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アメージュZA シャワートイレ・アメージュZA シャワートイレ リトイレ（背もたれ対応なし仕様）

省エネ基準
達成率 年間消費電力量

103% 176kWh/年
目標年度 2012年度 （246kWh/年）

■ 詳細はP.197参照。

ご購入の前に　施工について
■ 専用便器機能部を使用しています。他の便座、シートタイプのシャワートイレなどの取付けはできま
せん。■ 電源はAC100V、最大定格に合った適切な配線を行ってください（専用配線をおすすめしま
す）。■ 必ずアース工事（D種接地工事）を行ってください。また、複数の電気器具をご使用の場合はそ
の数に応じたコンセントを設置してください。■ 電源コードの長さは1mです。コンセントは電源コード
の届く、床面より高く水のかからない位置に設けてください。■ 日本国内専用品ですので、海外でのご
使用は避けてください。■ 0℃ 以上の環境下でご使用ください。0℃ 以下では凍結により、おしり・ビ
デ洗浄が使用できません。■ ラジオ・テレビの電波局および無線局等が近くにある場合は誤作動する場
合があります。■ リモコンタイプを設置する際のご注意およびシャワートイレを2台以上並べて設置さ
れる場合のご注意はP.169参照。■ リモコンは赤外線方式を採用しています。インバータ照明により
誤作動する場合があります。ご購入の前に特殊な照明をご使用でないかをご確認ください。■ 直射日光
（西日等）や照明灯などが、直接リモコン受光部に当たらないように設置してください。シャワートイレが
誤作動する場合があります。その他、便器についてのご注意はP.168参照。またシャワートイレの一般
的なご注意についてはP.169・203参照。■ 「背もたれ」「肘掛け手すり」と組み合わせる場合、便フタ
なし仕様を手配してください。このような場合は、機能部品番末尾に「-C」をつけて発注ください（詳細は
2018住宅設備機器 総合カタログP.383・391参照）。なお、便フタなしの場合、年間消費電力量はカ
タログ値より多少増加します。■ 止水栓の取付位置については給水位置対応範囲をご参照ください。
■ 交換する便器によっては、床についた便器設置跡（床汚れ、変色）が目立つ場合があります。

寒冷地について
方式 使用限界室温 0℃以下の場合

一般地・水抜方式・流動方式兼用 －10℃（流動水量下記参照） 本体への通電と給水部の流動が必要
ヒーター付便器・水抜併用方式 －15℃ 本体への通電と給水部の水抜きが必要

■  流動方式は間欠流動方式を採用しております（流動量はZA2・ZA1・ZAR2・ZAR1・ZAM1： 
 60L/h、ZAM2：75L/h）。

■ ヒーター付便器の場合、ヒーター容量は27Wです。

脱臭カートリッジの交換について
脱臭カートリッジの寿命は約7年です。においが気になりだしたら新しいカートリッジに交換してください。
LIXILトータルサービスのサービスマンによる交換作業になります（有料）。
ご依頼は、LIXIL修理受付センターへお問合せください。

大型壁リモコンについて
お年寄りや目の不自由な方も操作しやすい大型リモコンです。
■ 詳細はP.120参照。

設置時のご注意
■ バスルームなどの水のかかる所や、表面に水滴を生じるような湿気が多い場所では使用しな
いでください。火災や感電の恐れがあります。■ アース工事（D種接地工事）を行ってください。
故障や漏電のときに感電する恐れがあります。■ 水道水以外は使用しないでください。機械内
部の腐食により感電・火災および皮膚の炎症の原因になります。■ 微弱な信号を取り扱う電子
機器・医療機器を近くで使用しないでください。誤作動・事故の原因となることがあります。

アメージュZA シャワートイレ 仕様表
シリーズ名 アメージュZA シャワートイレ
グレード ZA2/ZA1/ZAR2/ZAR1/ZAM2/ZAM1
定格電源 AC100V 50/60Hz
定格消費電力 300W
省エネ区分 貯湯式

年間消費電力量※1 176kWh/年（節電機能切時：246kWh/年）

給水圧力
最低必要圧力 0.06MPa（流動圧）
最高圧力 0.75MPa（静水圧）

使用温度範囲 0℃～40℃
商品寸法 幅391mm×奥行754mm×高さ857mm（手洗無）・946mm（手洗付）

商品質量 ZA2・ZA1・ZAR2・ZAR1：約35kg（機能部：約9kg、便器部：約26kg）
ZAM2・ZAM1：約32kg（機能部：約9kg、便器部：約23kg）

