
お客様各位

リラインス　2021年価格改定のご案内

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2021につきまして、一部の製品に関し、2021年10月1日以降より

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10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10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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価格改定のお知らせ
【価格改定開始日】　2021年10月1日受注分より

2021 年 10 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 定価（税抜） 定価（税込）新定価（税抜） 新定価（税込）

R9301-MBK フック 6 ¥4,000 ¥4,400 ¥4,200 ¥4,620

R9303MBK タオル掛 6 ¥12,900 ¥14,190 ¥13,600 ¥14,960

R9304MBK タオルリング 6 ¥9,800 ¥10,780 ¥10,300 ¥11,330

R9102-MMBK ワイヤートレー M 型 7 ¥13,700 ¥15,070 ¥14,400 ¥15,840

R9102-SMBK ワイヤートレー S 型 7 ¥11,900 ¥13,090 ¥12,500 ¥13,750

R9136MBK 予備ペーパーホルダー 7 ¥9,000 ¥9,900 ¥9,500 ¥10,450

R9305-2MBK 2 連ペーパーホルダー 7 ¥19,400 ¥21,340 ¥20,400 ¥22,440

R9305MBK ペーパーホルダー 7 ¥11,000 ¥12,100 ¥11,600 ¥12,760

R9315MBK ペーパーホルダー 7 ¥11,000 ¥12,100 ¥11,600 ¥12,760

R9136 予備ペーパーホルダー 11 ¥4,950 ¥5,445 ¥5,200 ¥5,720

R9303 タオル掛 11 ¥6,300 ¥6,930 ¥6,700 ¥7,370

R9304 タオルリング 11 ¥4,600 ¥5,060 ¥4,900 ¥5,390

R9305 ペーパーホルダー 11 ¥5,500 ¥6,050 ¥5,800 ¥6,380

R9305-2 2 連ペーパーホルダー 11 ¥11,900 ¥13,090 ¥12,500 ¥13,750

R9315 ペーパーホルダー 11 ¥5,500 ¥6,050 ¥5,800 ¥6,380

R9003 カウンター用タオル掛 L 12 ¥5,700 ¥6,270 ¥6,000 ¥6,600

R9004 カウンター用タオル掛 S 12 ¥4,000 ¥4,400 ¥4,200 ¥4,620

R9325 カウンター用ペーパーホルダー 12 ¥5,800 ¥6,380 ¥6,100 ¥6,710

R9325-2 カウンター用 2 連ペーパーホルダー 12 ¥11,900 ¥13,090 ¥12,500 ¥13,750

R9335 カウンター用ペーパーホルダー 12 ¥5,800 ¥6,380 ¥6,100 ¥6,710

