
お客様各位

リラインス　2020年廃番・限定在庫・価格改定のご案内

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

リラインス総合カタログ2020につきまして、一部の製品に関し、2021年4月1日以降より

廃番・限定在庫・価格改定の運びとさせていただきます。

昨今の急激な材料高騰、運送費等の値上により、価格改定をさせて頂くことは

誠に不本意ではありますが、何卒ご理解の上、今後とも弊社製品をご愛顧いただけますよう

宜しくお願い申し上げます。
 

　【実施時期】　2021年4月1日　受注分より　

※表示価格は全て定価となります。

※運賃・工事費等は含まれておりません。

※当価格表に記載されている「新定価」は2021年4月1日より適用となります。

※ご不明な点がございましたら、担当営業までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先

株式会社リラインス
〒160-0023
東京都新宿区西新宿6-6-3　新宿国際ビル新館

□営業
TEL　03-5909-0503　FAX　03-5909-0518

□ショールーム　ル・べイン
TEL　03-5909-0534　FAX　03-5909-0537
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品番 商品 掲載 P 備考

R3265MB 棚付 2 連ペーパーホルダー 009/156

R9101T-400 化粧棚 [ タオル掛付 ] 013/152

S3219TRMB タオルリング 016

S3219HMB フック 016

S3219PHMB ペーパーホルダー 017

S3219-457MB タオル掛 017

S3219-610MB タオル掛 017

33.500.960.00 1 穴型シングルレバー洗面用混合栓 068

33.515.885.00 1 穴型シングルレバー洗面用混合栓 068 後継品番：33.510.661.00

33.539.625.00 1 穴型シングルレバー洗面用混合栓 068 後継品番：33.539.660.00

FCN721K 単水栓 069

LSB2-HA 置き型手洗器 ( 白磁 ) 079

LSB2-SH 置き型手洗器 ( 白吹 ) 079

LSB2-TE 置き型手洗器 ( 天目 ) 079

EB.R800H オーバーカウンター型洗面器 099

5143.60.01+5243.00.01 壁付型洗面器 ( ペデスタル付 ) 110

5172.51.R1 置き型手洗器 110

5160.8G.01 壁付型洗面器 112

RL3026 拡大鏡フリーミラー 185 後継品番：RL3026-1　

廃番のお知らせ
2021 年 4 月 1 日より以下の商品を廃番とさせて頂きます。在庫の有無は営業担当までお問い合わせ下さい。

品番 商品 掲載 P 備考

6181.28.01 アンダーカウンター型手洗器 114

R511 フック 162

限定在庫のお知らせ
2021 年 4 月 1 日より以下の商品を限定在庫とさせて頂きます。在庫の有無は営業担当までお問い合わせ下さい。 
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価格改定のお知らせ
【価格改定開始日】　2021年4月1日受注分より