電源コード（電源接続方式） 有効長さ 1.0m（漏電保護機能、アースコード付）

便
器
部

洗浄水量

ZA2・ZA1・ZAR2・ZAR1：大洗浄5L、小洗浄3.8L
（フロート弁調整時：大洗浄8L、小洗浄6L）

ZAM2：大洗浄6.5L、小洗浄5L
ZAM1：大洗浄6L、小洗浄5L

（フロート弁調整時：大洗浄8L、小洗浄6L）
給水方式 水道直結式
便器洗浄方式 床排水：サイホン式　床上排水：ネオボルテックス式
サイズ 大型

凍結防止

流動方式 流動水量　ZA2・ZA1・ZAR2・ZAR1・ZAM1：60L/h
ZAM2：75L/h

ヒーター付
便器方式

ヒーター容量 27W
安全装置 温度ヒューズ
電源コード長さ 1.5m

機
能
部

洗浄

給水方式 水道直結式
給湯方式（タンク容量） 貯湯式（0.71L）

おしり吐水量 0.27～0.57L/分（6段階調節）供給水圧0.2MPaのとき
ビデ吐水量 0.45～0.65L/分（6段階調節）供給水圧0.2MPaのとき

温水温度
水温・約32℃～40℃（計6段階切替） 

スーパー節電設置時：水温・約30℃～36℃ 
ワンタッチ節電（8h）設定時：水温

ヒーター容量 250W
安全装置 温度ヒューズ・高温感知回路・空焚防止フロートスイッチ

暖房便座
表面温度※2

室温・約28℃～36℃（計6段階切替） 
スーパー節電設定時：室温・約27℃～30℃ 

ワンタッチ節電（8h）設定時：室温
ヒーター容量 48W
安全装置 温度ヒューズ

脱臭
脱臭方式 脱臭カートリッジによる化学吸着方式

脱臭能力 パワー脱臭時：0.11m3/分 フルパワー脱臭時：0.14m3/分 
ターボ脱臭時：0.17m3/分

リ
モ
コ
ン

壁
リモコン

寸法 幅264mm×奥行33mm×高さ73mm
電源 単三アルカリ乾電池：2本

インテリア
リモコン

寸法 幅325mm×奥行130mm×高さ38mm
電源 単三アルカリ乾電池：2本

※１ 省エネ法（２０１２年度基準）に基づいた測定値。
※２ 省エネに配慮して、便座温度は最高３６℃としております。 

使用環境によっては便座が冷たいと感じる場合があります。 
トイレを使用しないときは便フタを閉じておくと便座の保温性が向上し、省エネ効果があります。

アメージュＺＡ シャワートイレ機能部
DT - ZA 2 8 1 　 　 -C -Ｒ / BW1

①　　 ② ③  ④　⑤　⑥　⑦　　　⑧

①商品名 ：ZA「アメージュＺＡ シャワートイレ」
②手洗い ：8「手洗付」・5「手洗なし」
③グレード：2「ZA2グレード」・1「ZA1グレード」
④排水区分：なし「床排水」・P「床上排水」・H「リトイレ」・PM「床上排水155タイプ」
⑤寒冷地区分：なし「一般地」・N「水抜方式」・W「流動方式」
⑥背もたれ対応：なし「標準」・C「背もたれとの組合せ専用」
⑦リモコン区分：なし「壁リモコン」・R「インテリアリモコン」
⑧カラー

アメージュＺＡ シャワートイレ便器部
Y BC - ZA20 S - AY / BW1
①　② 　　　 ③　　④　  ⑤　　   ⑥

① 仕様 ：Y「アクアセラミック仕様」・なし「ハイパーキラミック仕様」
②便器 ：BC「防露便器」・HBC「ヒーター付防露便器」
③商品名 ：ZA20「アメージュＺＡ」
④排水区分：S「床排水」・P「床上排水」・PM「床上排水155タイプ」・H「リトイレ」・

H（120）「リトイレ排水芯120ｍｍ」・H（200）「リトイレ排水芯200ｍｍ」
⑤ビス区分：なし「木ねじ」・AY「AYボルト」
⑥カラー

品番体系

アメージュZA シャワートイレ取付最小スペース（単位:mm）

※ 上図の空間寸法は、衣服の着脱などの行為に必要な最低寸法です。手すりや紙巻器などの機器を併設す
る場合は、必要に応じた広い空間が必要になります（2018住宅設備機器 総合カタログP.362参照）。

※ 便器に向かって左右共に70mm以
上の空間を確保してください。
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床上排水（横抜き）の場合床排水・リトイレ・床上排水
（後抜き）の場合

※1 排水方向や排水の位置、設置条件により前出寸法が
異なります。 ※2 洗浄ハンドル側に排水立管があり、干
渉もしくは操作に支障がある場合は、取付けできません。 
※3  便器中心から立管まで270mm以上を確保してくだ
さい（立管が向かって左側にある場合も同様）。

※1 排水が横抜きもしくは立管接続の場合、便器背面壁からベンド管中心までの距離が120ｍｍ以上
必要です。120ｍｍない場合は、給水位置の変更が必要となります。

アメージュZA シャワートイレ リトイレ・
マンションリフォーム用 アメージュZA シャワートイレ（床上排水155タイプ）
給水位置対応範囲

既設の便器が密結・平付ロータンク等で給水位置が右記の
■の場合。
→ 同梱の給水部材で設置可能です。

Ⓐ密結・平付ロータンクの場合
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便器排水
位置中心

給水取出位置が上記のⒶ・Ⓑ以外の場合は、給水位置の変更が必要です。

Ⓒ給水取出位置が上記のⒶ・Ⓑ以外の場合

→ 取替用止水栓
TF-3892ER 
（¥10,000（税別））が別
途必要になります。※1

既設の便器が隅付ロータン
ク等で給水位置が右記の
■の場合。

Ⓑ隅付ロータンクの場合
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アメージュZA シャワートイレ
仕様表・施工情報
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