R9101-200 化粧棚 13 ¥9,200 ¥10,120 ¥9,700 ¥10,670

R9101-300 化粧棚 13 ¥11,000 ¥12,100 ¥11,600 ¥12,760

R9106 化粧棚 13 ¥12,800 ¥14,080 ¥13,500 ¥14,850

R9301-K フック 13 ¥2,200 ¥2,420 ¥2,300 ¥2,530

R9301-S フック 13 ¥1,900 ¥2,090 ¥2,000 ¥2,200

R9102-M ワイヤートレー M 型 14 ¥9,800 ¥10,780 ¥10,300 ¥11,330

R9102-S ワイヤートレー S 型 14 ¥7,700 ¥8,470 ¥8,100 ¥8,910

R9113-SB 収納バスケット付タオル掛 14 ¥13,000 ¥14,300 ¥13,700 ¥15,070

R9102-C ワイヤートレーコーナー型 15 ¥8,800 ¥9,680 ¥9,300 ¥10,230

R9102-CM ワイヤートレーコーナー深型 15 ¥9,800 ¥10,780 ¥10,300 ¥11,330

S3219HBN フック 16 ¥2,500 ¥2,750 ¥3,100 ¥3,410

S3219HCH フック 16 ¥1,350 ¥1,485 ¥1,650 ¥1,815

S3219HPG フック 16 ¥1,650 ¥1,815 ¥2,200 ¥2,420

S3219TRBN タオルリング 16 ¥4,900 ¥5,390 ¥5,500 ¥6,050

S3219TRCH タオルリング 16 ¥2,600 ¥2,860 ¥2,900 ¥3,190

S3219TRPG タオルリング 16 ¥4,250 ¥4,675 ¥4,800 ¥5,280

S3219-457BN タオル掛 17 ¥5,800 ¥6,380 ¥6,400 ¥7,040

S3219-457CH タオル掛 17 ¥3,100 ¥3,410 ¥3,400 ¥3,740

S3219-457PG タオル掛 17 ¥5,100 ¥5,610 ¥5,650 ¥6,215

S3219-610BN タオル掛 17 ¥6,200 ¥6,820 ¥6,800 ¥7,480

S3219-610CH タオル掛 17 ¥3,350 ¥3,685 ¥3,650 ¥4,015

S3219-610PG タオル掛 17 ¥5,350 ¥5,885 ¥5,900 ¥6,490

S3219PHBN ペーパーホルダー 17 ¥5,900 ¥6,490 ¥6,500 ¥7,150

S3219PHCH ペーパーホルダー 17 ¥2,950 ¥3,245 ¥3,250 ¥3,575

S3219PHPG ペーパーホルダー 17 ¥4,700 ¥5,170 ¥5,250 ¥5,775

S3239-457CG タオル掛 19 ¥6,300 ¥6,930 ¥7,000 ¥7,700

S3239-610CG タオル掛 19 ¥6,450 ¥7,095 ¥7,210 ¥7,931
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価格改定のお知らせ
【価格改定開始日】　2021年10月1日受注分より

2021 年 10 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 定価（税抜） 定価（税込）新定価（税抜） 新定価（税込）

