
お客様各位

リラインス　2022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2022につきまして、

昨今、大幅に変動した世界情勢の影響を受け、誠に不本意ではありますが

下記の通り価格改定の運びとさせていただきます。

何卒　諸事情ご賢察の上、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
 

【実施時期】　2022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2022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

□物流センター（受注）
TEL　042-391-3878　FAX　042-391-8398
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価格改定のお知らせ
【価格改定開始日】　2022年10月1日受注分より

2022 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 定価（税込） 新定価 新定価（税込）

R9301-MBK フック 006 ¥4,200 ¥4,620 ¥4,700 ¥5,170

R9303MBK タオル掛 006 ¥13,600 ¥14,960 ¥14,300 ¥15,730

R9304MBK タオルリング 006 ¥10,300 ¥11,330 ¥11,200 ¥12,320

R9102-SMBK ワイヤートレー S 型 007 ¥12,500 ¥13,750 ¥14,000 ¥15,400

R9305-2MBK 2 連ペーパーホルダー 007 ¥20,400 ¥22,440 ¥22,300 ¥24,530

R9305MBK ペーパーホルダー 007 ¥11,600 ¥12,760 ¥12,800 ¥14,080

R9315MBK ペーパーホルダー 007 ¥11,600 ¥12,760 ¥12,800 ¥14,080

R9136 予備ペーパーホルダー 009 ¥5,200 ¥5,720 ¥5,900 ¥6,490

R9303 タオル掛 009/154 ¥6,700 ¥7,370 ¥7,800 ¥8,580

R9304 タオルリング 009/154 ¥4,900 ¥5,390 ¥5,700 ¥6,270

R9305 ペーパーホルダー 009/169 ¥5,800 ¥6,380 ¥7,100 ¥7,810

R9315 ペーパーホルダー 009/169 ¥5,800 ¥6,380 ¥7,100 ¥7,810

R9305-2 2 連ペーパーホルダー 009/169 ¥12,500 ¥13,750 ¥13,600 ¥14,960

R9003 カウンター用タオル掛 L 010/154 ¥6,000 ¥6,600 ¥6,600 ¥7,260 

R9004 カウンター用タオル掛 S 010/154 ¥4,200 ¥4,620 ¥4,600 ¥5,060 

R9325 カウンター用ペーパーホルダー 010/169 ¥6,100 ¥6,710 ¥7,100 ¥7,810 

R9335 カウンター用ペーパーホルダー 010/169 ¥6,100 ¥6,710 ¥7,100 ¥7,810 

R9325-2 カウンター用 2 連ペーパーホルダー 010/169 ¥12,500 ¥13,750 ¥13,600 ¥14,960 

R9101-200 化粧棚 011/160 ¥9,700 ¥10,670 ¥10,000 ¥11,000 

R9106 化粧棚 011/161 ¥13,500 ¥14,850 ¥15,000 ¥16,500 

R9301-K フック 011/171 ¥2,300 ¥2,530 ¥2,500 ¥2,750 

R9301-S フック 011/171 ¥2,000 ¥2,200 ¥2,200 ¥2,420 

R9102-S ワイヤートレー S 型 012/162 ¥8,100 ¥8,910 ¥8,600 ¥9,460 

R9102-C ワイヤートレーコーナー型 013/163 ¥9,300 ¥10,230 ¥10,300 ¥11,330 

R9102-CM ワイヤートレーコーナー深型 013/163 ¥10,300 ¥11,330 ¥10,700 ¥11,770 

S3219HBN フック 014 ¥3,100 ¥3,410 ¥3,500 ¥3,850 

S3219HCH フック 014 ¥1,650 ¥1,815 ¥1,700 ¥1,870 

S3219HPG フック 014 ¥2,200 ¥2,420 ¥2,300 ¥2,530 

S3219TRBN タオルリング 014 ¥5,500 ¥6,050 ¥6,000 ¥6,600 

S3219TRCH タオルリング 014 ¥2,900 ¥3,190 ¥3,200 ¥3,520 

S3219TRPG タオルリング 014 ¥4,800 ¥5,280 ¥5,100 ¥5,610 

S3219-457BN タオル掛 015 ¥6,400 ¥7,040 ¥7,200 ¥7,920 
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品番 商品 掲載 P 定価 定価（税込） 新定価 新定価（税込）

