
お客様各位

リラインス　2021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2021につきまして、一部の製品に関し、2022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】　2022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2022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

□物流センター（受注）
TEL　042-391-3878　FAX　042-391-8398
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廃番のお知らせ

2022 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

R1935 カウンター用ペーパーホルダー 025

RH3026 置き型拡大鏡 ( 角型 ) 031

RH3027 置き型拡大鏡 ( 丸型 ) 031

36.712.809.00
+35.707.970.90( 埋込部 )

壁埋込型 2 バルブ洗面用混合栓 035
後継機種 :36.712.809.00
+35.700.970.90( 埋込部 )

13.612.705.00
+29.300.670.00
+27.702.980.00
+29.126.705.00
+12.503.970.90

デッキ型シングルレバーバスシャワーセット (1/2")( 切替弁付 )" 039

後継機種 :13.612.705.00
+29.300.670.00
+27.702.980.00
+29.140.670.00
+12.503.970.90
+04.21.02.006.00.92

13.612.705.00
+20.000.705.00( 水側バルブ )
+20.000.706.00( 湯側バルブ )
+27.702.980.00
+29.126.705.00
+12.503.970.90
+12.509.970.90

デッキ型バスシャワーセット (1/2")( 切替弁付 )" 039

後継機種 :13.612.705.00
+20.000.705.00( 水側バルブ )
+20.000.706.00( 湯側バルブ )
+27.702.980.00
+29.140.670.00
+12.503.970.90

13.800.705.00
+36.607.706.00( 水側バルブ )
+36.607.707.00( 湯側バルブ )
+35.707.970.90( 埋込部 )

壁埋込型 2 バルブ洗面用混合栓 039

後継機種 :13.800.705.00
+36.607.706.00( 水側バルブ )
+36.607.707.00( 湯側バルブ )
+35.700.970.90( 埋込部 )

36.022.710.00
+35.020.970.90( 埋込部 )

壁埋込型シングルレバー混合栓 ( 切替弁無 ) 041
後継機種 :36.060.710.00
+35.860.970.90( 埋込部 )

33.505.710.00 1 穴型シングルレバー洗面用混合栓 041 後継機種 :33.500.710.00

36.020.670.00
+35.020.970.90( 埋込部 )

壁埋込型シングルレバー混合栓 ( 切替弁無 ) 043
後継機種 :36.060.670.00
35.860.970.90( 埋込部 )

36.712.882.00
+35.707.970.90( 埋込部 )

壁埋込型 2 バルブ洗面用混合栓 045
後継機種 :36.712.882.00
+35.700.970.90( 埋込部 )

36.707.892.00
+35.707.970.90( 埋込部 )

壁埋込型 2 バルブ洗面用混合栓 045
後継機種：36.707.892.00
+35.700.970.90( 埋込部 )

36.712.892.00
+35.707.970.90( 埋込部 )

壁埋込型 2 バルブ洗面用混合栓 045
後継機種 :36.712.892.00
+35.700.970.90( 埋込部 )

36.717.892.00
+35.707.970.90( 埋込部 )

壁埋込型 2 バルブ洗面用混合栓 045
後継機種 :36.717.892.00
+35.700.970.90( 埋込部 )

36.020.660.00
+35.020.970.90( 埋込部 )

壁埋込型シングルレバー混合栓 ( 切替弁無 ) 050
後継機種 :36.060.660.00
+35.860.970.90( 埋込部 )

36.712.782.00
+35.707.970.90( 埋込部 )

壁埋込型 2 バルブ洗面用混合栓 053
後継機種 :36.712.782.00
+35.700.970.90( 埋込部 )

36.712.361.00
+35.707.970.90( 埋込部 )

壁埋込型 2 バルブ洗面用混合栓 059
後継機種 :36.712.361.00
+35.700.970.90( 埋込部 )

20.815.882.00 3 穴型 2 バルブキッチン用混合栓 060

36.860.680.00
+35.860.970.90( 埋込部）

壁埋込型シングルレバーキッチン用混合栓 066
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廃番のお知らせ