S3239PHCG ペーパーホルダー 19 ¥5,400 ¥5,940 ¥6,020 ¥6,622

S3239TRCG タオルリング 19 ¥4,500 ¥4,950 ¥4,970 ¥5,467

R2303-450 タオル掛 23 ¥5,950 ¥6,545 ¥6,850 ¥7,535

R2304 タオルリング 23 ¥3,950 ¥4,345 ¥4,550 ¥5,005

R2305 ペーパーホルダー 23 ¥4,950 ¥5,445 ¥5,700 ¥6,270

R1904 タオルリング 24 ¥3,400 ¥3,740 ¥3,900 ¥4,290

R1904SN タオルリング 24 ¥3,500 ¥3,850 ¥4,000 ¥4,400

R1924 タオルリング 24 ¥2,900 ¥3,190 ¥3,400 ¥3,740

R1924SN タオルリング 24 ¥3,100 ¥3,410 ¥3,600 ¥3,960

R1903-450 タオル掛 25 ¥4,600 ¥5,060 ¥5,100 ¥5,610

R1903-600 タオル掛 25 ¥4,800 ¥5,280 ¥5,300 ¥5,830

R1905 ペーパーホルダー 25 ¥4,300 ¥4,730 ¥4,800 ¥5,280

R1905SN ペーパーホルダー 25 ¥4,400 ¥4,840 ¥4,900 ¥5,390

R1804 タオルリング 27 ¥4,350 ¥4,785 ¥4,950 ¥5,445

R1805 ペーパーホルダー 27 ¥5,350 ¥5,885 ¥5,950 ¥6,545

R1814 タオルリング（逆勝手仕様） 27 ¥4,350 ¥4,785 ¥4,950 ¥5,445

R1815 ペーパーホルダー（逆勝手仕様） 27 ¥5,350 ¥5,885 ¥5,950 ¥6,545

R1603 タオル掛 29 ¥3,850 ¥4,235 ¥4,400 ¥4,840

R1604 タオルリング 29 ¥3,300 ¥3,630 ¥3,800 ¥4,180

R1605 ペーパーホルダー 29 ¥3,950 ¥4,345 ¥4,300 ¥4,730

R1615 ペーパーホルダー（逆勝手仕様） 29 ¥3,950 ¥4,345 ¥4,300 ¥4,730

RH4703 タオルスタンド 31 ¥50,000 ¥55,000 ¥52,000 ¥57,200

RH4705 ペーパースタンド 31 ¥50,000 ¥55,000 ¥52,000 ¥57,200

RH4713 タオルパーテーション 31 ¥42,000 ¥46,200 ¥44,000 ¥48,400

RH4715 ペーパーストック 31 ¥9,700 ¥10,670 ¥10,000 ¥11,000

AB.SO450.1-BC 置き型手洗器 91 ¥198,000 ¥217,800 ¥207,000 ¥227,700

SB.CO375 置き型手洗器 91 ¥150,000 ¥165,000 ¥171,700 ¥188,870

SB.K360.MW 置き型手洗器 96 ¥110,200 ¥121,220 ¥128,300 ¥141,130

SB.K360.MB 置き型手洗器 97 ¥110,200 ¥121,220 ¥128,300 ¥141,130

AB.KE325 置き型手洗器 98 ¥108,100 ¥118,910 ¥125,800 ¥138,380

AB.KE375 置き型手洗器 98 ¥119,000 ¥130,900 ¥144,900 ¥159,390

SB.K300.GS 置き型手洗器 98 ¥82,400 ¥90,640 ¥94,600 ¥104,060

SB.K360.GS 置き型手洗器 98 ¥89,400 ¥98,340 ¥106,100 ¥116,710

SB.K450.GS 置き型手洗器 98 ¥103,800 ¥114,180 ¥131,800 ¥144,980

AB.R585H.1 置き型洗面器 99 ¥133,000 ¥146,300 ¥169,900 ¥186,890

SB.SR650 置き型洗面器 100 ¥189,000 ¥207,900 ¥227,200 ¥249,920

EB.R585H オーバーカウンター型洗面器 101 ¥90,700 ¥99,770 ¥121,500 ¥133,650

EB.S450H オーバーカウンター型洗面器 102 ¥70,400 ¥77,440 ¥88,600 ¥97,460

EB.SR650 オーバーカウンター型洗面器 104 ¥99,800 ¥109,780 ¥138,000 ¥151,800

EB.SR650H オーバーカウンター型洗面器 104 ¥99,800 ¥109,780 ¥138,000 ¥151,800

UB.SR650 アンダーカウンター型洗面器 105 ¥110,000 ¥121,000 ¥131,200 ¥144,320

4A07.60.01 置き型洗面器 106 ¥123,500 ¥135,850 ¥126,400 ¥139,040

4178.41.01 置き型手洗器 107 ¥130,700 ¥143,770 ¥134,400 ¥147,840

4A07.61.i4 置き型洗面器 108 ¥210,000 ¥231,000 ¥219,400 ¥241,340

4110.60.R1 置き型手洗器 109 ¥138,000 ¥151,800 ¥139,000 ¥152,900

5151.00.01 置き型洗面器 110 ¥126,700 ¥139,370 ¥132,100 ¥145,310

5154.00.01 置き型洗面器 111 ¥126,700 ¥139,370 ¥132,100 ¥145,310
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価格改定のお知らせ
【価格改定開始日】　2021年10月1日受注分より

2021 年 10 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 定価（税抜） 定価（税込）新定価（税抜） 新定価（税込）