S3219-457CH タオル掛 015 ¥3,400 ¥3,740 ¥3,800 ¥4,180 

S3219-457PG タオル掛 015 ¥5,650 ¥6,215 ¥6,600 ¥7,260 

S3219-610BN タオル掛 015 ¥6,800 ¥7,480 ¥7,700 ¥8,470 

S3219-610CH タオル掛 015 ¥3,650 ¥4,015 ¥4,100 ¥4,510 

S3219-610PG タオル掛 015 ¥5,900 ¥6,490 ¥6,700 ¥7,370 

S3219PHBN ペーパーホルダー 015 ¥6,500 ¥7,150 ¥7,600 ¥8,360 

S3219PHCH ペーパーホルダー 015 ¥3,250 ¥3,575 ¥3,700 ¥4,070 

S3219PHPG ペーパーホルダー 015 ¥5,250 ¥5,775 ¥6,400 ¥7,040 

S3239-457CG タオル掛 017 ¥7,000 ¥7,700 ¥7,400 ¥8,140 

S3239-610CG タオル掛 017 ¥7,210 ¥7,931 ¥7,600 ¥8,360 

S3239PHCG ペーパーホルダー 017 ¥6,020 ¥6,622 ¥6,800 ¥7,480 

S3239TRCG タオルリング 017 ¥4,970 ¥5,467 ¥5,000 ¥5,500 

R2303-450 タオル掛 021 ¥6,850 ¥7,535 ¥7,850 ¥8,635 

R2304 タオルリング 021 ¥4,550 ¥5,005 ¥5,650 ¥6,215 

R2305 ペーパーホルダー 021 ¥5,700 ¥6,270 ¥6,750 ¥7,425 

RL233D 化粧棚 021/161 ¥7,300 ¥8,030 ¥8,600 ¥9,460 

R1904 タオルリング 022 ¥3,900 ¥4,290 ¥5,000 ¥5,500 

R1904SN タオルリング 022 ¥4,000 ¥4,400 ¥5,100 ¥5,610 

R1924 タオルリング 022 ¥3,400 ¥3,740 ¥4,000 ¥4,400 

R1924SN タオルリング 022 ¥3,600 ¥3,960 ¥4,100 ¥4,510 

R1903-450 タオル掛 023 ¥5,100 ¥5,610 ¥6,900 ¥7,590 

R1903-600 タオル掛 023 ¥5,300 ¥5,830 ¥7,400 ¥8,140 

R1905 ペーパーホルダー 023 ¥4,800 ¥5,280 ¥6,500 ¥7,150 

R1905SN ペーパーホルダー 023 ¥4,900 ¥5,390 ¥6,700 ¥7,370 

R1702 タオルバー 025 ¥3,300 ¥3,630 ¥3,700 ¥4,070 

R1703 タオル掛 025 ¥4,250 ¥4,675 ¥5,450 ¥5,995 

R1704 タオルリング 025 ¥3,850 ¥4,235 ¥4,400 ¥4,840 

R1705 ペーパーホルダー 025 ¥4,800 ¥5,280 ¥5,850 ¥6,435 

R1712 タオルバー ( 逆勝手仕様 ) 025 ¥3,300 ¥3,630 ¥3,700 ¥4,070 

R1714 タオルリング ( 逆勝手仕様 ) 025 ¥3,850 ¥4,235 ¥4,400 ¥4,840 

R1715 ペーパーホルダー ( 逆勝手仕様 ) 025 ¥4,800 ¥5,280 ¥5,850 ¥6,435 

R1804 タオルリング 025 ¥4,950 ¥5,445 ¥5,400 ¥5,940 

R1805 ペーパーホルダー 025 ¥5,950 ¥6,545 ¥6,800 ¥7,480 

R1814 タオルリング ( 逆勝手仕様 ) 025 ¥4,950 ¥5,445 ¥5,400 ¥5,940 

R1815 ペーパーホルダー ( 逆勝手仕様 ) 025 ¥5,950 ¥6,545 ¥6,800 ¥7,480 
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品番 商品 掲載 P 定価 定価（税込） 新定価 新定価（税込）