2022 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。

製品仕様廃止のお知らせ
2022 年 4 月 1 日より以下の製品仕様を廃止とさせて頂きます。

限定在庫のお知らせ
2022 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。

品番 商品 掲載 P 備考

R1050/R1051
ステンレスクリア塗装

パーソナルボックス 露出型 / 埋込型　ステンレスクリア塗装仕様のみ 186

R1050/R1051
可変ダイヤルキー仕様

パーソナルボックス 露出型 / 埋込型　可変ダイヤルキー仕様のみ 186

品番 商品 掲載 P 備考

EB.K450H オーバーカウンター型洗面器 103

EB.O500H オーバーカウンター型洗面器 103

CEWXXXX ナチュラルウッドカウンター  SW/AS/LB 127

R22T ランドリーパイプセット ( 伸縮式 ) 165

TS-FN まっててね FN 平面 ･ コーナー兼用 181
別途価格改定あり。仕様変更予定。
後継機種は別途お問い合わせください。

品番 商品 掲載 P 備考

FCS228K 単水栓 069

FCS144K 1 穴型シングルレバー洗面用混合栓 069

FCS145K 1 穴型シングルレバー洗面用混合栓 069 後継機種：183-281

EB.R585 オーバーカウンター型洗面器 102

5151.00.01 置き型洗面器 110 後継機種：5151.00.01+8L03

5154.00.01 置き型洗面器 111 後継機種：5154.00.01+8L03

6181.28.01 アンダーカウンター型手洗器 114

R8257-600 天然木ニギリバー I 型 139

R8257L-700X600 天然木ニギリバー L 型 L タイプ 139

R8257R-700X600 天然木ニギリバー L 型 R タイプ 139

R121 フロブタフック 140

TS-FM フィッティングボード FM 182 後継機種：TS-FIT

R1040 フィッティングボード 183

R1039 チャームボックス 183
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価格改定のお知らせ
【価格改定開始日】　2022年4月1日受注分より

2022 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 2021定価 2021定価（税込） 新定価 新定価（税込） 備考