6163.00.01 アンダーカウンター型洗面器 115 ¥81,300 ¥89,430 ¥83,300 ¥91,630

7102.63.R1 オーバーカウンター型洗面器 117 ¥158,000 ¥173,800 ¥158,200 ¥174,020

R7107-350 ニギリバー 136 ¥6,200 ¥6,820 ¥7,100 ¥7,810

R7107-400 ニギリバー 136 ¥6,300 ¥6,930 ¥7,200 ¥7,920

R7107-500 ニギリバー 136 ¥6,900 ¥7,590 ¥7,900 ¥8,690

R7107-600 ニギリバー 136 ¥7,000 ¥7,700 ¥8,000 ¥8,800

R7107-800 ニギリバー 136 ¥7,600 ¥8,360 ¥8,700 ¥9,570

R7107-850 ニギリバー 136 ¥7,800 ¥8,580 ¥8,900 ¥9,790

R7107L-700x500 ニギリバー L 型 136 ¥14,000 ¥15,400 ¥16,000 ¥17,600

R7107L-700x600 ニギリバー L 型 136 ¥14,400 ¥15,840 ¥16,600 ¥18,260

R7107R-700x500 ニギリバー L 型 R タイプ 136 ¥14,000 ¥15,400 ¥16,000 ¥17,600

R7107R-700x600 ニギリバー L 型 R タイプ 136 ¥14,400 ¥15,840 ¥16,600 ¥18,260

R7809S-400 ニギリバー 136 ¥6,300 ¥6,930 ¥7,200 ¥7,920

R7809S-600 ニギリバー 136 ¥7,000 ¥7,700 ¥8,000 ¥8,800

R7809S-800 ニギリバー 136 ¥7,600 ¥8,360 ¥8,700 ¥9,570

R7809LS-600x400 ニギリバー L 型 136 ¥13,700 ¥15,070 ¥15,800 ¥17,380

R7809LS-600x600 ニギリバー L 型 136 ¥13,900 ¥15,290 ¥16,000 ¥17,600

R7809LS-800x600 ニギリバー L 型 136 ¥16,300 ¥17,930 ¥18,800 ¥20,680

R7909S-400 ニギリバー 136 ¥6,300 ¥6,930 ¥7,200 ¥7,920

R7909S-600 ニギリバー 136 ¥7,000 ¥7,700 ¥8,000 ¥8,800

R7909S-800 ニギリバー 136 ¥7,600 ¥8,360 ¥8,700 ¥9,570

R7909LS-600x400 ニギリバー L 型 136 ¥13,700 ¥15,070 ¥15,800 ¥17,380

R7909LS-600x600 ニギリバー L 型 136 ¥13,900 ¥15,290 ¥16,000 ¥17,600

R7909LS-800x600 ニギリバー L 型 136 ¥16,300 ¥17,930 ¥18,800 ¥20,680

R7247-350 ニギリバー 137 ¥7,200 ¥7,920 ¥8,300 ¥9,130

R7247-400 ニギリバー 137 ¥7,400 ¥8,140 ¥8,500 ¥9,350

R7247-500 ニギリバー 137 ¥7,800 ¥8,580 ¥9,000 ¥9,900

R7247-600 ニギリバー 137 ¥8,000 ¥8,800 ¥9,200 ¥10,120

R7247-650 ニギリバー 137 ¥8,300 ¥9,130 ¥9,500 ¥10,450

R7247-800 ニギリバー 137 ¥8,700 ¥9,570 ¥10,000 ¥11,000

R7247L-700x600 ニギリバー L 型 137 ¥15,800 ¥17,380 ¥18,200 ¥20,020

R7247R-700x600 ニギリバー L 型 R タイプ 137 ¥15,800 ¥17,380 ¥18,200 ¥20,020

R8907CH-400 ニギリバー 137 ¥7,000 ¥7,700 ¥8,100 ¥8,910

R8907CH-600 ニギリバー 137 ¥7,500 ¥8,250 ¥8,700 ¥9,570

R8907CH-800 ニギリバー 137 ¥8,000 ¥8,800 ¥9,500 ¥10,450

R8907LCH-600x600 ニギリバー 137 ¥14,800 ¥16,280 ¥17,000 ¥18,700

R8908W-400 ニギリバー 137 ¥6,300 ¥6,930 ¥7,200 ¥7,920

R8908W-600 ニギリバー 137 ¥7,000 ¥7,700 ¥8,000 ¥8,800

R8908W-800 ニギリバー 137 ¥7,600 ¥8,360 ¥8,700 ¥9,570

R8908WL-600x600 ニギリバー 137 ¥13,900 ¥15,290 ¥16,000 ¥17,600

R2207-400 ニギリバー 138 ¥7,500 ¥8,250 ¥8,600 ¥9,460

R2207-500 ニギリバー 138 ¥7,900 ¥8,690 ¥9,100 ¥10,010

R2207-600 ニギリバー 138 ¥8,300 ¥9,130 ¥9,500 ¥10,450

R2207L-600x400 ニギリバー L 型 L タイプ 138 ¥18,600 ¥20,460 ¥21,400 ¥23,540

R2207R-600x400 ニギリバー L 型 R タイプ 138 ¥18,600 ¥20,460 ¥21,400 ¥23,540

R2937-1000 ニギリバー 138 ¥12,000 ¥13,200 ¥14,600 ¥16,060

R3407-400 二ギリバー 138 ¥5,600 ¥6,160 ¥6,100 ¥6,710

shimoda
取り消し線
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価格改定のお知らせ
【価格改定開始日】　2021年10月1日受注分より

2021 年 10 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 定価（税抜） 定価（税込）新定価（税抜） 新定価（税込）

