水量も削減。

強弱を繰り返し、
排便を促進します。

ソフトシャワーで
やさしく洗います。

おしり（パワーパルス）洗浄 リズム洗浄 ビデ洗浄

強

弱

おそうじに関する機能を1カ所にまとめました。
［おそうじ機能］ボタン

おそうじしやすい水位に
変更できます。
ワンボタンで水位を約３㎝下げられ、
輪じみができやすい水際部分のおそうじもラクに。
リモコンはおそうじ関連の機能を１カ所に集めたわかりやすいデザインです。

※常時水位を下げることはできません。 ※ タイプ1のスティックリモコンの場合は、「ノズル掃除」「ノズル除菌」を同時に長押し（2秒）することで水位
を下げられます。

通常の水位

ボタンを押す

水位が3cm下がる

ノズル穴

おしりノズル

おしり洗浄時

ビデノズル

ノズル穴

ビデ洗浄時

座りやすさを追求した
「ヒップラック便座」。
おしりにそうカタチを追求した便座。
長時間の使用でも疲れにくい※形状です。

※ 個人差があります。
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アラウーノ S 1 6 0シリーズ リフォーム対応
全自動おそうじトイレ

アラウーノにしてよかった

多くのお客様に喜んでいただいています。
リフォームに役立つ情報を
WEBでご覧いただけます。

樹脂製だからか、
肌当たりが優しい。

流すたびに泡で
洗ってくれるから、ブラシそうじが

すごくラク。

安定感があって、
ゆったり座れる。

そうじの時間も
回数も減らせて、
大助かり。

スマートなフォルムで、
空間が広く使えて満足。

※内容については個人の感想です。すべての人に効果を保証するものではありません。

Before

電気配線

給水経路 排水経路

※  工事時間は採用設備・設置条件、作業員
の人数等によって異なります。

※写真のアラウーノ専用手洗いはキャビネットタイプです。→P.106

連動水栓なら
電源工事が不要でスピーディー※。
しかも、手動水栓と同価格。
アラウーノは小さくて軽く、今お使いの給排水のまま取り替えられます。
1人でもラクに搬入・施工ができるので、大掛かりな工事は不要です。

アラウーノなら、便ふたにも手洗いにも
触れずにトイレが使えます。

アラウーノ専用手洗い「連動水栓」にすれば、便器洗浄から手洗いまでもがタッチレス※1。
水が自動で止まるので、出しっぱなしも防げます。
新たな給排水の立ち上げや電源工事も不要※2です。

After

立ったまま用を足した
時は、洗浄ボタンを押
すと便ふたが閉まって
洗浄します。※3

便座から立ち上がると
自動で便ふたを閉じて
洗浄します。

自動で水が出て、止まる「連動水栓」
しかも、手動水栓と同価格

最低水圧0.05MPaで、
低水圧でもしっかり排水。

※4  アラウーノ専用手洗いを併設する場合、最低水圧0.1MPa（流動時）以上
が必要です。

※5 条件によっては、設置できない場合があります。

独自の技術で
最低水圧0.05MPa（流動時）※4を実現。
2階や高台のお住まいでも安心です。※5

吐水時間は7秒間（出荷時）、20秒間、35秒間を設定
できます。詳しくは→P.105

※1  クローズ洗浄モードはタイプ1のみ対応。また、自動
洗浄は座った場合のみ。着座時間が10秒以上50秒
以内であれば小洗浄を行います。

※2  既存の給水管・排水管に商品の給排水を接続した
り電気の接続工事は必要です。

※3 タイプ1のみ対応。

便ふたを閉じてから洗浄する
「オート洗浄・クローズ洗浄モード」

最低水圧0.05MPa（流動
時）※4でもしっかり水流が旋
回します。

トラップが回転し排水する
ターントラップ方式でスッキリ
流し切ります。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。 51
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