2021 年 4 月 1 日受注分より以下の商品を価格改定させて頂きます。在庫の有無は営業担当までお問い合わせ下さい。

品番 商品 掲載 P 2020 定価 2020 定価（税込） 新定価 新定価（税込） 備考

R2207-400 ニギリバー 138 ¥5,800 ¥6,380 ¥7,500 ¥8,250

R2207-500 ニギリバー 138 ¥6,000 ¥6,600 ¥7,900 ¥8,690

R2207-600 ニギリバー 138 ¥6,300 ¥6,930 ¥8,300 ¥9,130

R2207L-600x400 ニギリバー L 型 L タイプ 138 ¥14,500 ¥15,950 ¥18,600 ¥20,460

R2207R-600x400 ニギリバー L 型 R タイプ 138 ¥14,500 ¥15,950 ¥18,600 ¥20,460

R3407-400 二ギリバー 138 ¥4,800 ¥5,280 ¥5,600 ¥6,160

R3407-500 ニギリバー 138 ¥5,100 ¥5,610 ¥5,900 ¥6,490

R3407-600 ニギリバー 138 ¥5,400 ¥5,940 ¥6,300 ¥6,930

R3407L-600x400 ニギリバー L 型 138 ¥13,700 ¥15,070 ¥14,800 ¥16,280

R3407R-600x400 ニギリバー L 型 R タイプ 138 ¥13,700 ¥15,070 ¥14,800 ¥16,280

RN925S 石鹸受 ( 半埋込型 ) 140 ¥5,200 ¥5,720 ¥7,000 ¥7,700

R722-350 タオル掛 142 ¥1,500 ¥1,650 ¥1,700 ¥1,870

R722-400 タオル掛 142 ¥1,550 ¥1,705 ¥1,800 ¥1,980

R6203-S-400 タオル掛シングル 143 ¥4,200 ¥4,620 ¥4,900 ¥5,390

R6203-S-500 タオル掛シングル 143 ¥4,800 ¥5,280 ¥5,200 ¥5,720

R6203-S-600 タオル掛シングル 143 ¥4,900 ¥5,390 ¥5,500 ¥6,050

R2203-S タオル掛シングル 144 ¥4,500 ¥4,950 ¥5,900 ¥6,490 L ＝ 400 ｍｍ

R5203 コンビネーションタオル掛 145 ¥14,800 ¥16,280 ¥17,600 ¥19,360 L ＝ 500 ｍｍ

R2205 タオル棚 149 ¥7,200 ¥7,920 ¥9,100 ¥10,010 L ＝ 400 ｍｍ

R5205 コンビネーションタオル棚 150 ¥16,800 ¥18,480 ¥19,500 ¥21,450 L ＝ 500 ｍｍ

R976S ペーパーホルダー（半埋込型） 160 ¥8,000 ¥8,800 ¥8,300 ¥9,130

R22-1000 ランドリーパイプセット 164 ¥1,300 ¥1,430 ¥1,400 ¥1,540

R22-1100 ランドリーパイプセット 164 ¥1,350 ¥1,485 ¥1,450 ¥1,595

R22-1200 ランドリーパイプセット 164 ¥1,400 ¥1,540 ¥1,500 ¥1,650

R22-1300 ランドリーパイプセット 164 ¥1,500 ¥1,650 ¥1,600 ¥1,760

R22-1400 ランドリーパイプセット 164 ¥1,550 ¥1,705 ¥1,650 ¥1,815

R22-1500 ランドリーパイプセット 164 ¥1,600 ¥1,760 ¥1,700 ¥1,870

R22-1600 ランドリーパイプセット 164 ¥1,700 ¥1,870 ¥1,800 ¥1,980

R22-1800 ランドリーパイプセット 164 ¥2,000 ¥2,200 ¥2,100 ¥2,310

R22CH-1000 ランドリーパイプセット
( クロムメッキ仕様 ) 164 ¥2,400 ¥2,640 ¥2,500 ¥2,750

R22CH-1100 ランドリーパイプセット
( クロムメッキ仕様 ) 164 ¥2,450 ¥2,695 ¥2,550 ¥2,805

R22CH-1200 ランドリーパイプセット
( クロムメッキ仕様 ) 164 ¥2,500 ¥2,750 ¥2,600 ¥2,860

R22CH-1300 ランドリーパイプセット
( クロムメッキ仕様 ) 164 ¥2,600 ¥2,860 ¥2,700 ¥2,970

R22CH-1400 ランドリーパイプセット
( クロムメッキ仕様 ) 164 ¥2,650 ¥2,915 ¥2,750 ¥3,025

R22CH-1500 ランドリーパイプセット
( クロムメッキ仕様 ) 164 ¥2,700 ¥2,970 ¥2,800 ¥3,080

R22CH-1600 ランドリーパイプセット
( クロムメッキ仕様 ) 164 ¥2,800 ¥3,080 ¥2,900 ¥3,190

R22CH-1800 ランドリーパイプセット
( クロムメッキ仕様 ) 164 ¥3,100 ¥3,410 ¥3,200 ¥3,520
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品番 商品 掲載 P 2020 定価 2020 定価（税込） 新定価 新定価（税込） 備考

R2200-1000 カーテンパイプ 169 ¥2,700 ¥2,970 ¥2,800 ¥3,080

R2200-1100 カーテンパイプ 169 ¥2,800 ¥3,080 ¥2,900 ¥3,190

R2200-1200 カーテンパイプ 169 ¥2,900 ¥3,190 ¥3,000 ¥3,300

R2200-1400 カーテンパイプ 169 ¥3,000 ¥3,300 ¥3,100 ¥3,410

R2225-1000 カーテンパイプ 169 ¥4,400 ¥4,840 ¥4,500 ¥4,950

R2225-1100 カーテンパイプ 169 ¥4,500 ¥4,950 ¥4,600 ¥5,060

R2225-1200 カーテンパイプ 169 ¥4,600 ¥5,060 ¥4,700 ¥5,170

R2225-1300 カーテンパイプ 169 ¥4,700 ¥5,170 ¥4,800 ¥5,280

R2225-1500 カーテンパイプ 169 ¥4,800 ¥5,280 ¥4,900 ¥5,390

R2225-1800 カーテンパイプ 169 ¥6,700 ¥7,370 ¥6,800 ¥7,480

R2225-2000 カーテンパイプ 169 ¥6,900 ¥7,590 ¥7,000 ¥7,700

R1012AL2 ペーパータオルボックス 176 ¥5,700 ¥6,270 ¥6,400 ¥7,040

R3616 ペーパータオルボックス
( 露出型 ) クズカゴ付 178 ¥143,700 ¥158,070 ¥150,000 ¥165,000

価格改定のお知らせ
【価格改定開始日】　2021年4月1日受注分より

2021 年 4 月 1 日受注分より以下の商品を価格改定させて頂きます。在庫の有無は営業担当までお問い合わせ下さい。