R3407-500 ニギリバー 138 ¥5,900 ¥6,490 ¥6,500 ¥7,150

R3407-600 ニギリバー 138 ¥6,300 ¥6,930 ¥6,900 ¥7,590

R3407L-600x400 ニギリバー L 型 138 ¥14,800 ¥16,280 ¥16,300 ¥17,930

R3407R-600x400 ニギリバー L 型 R タイプ 138 ¥14,800 ¥16,280 ¥16,300 ¥17,930

R111-01 インストレーションクランプ 140 ¥550 ¥605 ¥640 ¥704

R121 フロブタフック 140 ¥2,050 ¥2,255 ¥2,400 ¥2,640

R122 フロ巻きブタ押さえ 140 ¥2,500 ¥2,750 ¥2,900 ¥3,190

R3002 補強板 140 ¥200 ¥220 ¥230 ¥253

R291 スライドシャワーフック φ 30 用 141 ¥4,500 ¥4,950 ¥5,200 ¥5,720

R291CH スライドシャワーフック φ 30 用 141 ¥5,800 ¥6,380 ¥6,700 ¥7,370

R29CHL スライドシャワーフック 141 ¥5,800 ¥6,380 ¥6,700 ¥7,370

R29CHR スライドシャワーフック 141 ¥5,800 ¥6,380 ¥6,700 ¥7,370

R29L-30 スライドシャワーフック 141 ¥4,500 ¥4,950 ¥5,200 ¥5,720

R29L-34 スライドシャワーフック 141 ¥4,700 ¥5,170 ¥5,400 ¥5,940

R29R-30 スライドシャワーフック 141 ¥4,500 ¥4,950 ¥5,200 ¥5,720

R29R-34 スライドシャワーフック 141 ¥4,700 ¥5,170 ¥5,400 ¥5,940

R450 ユニバーサルシート 141 ¥54,000 ¥59,400 ¥60,000 ¥66,000

R457 跳ね上げ可動式手摺 141 ¥41,100 ¥45,210 ¥48,000 ¥52,800

R722-350 タオル掛 142 ¥1,700 ¥1,870 ¥2,000 ¥2,200

R722-400 タオル掛 142 ¥1,800 ¥1,980 ¥2,150 ¥2,365

R723 タオル掛 142 ¥500 ¥550 ¥600 ¥660

R773 フック付タオル掛 142 ¥650 ¥715 ¥750 ¥825

R778 タオル掛 142 ¥550 ¥605 ¥650 ¥715

R3403-L タオル掛ロング 143 ¥5,650 ¥6,215 ¥6,200 ¥6,820

R3403-S-400 タオル掛シングル 143 ¥4,650 ¥5,115 ¥5,100 ¥5,610

R3403-S-500 タオル掛シングル 143 ¥4,900 ¥5,390 ¥5,400 ¥5,940

R3403-S-600 タオル掛シングル 143 ¥5,000 ¥5,500 ¥5,500 ¥6,050

R6203-S-400 タオル掛シングル 143 ¥4,900 ¥5,390 ¥5,400 ¥5,940

R6203-S-500 タオル掛シングル 143 ¥5,200 ¥5,720 ¥5,700 ¥6,270

R6203-S-600 タオル掛シングル 143 ¥5,500 ¥6,050 ¥6,000 ¥6,600

R1623-M-400 タオル掛 144 ¥1,700 ¥1,870 ¥1,900 ¥2,090

R1623-M-500 タオル掛 144 ¥1,800 ¥1,980 ¥2,000 ¥2,200

R1623-M-600 タオル掛 144 ¥1,850 ¥2,035 ¥2,100 ¥2,310

R1623-S-400 タオル掛 144 ¥1,700 ¥1,870 ¥1,900 ¥2,090

R1623-S-500 タオル掛 144 ¥1,800 ¥1,980 ¥2,000 ¥2,200

R1623-S-600 タオル掛 144 ¥1,850 ¥2,035 ¥2,100 ¥2,310

R2203-S タオル掛シングル 144 ¥5,900 ¥6,490 ¥6,800 ¥7,480

R1623-W-400 二段式タオル掛 145 ¥3,800 ¥4,180 ¥4,300 ¥4,730

R1623-W-500 二段式タオル掛 145 ¥4,000 ¥4,400 ¥4,500 ¥4,950

R1623-W-600 二段式タオル掛 145 ¥4,100 ¥4,510 ¥4,600 ¥5,060

R203-S-400 タオル掛 145 ¥2,300 ¥2,530 ¥2,800 ¥3,080

R203-S-600 タオル掛 145 ¥2,600 ¥2,860 ¥3,000 ¥3,300

R5203 コンビネーションタオル掛 145 ¥17,600 ¥19,360 ¥20,000 ¥22,000

R6205-400 タオル棚 148 ¥7,700 ¥8,470 ¥8,500 ¥9,350

R6205-500 タオル棚 148 ¥8,100 ¥8,910 ¥8,900 ¥9,790

R725-350 タオル棚 148 ¥4,850 ¥5,335 ¥5,800 ¥6,380

R725-400 タオル棚 148 ¥4,950 ¥5,445 ¥5,950 ¥6,545
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価格改定のお知らせ
【価格改定開始日】　2021年10月1日受注分より

2021 年 10 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 定価（税抜） 定価（税込）新定価（税抜） 新定価（税込）