R1603 タオル掛 026 ¥4,400 ¥4,840 ¥5,700 ¥6,270 

R1604 タオルリング 026 ¥3,800 ¥4,180 ¥4,800 ¥5,280 

R1605 ペーパーホルダー 026 ¥4,300 ¥4,730 ¥5,100 ¥5,610 

R1615 ペーパーホルダー ( 逆勝手仕様 ) 026 ¥4,300 ¥4,730 ¥5,100 ¥5,610 

RH4703 タオルスタンド 029 ¥52,000 ¥57,200 ¥57,000 ¥62,700 

RH4705 ペーパースタンド 029 ¥52,000 ¥57,200 ¥57,000 ¥62,700 

RH4713 タオルパーテーション 029 ¥44,000 ¥48,400 ¥49,000 ¥53,900 

RH4715 ペーパーストック 029 ¥10,000 ¥11,000 ¥11,000 ¥12,100 

13.801.811.00 壁出吐水口 (1/2) 033 ¥203,500 ¥223,850 ¥250,000 ¥275,000 

20.713.811.00
+11.187.811.00
(x2)( インサート )

3 穴型 2 バルブ洗面用混合栓 033 ¥412,500 ¥453,750 ¥518,700 ¥570,570 

25.863.811.00
+35.945.970.90
( 埋込部 )

自立型シングルレバーバスシャワーセット 033 ¥1,420,200 ¥1,562,220 ¥1,744,500 ¥1,918,950 

27.523.811.00
+11.187.811.00
(x2)( インサート )

デッキ型バスシャワーセット (1/2)( 切替弁付 ) 033 ¥830,300 ¥913,330 ¥1,031,900 ¥1,135,090 

27.632.811.00 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 ) 033 ¥599,600 ¥659,560 ¥736,500 ¥810,150 

28.679.670.00 壁出レインシャワーヘッド 033/055 ¥292,500 ¥321,750 ¥366,500 ¥403,150 

29.217.811.00
+11.187.811.00
( インサート )

2 穴型洗面用混合栓 033 ¥334,300 ¥367,730 ¥416,700 ¥458,370 

29.218.811.00
+11.187.811.00
( インサート )

2 穴型洗面用混合栓 033 ¥354,000 ¥389,400 ¥440,800 ¥484,880

33.521.811.00 1 穴型シングルレバー洗面用混合栓 033 ¥296,000 ¥325,600 ¥363,600 ¥399,960 

33.525.811.00 1 穴型シングルレバー洗面用混合栓 033 ¥310,800 ¥341,880 ¥381,700 ¥419,870 

36.013.970.00
+28.012.979.00
+35.003.970.90
( 埋込部 )

スライドバー付ハンドシャワーセット 033 ¥366,400 ¥403,040 ¥455,500 ¥501,050 

36.503.780.00
+36.607.811.00
(x2)( バルブ )
+11.187.811.00
(x2)( インサート )
+35.521.970.90
( 埋込部 )

壁埋込型サーモスタット (2 バルブ止水機能付 ) 033 ¥756,700 ¥832,370 ¥968,100 ¥1,064,910 

36.712.811.00
+11.187.811.00
(x2)( インサート )
+35.700.970.90
( 埋込部 )

壁埋込型 2 バルブ洗面用混合栓 033 ¥370,500 ¥407,550 ¥463,500 ¥509,850

36.861.811.00
+35.860.970.90
( 埋込部 )