R4603-450 タオル掛 020/145 ¥17,000 ¥18,700 ¥18,700 ¥20,570

R4603-600 タオル掛 020/145 ¥23,500 ¥25,850 ¥25,900 ¥28,490

R4603-800 タオル掛 020/145 ¥28,800 ¥31,680 ¥32,000 ¥35,200

R4605-400 タオル棚 020/149 ¥28,000 ¥30,800 ¥31,500 ¥34,650

R4605-500 タオル棚 020/149 ¥29,000 ¥31,900 ¥32,600 ¥35,860

R4601-M フック 020/162 ¥4,600 ¥5,060 ¥5,300 ¥5,830

R4601-S フック 020/162 ¥3,600 ¥3,960 ¥4,000 ¥4,400

R4607-600 ニギリバー 021/139 ¥26,900 ¥29,590 ¥29,600 ¥32,560

R4607-800 ニギリバー 021/139 ¥29,000 ¥31,900 ¥31,900 ¥35,090

R4607-1000 ニギリバー 021/139 ¥36,000 ¥39,600 ¥39,600 ¥43,560

R4607L-700X500 ニギリバー 021/139 ¥95,300 ¥104,830 ¥105,000 ¥115,500

R4607R-700X500 ニギリバー 021/139 ¥95,300 ¥104,830 ¥105,000 ¥115,500

R4607MBK-600 ニギリバー 006/021 ¥32,500 ¥35,750 ¥35,750 ¥39,325

R4608 ガラス扉用取っ手セット 021/139 ¥64,800 ¥71,280 ¥71,300 ¥78,430

R1703 タオル掛 027 ¥3,850 ¥4,235 ¥4,250 ¥4,675

R1702 タオルバー 027 ¥3,100 ¥3,410 ¥3,300 ¥3,630

R1712 タオルバー ( 逆勝手仕様 ) 027 ¥3,100 ¥3,410 ¥3,300 ¥3,630

R1704 タオルリング 027 ¥3,650 ¥4,015 ¥3,850 ¥4,235

R1714 タオルリング ( 逆勝手仕様 ) 027 ¥3,650 ¥4,015 ¥3,850 ¥4,235

R1705 ペーパーホルダー 027 ¥4,400 ¥4,840 ¥4,800 ¥5,280

R1715 ペーパーホルダー ( 逆勝手仕様 ) 027 ¥4,400 ¥4,840 ¥4,800 ¥5,280

FCS239K 小型電気温水器 ( センサー水栓付 ) 069 ¥98,000 ¥107,800 ¥107,000 ¥117,700

FC1100S 単水栓 069 ¥16,000 ¥17,600 ¥18,900 ¥20,790

FC4100TC 単水栓（吐水口可動式） 069 ¥31,200 ¥34,320 ¥34,500 ¥37,950

FC4100TCZ 単水栓（吐水口固定式） 069 ¥31,200 ¥34,320 ¥34,500 ¥37,950

FC1100T 単水栓 069 ¥24,000 ¥26,400 ¥26,600 ¥29,260

FC1100T-MB 単水栓 069 ¥54,000 ¥59,400 ¥59,000 ¥64,900

04.11.01.001.00.00 ポップアップ排水金具 070 ¥13,000 ¥14,300 ¥14,900 ¥16,390

10.100.970.00 排水目皿 070 ¥7,300 ¥8,030 ¥9,100 ¥10,010

FCPU ポップアップ排水金具 070 ¥8,300 ¥9,130 ¥9,800 ¥10,780

FCBT ボトルトラップ ( 欧州仕様Φ 32) 070 ¥12,000 ¥13,200 ¥13,600 ¥14,960

FCBT-25 ボトルトラップセット ( 国内仕様φ 25) 071 ¥16,500 ¥18,150 ¥18,500 ¥20,350

FCST-25N S トラップセット ( 国内仕様φ 25) 071 ¥11,000 ¥12,100 ¥12,700 ¥13,970

T10-13-400 ベンリー管（国内仕様） 071 ¥1,100 ¥1,210 ¥1,190 ¥1,309

MTKF フリーミラー 鏡本体　防湿加工（洗面室向け） 133 ¥51,400 ¥56,540 ¥57,000 ¥62,700 ㎡単価
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価格改定のお知らせ
【価格改定開始日】　2022年4月1日受注分より

2022 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 2021定価 2021定価（税込） 新定価 新定価（税込） 備考

MTKF フリーミラー 鏡本体　耐食加工（浴室向け） 133 ¥60,500 ¥66,550 ¥66,000 ¥72,600 ㎡単価

R111-01 インストレーションクランプ 140 ¥640 ¥704 ¥680 ¥748

RK3975NW ワンタッチペーパーホルダー 157 ¥1,500 ¥1,650 ¥1,600 ¥1,760

R1985-S
2 連ペーパーホルダー（タテ半埋込型）
直付・インストレーションクランプ両対応

159 ¥11,900 ¥13,090 ¥12,500 ¥13,750

R1986-S
2 連ペーパーホルダー（ヨコ半埋込型）
直付・インストレーションクランプ両対応

159 ¥11,900 ¥13,090 ¥12,500 ¥13,750

R1975 2 連ペーパーホルダー ( タテ半埋込型 ) 160 ¥19,000 ¥20,900 ¥21,800 ¥23,980

R1975-S
2 連ペーパーホルダー
( タテ半埋込型クランプ仕様 )

160 ¥19,000 ¥20,900 ¥21,800 ¥23,980

R1976 2 連ペーパーホルダー ( ヨコ半埋込型 ) 160 ¥19,000 ¥20,900 ¥21,800 ¥23,980

R1976-S
2 連ペーパーホルダー
( ヨコ半埋込型クランプ仕様 )