R775 タオル棚（ブラケット ABS 樹脂タイプ） 148 ¥1,800 ¥1,980 ¥2,100 ¥2,310

R1755-400 タオル棚 149 ¥8,400 ¥9,240 ¥9,400 ¥10,340

R1755-500 タオル棚 149 ¥9,250 ¥10,175 ¥10,400 ¥11,440

R1755-600 タオル棚 149 ¥9,600 ¥10,560 ¥10,800 ¥11,880

R1775-400 コンビネーションタオル棚 149 ¥12,400 ¥13,640 ¥13,900 ¥15,290

R1775-500 コンビネーションタオル棚 149 ¥13,000 ¥14,300 ¥14,600 ¥16,060

R1775-600 コンビネーションタオル棚 149 ¥13,400 ¥14,740 ¥15,000 ¥16,500

R2205 タオル棚 149 ¥9,100 ¥10,010 ¥10,500 ¥11,550

R2106 コーナー型化粧棚 150 ¥3,400 ¥3,740 ¥3,900 ¥4,290

R5205 コンビネーションタオル棚 150 ¥19,500 ¥21,450 ¥22,000 ¥24,200

R726CC 化粧棚 150 ¥2,350 ¥2,585 ¥2,700 ¥2,970

R728CC 化粧棚 150 ¥2,350 ¥2,585 ¥2,700 ¥2,970

R1077-380 化粧棚 151 ¥4,800 ¥5,280 ¥5,500 ¥6,050

R1077-800 化粧棚 151 ¥8,400 ¥9,240 ¥9,600 ¥10,560

R1188 化粧棚 151 ¥7,000 ¥7,700 ¥8,000 ¥8,800

R1189 化粧棚 151 ¥8,000 ¥8,800 ¥9,200 ¥10,120

R727 化粧棚 151 ¥3,400 ¥3,740 ¥3,900 ¥4,290

R3112-1 ペーパーホルダー 157 ¥3,600 ¥3,960 ¥3,950 ¥4,345

R3112-2 2 連式ペーパーホルダー 157 ¥7,300 ¥8,030 ¥8,000 ¥8,800

R3115-2 タテ 2 連式ペーパーホルダー 157 ¥9,900 ¥10,890 ¥10,900 ¥11,990

R3978 ペーパーホルダー（半埋込型） 157 ¥3,400 ¥3,740 ¥3,900 ¥4,290

R111-07 インストレーションクランプ 158 ¥1,300 ¥1,430 ¥1,500 ¥1,650

R111-08 インストレーションクランプ 158 ¥1,700 ¥1,870 ¥1,960 ¥2,156

R111-09 インストレーションクランプ 159 ¥1,200 ¥1,320 ¥1,380 ¥1,518

R111-10 インストレーションクランプ 159 ¥1,200 ¥1,320 ¥1,380 ¥1,518

R251 ダブルフック 162 ¥1,600 ¥1,760 ¥1,850 ¥2,035

R321 フック 162 ¥1,700 ¥1,870 ¥1,960 ¥2,156

R520 シングルフック 162 ¥1,250 ¥1,375 ¥1,450 ¥1,595

R521 ダブルフック 162 ¥1,100 ¥1,210 ¥1,250 ¥1,375

R771 シングルフック 162 ¥300 ¥330 ¥350 ¥385

R2502 サニタリーフック 163 ¥400 ¥440 ¥460 ¥506

R2502-3 サニタリーフック 163 ¥450 ¥495 ¥510 ¥561

R3007 ドアストッパー 163 ¥1,200 ¥1,320 ¥1,400 ¥1,540

R3007-150 ドアストッパーロングタイプ 163 ¥2,800 ¥3,080 ¥3,300 ¥3,630

R3012L ドアストッパー 90 度 163 ¥800 ¥880 ¥920 ¥1,012

R3012R ドアストッパー 90 度 163 ¥800 ¥880 ¥920 ¥1,012

R3019 ドアストッパー 163 ¥1,200 ¥1,320 ¥1,400 ¥1,540

R3019-B ドアストッパーロングタイプ 163 ¥2,850 ¥3,135 ¥3,300 ¥3,630

R22-01 ランドリーパイプブラケット（2 ケ 1 セット） 164 ¥420 ¥462 ¥550 ¥605

R22-1000 ランドリーパイプセット 164 ¥1,400 ¥1,540 ¥1,700 ¥1,870

R22-1100 ランドリーパイプセット 164 ¥1,450 ¥1,595 ¥1,750 ¥1,925

R22-1200 ランドリーパイプセット 164 ¥1,500 ¥1,650 ¥1,800 ¥1,980

R22-1300 ランドリーパイプセット 164 ¥1,600 ¥1,760 ¥1,900 ¥2,090

R22-1400 ランドリーパイプセット 164 ¥1,650 ¥1,815 ¥2,000 ¥2,200

R22-1500 ランドリーパイプセット 164 ¥1,700 ¥1,870 ¥2,050 ¥2,255

R22-1600 ランドリーパイプセット 164 ¥1,800 ¥1,980 ¥2,150 ¥2,365

R22-1800 ランドリーパイプセット 164 ¥2,100 ¥2,310 ¥2,500 ¥2,750
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価格改定のお知らせ
【価格改定開始日】　2021年10月1日受注分より

2021 年 10 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 定価（税抜） 定価（税込）新定価（税抜） 新定価（税込）