壁埋込型シングルレバー洗面用混合栓 033 ¥339,800 ¥373,780 ¥422,400 ¥464,640

83.060.780.00 タオル掛 033/053 ¥105,800 ¥116,380 ¥147,700 ¥162,470 

83.210.780.00 2 連タオルバー 033 ¥106,700 ¥117,370 ¥131,100 ¥144,210 

83.500.705.00 ペーパーホルダー 033/039 ¥67,500 ¥74,250 ¥94,200 ¥103,620 

20.713.809.00 3 穴型 2 バルブ洗面用混合栓 035 ¥324,300 ¥356,730 ¥426,700 ¥469,370 

26.413.809.00
+28.012.979.00 スライドバー付ハンドシャワーセット 035 ¥216,400 ¥238,040 ¥287,200 ¥315,920
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品番 商品 掲載 P 定価 定価（税込） 新定価 新定価（税込）

27.632.809.00 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 ) 035 ¥533,200 ¥586,520 ¥701,400 ¥771,540 

28.450.809.00 シャワー取り出し口 035 ¥31,300 ¥34,430 ¥41,100 ¥45,210 

28.649.970.00 壁出レインシャワーヘッド 035/050 ¥224,300 ¥246,730 ¥295,100 ¥324,610 

33.500.809.00 1 穴型シングルレバー洗面用混合栓 035 ¥211,700 ¥232,870 ¥278,500 ¥306,350 

33.510.809.00 1 穴型シングルレバー洗面用混合栓 035 ¥200,200 ¥220,220 ¥263,300 ¥289,630 

33.521.809.00 1 穴型シングルレバー洗面用混合栓 035 ¥195,300 ¥214,830 ¥256,900 ¥282,590 

33.525.809.00 1 穴型シングルレバー洗面用混合栓 035 ¥183,800 ¥202,180 ¥241,800 ¥265,980 

33.534.809.00 1 穴型シングルレバー洗面用混合栓 035 ¥274,600 ¥302,060 ¥361,300 ¥397,430 

36.501.979.00
+36.607.809.00
( ｘ 3)( バルブ )
+35.531.970.90
( 埋込部 )

壁埋込型サーモスタット (3 バルブ止水機能付 ) 035 ¥688,200 ¥757,020 ¥951,100 ¥1,046,210

36.607.809.00
+35.607.970.90
( 埋込部 )

壁埋込型バルブ (1/2) 035 ¥65,400 ¥71,940 ¥99,500 ¥109,450 

36.712.809.00
+35.700.970.90
( 埋込部 )

壁埋込型 2 バルブ洗面用混合栓 035 ¥297,100 ¥326,810 ¥386,400 ¥425,040

36.860.809.00
+35.860.970.90
( 埋込部 )

壁埋込型シングルレバー洗面用混合栓 035 ¥268,600 ¥295,460 ¥356,300 ¥391,930 

83.030.809.00 タオル掛 035 ¥86,800 ¥95,480 ¥114,100 ¥125,510 

83.060.809.00 タオル掛 035 ¥93,600 ¥102,960 ¥123,100 ¥135,410 

83.500.809.00 ペーパーホルダー 035 ¥76,700 ¥84,370 ¥94,200 ¥103,620 

83.590.809.00 予備ペーパーホルダー 035 ¥54,800 ¥60,280 ¥72,200 ¥79,420 

20.713.845.00 3 穴型 2 バルブ洗面用混合栓 037 ¥194,400 ¥213,840 ¥263,400 ¥289,740 

26.413.979.00
+28.018.979.00 スライドバー付ハンドシャワーセット 037/043

/050 ¥128,300 ¥141,130 ¥170,400 ¥187,440 

27.412.845.00 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 ) 037 ¥433,000 ¥476,300 ¥586,700 ¥645,370 