160 ¥19,000 ¥20,900 ¥21,800 ¥23,980

R2975 2 連ペーパーホルダー ( タテ埋込型 ) 160 ¥18,200 ¥20,020 ¥20,800 ¥22,880

R2975-S
2 連ペーパーホルダー

（インストレーションクランプ仕様）
160 ¥18,200 ¥20,020 ¥20,800 ¥22,880

R2976 2 連ペーパーホルダー ( ヨコ埋込型 ) 160 ¥18,200 ¥20,020 ¥20,800 ¥22,880

R2976-S
2 連ペーパーホルダー

（インストレーションクランプ仕様）
160 ¥18,200 ¥20,020 ¥20,800 ¥22,880

R976S ペーパーホルダー ( 半埋込型 ) 160 ¥8,300 ¥9,130 ¥8,900 ¥9,790

R3012L ドアストッパー 90 度 163 ¥920 ¥1,012 ¥1,050 ¥1,155

R3012R ドアストッパー 90 度 163 ¥920 ¥1,012 ¥1,050 ¥1,155

R3845 棚付ペーパーホルダー 173 ¥29,800 ¥32,780 ¥33,300 ¥36,630

R5502 ボックス型ペーパーホルダー (2 本用 ) 露出型 174 ¥45,000 ¥49,500 ¥52,000 ¥57,200

R5503 ボックス型ペーパーホルダー (3 本用 ) 露出型 174 ¥49,700 ¥54,670 ¥56,600 ¥62,260

R5544 ボックス型ペーパーホルダー (4 本用 ) 露出型 174 ¥64,500 ¥70,950 ¥73,500 ¥80,850

R1010-S ペーパータオルボックス ( 埋込型 ) 176 ¥15,000 ¥16,500 ¥12,000 ¥13,200

R1012AL2 ペーパータオルボックス 176 ¥7,000 ¥7,700 ¥9,000 ¥9,900

TS-V1-S オムツっ子 V1 スタンドセット 180 ¥150,000 ¥165,000 ¥168,000 ¥184,800

TS-FA2S オムツっ子 FA2 スタンドセット 180 ¥150,000 ¥165,000 ¥168,000 ¥184,800

TS-FN まっててね FN 平面 ･ コーナー兼用 181 ¥79,000 ¥86,900 ¥83,000 ¥91,300 限定在庫品
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シャワーカーテン仕様変更・価格改定のお知らせ
【価格改定開始日】　2022年4月1日受注分より

2022 年 4 月 1 日受注分より以下の商品を仕様変更及び価格改定させて頂きます。

丈　＼　巾 掲載 P 〜 1500 〜 1800

　 　 新定価 新定価（税込） 　 新定価 新定価（税込）

〜 1600（ハト目仕様） 167 ¥9,800 ¥10,780 ¥11,000 ¥12,100

〜 1800（ハト目仕様） 167 ¥10,000 ¥11,000 ¥11,100 ¥12,210

〜 2000（ハト目仕様） 167 ¥11,700 ¥12,870 ¥11,900 ¥13,090

R501　シャワーカーテン　標準厚（無地）　【新仕様】裾：波型ソニック加工　　継ぎ目：なし

丈　＼　巾 掲載 P 〜 1500 〜 1800

　 　 新定価 新定価（税込） 　 新定価 新定価（税込）

〜 1600（ハト目仕様） 167 ¥11,300 ¥12,430 ¥12,800 ¥14,080

〜 1800（ハト目仕様） 167 ¥11,500 ¥12,650 ¥12,900 ¥14,190

〜 2000（ハト目仕様） 167 ¥13,600 ¥14,960 ¥13,800 ¥15,180

丈　＼　巾 掲載 P 〜 1500 〜 1800

　 　 新定価 新定価（税込） 　 新定価 新定価（税込）

〜 1600（ハト目仕様） 167 ¥11,700 ¥12,870 ¥13,200 ¥14,520

〜 1800（ハト目仕様） 167 ¥11,900 ¥13,090 ¥13,400 ¥14,740

〜 2000（ハト目仕様） 167 ¥14,100 ¥15,510 ¥14,400 ¥15,840

丈　＼　巾 掲載 P 〜 1500 〜 1800

　 　 新定価 新定価（税込） 　 新定価 新定価（税込）

〜 1600（ハト目仕様） 166 ¥14,500 ¥15,950 ¥16,600 ¥18,260

〜 1900（ハト目仕様） 166 ¥14,700 ¥16,170 ¥16,700 ¥18,370

〜 2000（ハト目仕様） 166 ¥17,800 ¥19,580 ¥18,000 ¥19,800

丈　＼　巾 掲載 P 〜 1500 〜 1800

　 　 新定価 新定価（税込） 　 新定価 新定価（税込）

〜 1600（ハト目仕様） 166 ¥14,500 ¥15,950 ¥16,600 ¥18,260

〜 1900（ハト目仕様） 166 ¥14,700 ¥16,170 ¥16,700 ¥18,370

〜 2000（ハト目仕様） 166 ¥17,800 ¥19,580 ¥18,000 ¥19,800

丈　＼　巾 掲載 P 〜 1500 〜 1800

　 　 新定価 新定価（税込） 　 新定価 新定価（税込）

〜 1600（ハト目仕様） 166 ¥10,700 ¥11,770 ¥12,000 ¥13,200

〜 1900（ハト目仕様） 166 ¥10,900 ¥11,990 ¥12,200 ¥13,420

R901　シャワーカーテン　やや厚手（無地）　【新仕様】裾：波型ソニック加工　　継ぎ目：なし

R2030　シャワーカーテン　厚手（無地）　【新仕様】裾：波型ソニック加工　　継ぎ目：なし

R2020　シャワーカーテン（桜柄）　【新仕様】裾：波型ソニック加工　　継ぎ目：なし

R2050　シャワーカーテン（七宝柄）　【新仕様】裾：波型ソニック加工　　継ぎ目：なし

R2100　シャワーカーテン（ストライプ）　【新仕様】裾：波型ソニック加工　　継ぎ目：なし