R22CH-01 ランドリーパイプブラケット（2 ケ 1 セット） 164 ¥1,500 ¥1,650 ¥1,800 ¥1,980

R22CH-1000 ランドリーパイプセット（クロムメッキ仕様） 164 ¥2,500 ¥2,750 ¥3,000 ¥3,300

R22CH-1100 ランドリーパイプセット（クロムメッキ仕様） 164 ¥2,550 ¥2,805 ¥3,050 ¥3,355

R22CH-1200 ランドリーパイプセット（クロムメッキ仕様） 164 ¥2,600 ¥2,860 ¥3,100 ¥3,410

R22CH-1300 ランドリーパイプセット（クロムメッキ仕様） 164 ¥2,700 ¥2,970 ¥3,250 ¥3,575

R22CH-1400 ランドリーパイプセット（クロムメッキ仕様） 164 ¥2,750 ¥3,025 ¥3,300 ¥3,630

R22CH-1500 ランドリーパイプセット（クロムメッキ仕様） 164 ¥2,800 ¥3,080 ¥3,350 ¥3,685

R22CH-1600 ランドリーパイプセット（クロムメッキ仕様） 164 ¥2,900 ¥3,190 ¥3,500 ¥3,850

R22CH-1800 ランドリーパイプセット（クロムメッキ仕様） 164 ¥3,200 ¥3,520 ¥3,800 ¥4,180

R22TSB ランドリーパイプ縦収納ブラケット 164 ¥2,600 ¥2,860 ¥3,000 ¥3,300

R22-1T ランドリーパイプブラケット（2 ケ 1 セット） 165 ¥420 ¥462 ¥550 ¥605

R22T ランドリーパイプセット（伸縮式） 165 ¥3,000 ¥3,300 ¥3,600 ¥3,960

R2511 物干しロープ 165 ¥3,000 ¥3,300 ¥3,450 ¥3,795

RK2521 物干しロープ 165 ¥5,950 ¥6,545 ¥6,900 ¥7,590

R2222 カーテンリング 168 ¥150 ¥165 ¥170 ¥187

R2233 カーテンリング 168 ¥50 ¥55 ¥60 ¥66

R-3 S カンプラリング 168 ¥50 ¥55 ¥60 ¥66

R2200-1000 カーテンパイプ 169 ¥2,800 ¥3,080 ¥3,350 ¥3,685

R2200-1100 カーテンパイプ 169 ¥2,900 ¥3,190 ¥3,500 ¥3,850

R2200-1200 カーテンパイプ 169 ¥3,000 ¥3,300 ¥3,600 ¥3,960

R2200-1400 カーテンパイプ 169 ¥3,100 ¥3,410 ¥3,700 ¥4,070

R2225-1000 カーテンパイプ 169 ¥4,500 ¥4,950 ¥5,400 ¥5,940

R2225-1100 カーテンパイプ 169 ¥4,600 ¥5,060 ¥5,500 ¥6,050

R2225-1200 カーテンパイプ 169 ¥4,700 ¥5,170 ¥5,600 ¥6,160

R2225-1300 カーテンパイプ 169 ¥4,800 ¥5,280 ¥5,800 ¥6,380

R2225-1500 カーテンパイプ 169 ¥4,900 ¥5,390 ¥5,900 ¥6,490

R2225-1800 カーテンパイプ 169 ¥6,800 ¥7,480 ¥8,000 ¥8,800

R2225-2000 カーテンパイプ 169 ¥7,000 ¥7,700 ¥8,400 ¥9,240

R3835L/R-K ペーパー盗難防止鍵付
棚付横 2 連ワンハンドペーパーホルダー 173 ¥35,000 ¥38,500 ¥38,000 ¥41,800

R3844L/R ペーパー盗難防止鍵付
棚付横 4 連ワンハンドペーパーホルダー 173 ¥69,000 ¥75,900 ¥73,000 ¥80,300

KEY168-P スペアキー（2 ケ /1 セット） 174 ¥600 ¥660 ¥720 ¥792

R5502 ボックス型ペーパーホルダー（2 本用）露出型 174 ¥41,100 ¥45,210 ¥45,000 ¥49,500

R5503 ボックス型ペーパーホルダー（3 本用）露出型 174 ¥45,100 ¥49,610 ¥49,700 ¥54,670

R5544 ボックス型ペーパーホルダー（4 本用）露出型 174 ¥58,600 ¥64,460 ¥64,500 ¥70,950

KEY410-P スペアキー（2 ケ /1 セット） 175 ¥600 ¥660 ¥720 ¥792

R5504B ボックス型ペーパーホルダー（4 本用）露出型 175 ¥60,000 ¥66,000 ¥66,000 ¥72,600

R5506B ボックス型ペーパーホルダー（6 本用）露出型 175 ¥76,000 ¥83,600 ¥83,500 ¥91,850

R5524 ボックス型ペーパーホルダー（4 本用）全埋込型 175 ¥76,500 ¥84,150 ¥84,000 ¥92,400