28.450.845.00 シャワー取り出し口 037 ¥27,200 ¥29,920 ¥36,900 ¥40,590 

33.200.845.00 壁出シングルレバーバスシャワー混合栓 037 ¥182,300 ¥200,530 ¥247,000 ¥271,700 

33.500.845.00 1 穴型シングルレバー洗面用混合栓 037 ¥123,900 ¥136,290 ¥167,900 ¥184,690 

33.537.845.00 1 穴型シングルレバー洗面用混合栓 037 ¥249,800 ¥274,780 ¥313,000 ¥344,300 

36.120.845.00
+35.020.970.90
( 埋込部 )

壁埋込型シングルレバー混合栓 ( 切替弁付 ) 037 ¥173,800 ¥191,180 ¥236,600 ¥260,260 

36.861.845.00
+35.860.970.90
( 埋込部 )

壁埋込型シングルレバー洗面用混合栓 037 ¥248,300 ¥273,130 ¥329,400 ¥362,340 

83.020.979.00 タオル掛 037 ¥63,500 ¥69,850 ¥88,600 ¥97,460 

83.060.979.00 タオル掛 037/051 ¥65,100 ¥71,610 ¥90,800 ¥99,880 

83.256.979.00 フック 037/051 ¥29,900 ¥32,890 ¥41,800 ¥45,980 

83.500.979.00 ペーパーホルダー 037 ¥57,600 ¥63,360 ¥80,400 ¥88,440 
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品番 商品 掲載 P 定価 定価（税込） 新定価 新定価（税込）

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

デッキ型バスシャワーセット (1/2)( 切替弁付 ) 039 ¥762,400 ¥838,640 ¥1,033,000 ¥1,136,300 

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

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 ¥786,900 ¥865,590 ¥1,042,900 ¥1,147,190 

13.714.705.00
+20.004.705.00
( 水側バルブ )
+20.004.706.00
( 湯側バルブ )

3 穴型 2 バルブ洗面用混合栓 039 ¥335,600 ¥369,160 ¥457,900 ¥503,690 

13.715.705.00
+20.004.705.00
( 水側バルブ )
+20.004.706.00
( 湯側バルブ )

3 穴型 2 バルブ洗面用混合栓 039 ¥351,000 ¥386,100 ¥479,300 ¥527,230 

13.800.705.00
+36.607.706.00
( 水側バルブ )
+36.607.707.00
( 湯側バルブ )
+35.700.970.00
( 埋込部 )

壁埋込型 2 バルブ洗面用混合栓 039 ¥351,800 ¥386,980 ¥469,800 ¥516,780 

26.413.980.00
+28.012.979.00 スライドバー付ハンドシャワーセット 039/053

/055 ¥216,500 ¥238,150 ¥287,200 ¥315,920 

28.450.980.00 シャワー取り出し口 039/053
/055 ¥36,300 ¥39,930 ¥50,700 ¥55,770 

28.775.980.00 天井吊レインシャワーヘッド 039 ¥295,300 ¥324,830 ¥397,800 ¥437,580 

33.521.705.00 1 穴型シングルレバー洗面用混合栓 039 ¥260,500 ¥286,550 ¥363,600 ¥399,960 

36.501.780.00
+36.607.705.00
(x1 コ )( バルブ )
+35.511.970.90
( 埋込部 )

壁埋込型サーモスタット (1 バルブ止水機能付 ) 039 ¥525,900 ¥578,490 ¥697,600 ¥767,360 

36.860.705.00
+35.860.970.90
( 埋込部 )

壁埋込型シングルレバー洗面用混合栓 039 ¥305,700 ¥336,270 ¥405,500 ¥446,050 

83.020.705.00 タオル掛 039 ¥92,500 ¥101,750 ¥129,200 ¥142,120 

83.045.705.00 タオル掛 039 ¥93,900 ¥103,290 ¥131,100 ¥144,210 

83.060.705.00 タオル掛 039 ¥105,800 ¥116,380 ¥147,700 ¥162,470 

83.211.705.00 タオルバー 039 ¥84,100 ¥92,510 ¥117,400 ¥129,140 

13.801.710.00 壁出吐水口 (1/2) 041 ¥141,700 ¥155,870 ¥197,800 ¥217,580 

20.713.710.00 3 穴型 2 バルブ洗面用混合栓 041 ¥294,400 ¥323,840 ¥410,800 ¥451,880 

26.413.710.00
+28.012.979.00 スライドバー付ハンドシャワーセット 041 ¥216,500 ¥238,150 ¥287,200 ¥315,920 

27.412.710.00 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 ) 041 ¥542,900 ¥597,190 ¥680,100 ¥748,110 

27.512.710.00 デッキ型バスシャワーセット (1/2)( 切替弁付 ) 041 ¥487,200 ¥535,920 ¥679,900 ¥747,890 

28.450.710.00 シャワー取り出し口 041 ¥37,900 ¥41,690 ¥52,900 ¥58,190 

28.796.710.00 天井吊レインシャワーヘッド 041 ¥285,500 ¥314,050 ¥384,500 ¥422,950 

33.500.710.00 1 穴型シングルレバー洗面用混合栓 041 ¥215,500 ¥237,050 ¥300,800 ¥330,880 

33.534.710.00 1 穴型シングルレバー洗面用混合栓 041 ¥291,200 ¥320,320 ¥406,300 ¥446,930 
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品番 商品 掲載 P 定価 定価（税込） 新定価 新定価（税込）

36.060.710.00
+35.860.970.90
( 埋込部 )

壁埋込型シングルレバー混合栓 ( 切替弁無 ) 041 ¥192,100 ¥211,310 ¥241,100 ¥265,210 

36.122.710.00
+35.020.970.90
( 埋込部 )

壁埋込型シングルレバー混合栓 ( 切替弁付 ) 041 ¥302,900 ¥333,190 ¥349,400 ¥384,340 

36.860.710.00
+35.860.970.90
( 埋込部 )

壁埋込型シングルレバー洗面用混合栓 041 ¥264,700 ¥291,170 ¥351,000 ¥386,100 

83.070.710.00 タオル掛 041 ¥100,000 ¥110,000 ¥139,500 ¥153,450 

83.200.710.00 タオルリング 041 ¥70,700 ¥77,770 ¥98,700 ¥108,570 

83.251.710.00 フック 041 ¥23,800 ¥26,180 ¥33,100 ¥36,410 

83.500.710.00 ペーパーホルダー 041 ¥63,800 ¥70,180 ¥89,000 ¥97,900 

13.801.670.00 壁出吐水口 (1/2) 043 ¥140,800 ¥154,880 ¥196,600 ¥216,260 

20.713.670.00 3 穴型 2 バルブ洗面用混合栓 043 ¥258,100 ¥283,910 ¥360,200 ¥396,220 

27.412.670.00 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 ) 043 ¥500,500 ¥550,550 ¥698,500 ¥768,350 

33.500.670.00 1 穴型シングルレバー洗面用混合栓 043 ¥145,100 ¥159,610 ¥202,600 ¥222,860 

33.521.670.00 1 穴型シングルレバー洗面用混合栓 043 ¥134,200 ¥147,620 ¥187,200 ¥205,920 

33.526.670.00 1 穴型シングルレバー洗面用混合栓 043 ¥201,700 ¥221,870 ¥281,500 ¥309,650 

33.537.670.00 1 穴型シングルレバー洗面用混合栓 043 ¥203,100 ¥223,410 ¥283,400 ¥311,740 

34.442.979.00 壁出サーモスタットシャワー混合栓 043 ¥161,900 ¥178,090 ¥214,800 ¥236,280 

36.060.670.00
+35.860.970.90
( 埋込部 )

壁埋込型シングルレバー混合栓 ( 切替弁無 ) 043 ¥169,000 ¥185,900 ¥212,700 ¥233,970 

36.120.670.00
+35.020.970.90
( 埋込部 )