R1010-S ペーパータオルボックス（埋込型） 176 ¥8,800 ¥9,680 ¥15,000 ¥16,500

R1012AL2 ペーパータオルボックス 176 ¥6,400 ¥7,040 ¥7,000 ¥7,700

R2839 鏡裏ペーパータオルボックス 176 ¥59,000 ¥64,900 ¥70,800 ¥77,880

KEY430-P スペアキー（2 ケ /1 セット） 177 ¥600 ¥660 ¥720 ¥792

R2843 ペーパータオルボックス 177 ¥18,000 ¥19,800 ¥20,700 ¥22,770

R3618 埋込型ダスト BOX 178 ¥126,000 ¥138,600 ¥138,000 ¥151,800

R1014 カウンタートップクズ投入口（フタなし） 179 ¥13,000 ¥14,300 ¥14,300 ¥15,730

R1016 カウンタートップ用クズ投入口 179 ¥9,800 ¥10,780 ¥10,800 ¥11,880
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価格改定のお知らせ
【価格改定開始日】　2021年10月1日受注分より

2021 年 10 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 定価（税抜） 定価（税込）新定価（税抜） 新定価（税込）

R1016-B カウンタートップ用クズ投入口（フタなし） 179 ¥6,600 ¥7,260 ¥7,300 ¥8,030

R1020 クズ投入口ガイドセット 179 ¥21,500 ¥23,650 ¥23,500 ¥25,850

R1020-1 クズ投入口ガイド扉のみ 179 ¥13,000 ¥14,300 ¥14,300 ¥15,730

R1020-2 クズ投入口ガイドのみ 179 ¥8,500 ¥9,350 ¥9,300 ¥10,230

R1039 チャームボックス 183 ¥40,500 ¥44,550 ¥44,500 ¥48,950

R2606-600 ワードローブ棚（背面壁付けタイプ） 184 ¥25,000 ¥27,500 ¥30,000 ¥33,000

R2606-800 ワードローブ棚（背面壁付けタイプ） 184 ¥26,500 ¥29,150 ¥31,800 ¥34,980

R2606-1000 ワードローブ棚（背面壁付けタイプ） 184 ¥27,500 ¥30,250 ¥33,000 ¥36,300

R2606-1500 ワードローブ棚（背面壁付けタイプ） 184 ¥30,000 ¥33,000 ¥36,000 ¥39,600

R2606-1800 ワードローブ棚（背面壁付けタイプ） 184 ¥40,000 ¥44,000 ¥48,000 ¥52,800

R2606-2000 ワードローブ棚（背面壁付けタイプ） 184 ¥45,500 ¥50,050 ¥54,600 ¥60,060

R2615-600 ワードローブ棚（左右壁付けタイプ） 184 ¥25,000 ¥27,500 ¥30,000 ¥33,000

R2615-800 ワードローブ棚（左右壁付けタイプ） 184 ¥26,500 ¥29,150 ¥31,800 ¥34,980

R2615-1000 ワードローブ棚（左右壁付けタイプ） 184 ¥27,500 ¥30,250 ¥33,000 ¥36,300

R2615-1500 ワードローブ棚（左右壁付けタイプ） 184 ¥30,000 ¥33,000 ¥36,000 ¥39,600

R2615-1800 ワードローブ棚（左右壁付けタイプ） 184 ¥37,500 ¥41,250 ¥45,000 ¥49,500

R2624-600 ワードローブ棚
（左右壁付け ･ ハンガーパイプ縦型） 184 ¥19,000 ¥20,900 ¥22,800 ¥25,080

R2624-1000 ワードローブ棚
（左右壁付け ･ ハンガーパイプ縦型） 184 ¥21,500 ¥23,650 ¥25,800 ¥28,380

R2624-1800 ワードローブ棚
（左右壁付け ･ ハンガーパイプ縦型） 184 ¥25,000 ¥27,500 ¥30,000 ¥33,000

R2625-600 ワードローブ棚
（左右壁付け ･ ハンガーパイプ横型） 184 ¥19,500 ¥21,450 ¥23,400 ¥25,740

R2625-1000 ワードローブ棚
（左右壁付け ･ ハンガーパイプ横型） 184 ¥22,000 ¥24,200 ¥26,400 ¥29,040

R2625-1800 ワードローブ棚
（左右壁付け ･ ハンガーパイプ横型） 184 ¥25,500 ¥28,050 ¥30,600 ¥33,660

R3495 小物棚 185 ¥29,200 ¥32,120 ¥32,000 ¥35,200