壁埋込型シングルレバー混合栓 ( 切替弁付 ) 043 ¥186,300 ¥204,930 ¥257,100 ¥282,810 

36.861.670.00
+35.860.970.90
( 埋込部 )

壁埋込型シングルレバー洗面用混合栓 043 ¥266,200 ¥292,820 ¥353,100 ¥388,410 

83.045.670.00 タオル掛 043 ¥80,100 ¥88,110 ¥111,800 ¥122,980 

83.060.670.00 タオル掛 043 ¥82,700 ¥90,970 ¥115,400 ¥126,940 

83.211.670.00 タオルバー 043 ¥70,100 ¥77,110 ¥97,800 ¥107,580 

83.251.670.00 フック 043 ¥23,400 ¥25,740 ¥32,700 ¥35,970 

83.500.670.00 ペーパーホルダー 043 ¥59,400 ¥65,340 ¥82,800 ¥91,080 

17.500.661.00 単水栓 045/049 ¥100,700 ¥110,770 ¥126,200 ¥138,820 

17.500.892.00 単水栓 045 ¥89,400 ¥98,340 ¥124,800 ¥137,280 

20.710.882.00 3 穴型 2 バルブ洗面用混合栓 045 ¥288,500 ¥317,350 ¥402,700 ¥442,970 

20.710.892.00 3 穴型 2 バルブ洗面用混合栓 045 ¥262,300 ¥288,530 ¥366,100 ¥402,710 

20.713.882.00 3 穴型 2 バルブ洗面用混合栓 045 ¥300,800 ¥330,880 ¥419,800 ¥461,780 

20.713.892.00 3 穴型 2 バルブ洗面用混合栓 045 ¥277,900 ¥305,690 ¥387,900 ¥426,690 

22.302.892.00 1 穴型 2 バルブ洗面用混合栓 045 ¥148,200 ¥163,020 ¥206,900 ¥227,590 

22.512.892.00 1 穴型 2 バルブ洗面用混合栓 045 ¥156,100 ¥171,710 ¥217,900 ¥239,690 

22.513.892.00 1 穴型 2 バルブ洗面用混合栓 045 ¥165,400 ¥181,940 ¥230,900 ¥253,990 
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22.533.892.00 1 穴型 2 バルブ洗面用混合栓 045 ¥217,900 ¥239,690 ¥304,000 ¥334,400 

30.010.892.00 壁出単水栓 045 ¥94,600 ¥104,060 ¥132,000 ¥145,200 

36.707.892.00
+35.700.970.90
( 埋込部 )

壁埋込型 2 バルブ洗面用混合栓 045 ¥255,000 ¥280,500 ¥351,800 ¥386,980 

36.712.882.00
+35.700.970.90
( 埋込部 )

壁埋込型 2 バルブ洗面用混合栓 045 ¥280,800 ¥308,880 ¥387,900 ¥426,690 

36.712.892.00
+35.700.970.90
( 埋込部 )

壁埋込型 2 バルブ洗面用混合栓 045 ¥264,400 ¥290,840 ¥364,900 ¥401,390 

36.717.892.00
+35.700.970.90
( 埋込部 )

壁埋込型 2 バルブ洗面用混合栓 045 ¥275,600 ¥303,160 ¥380,500 ¥418,550 

13.801.892.00
+36.608.892.00
(x2 コ )( バルブ )
+35.608.970.90
(x2 コ )( 埋込部 )

壁埋込型 2 バルブバス用混合栓 (3/4 単品の組み合わせ ) 046 ¥284,300 ¥312,730 ¥386,500 ¥425,150 

25.100.892.00 壁出２バルブバスシャワー混合栓 (1/2)( 切替弁付 ) 046 ¥218,100 ¥239,910 ¥304,500 ¥334,950 

25.943.892.00
+35.944.970.90
( 埋込部 )

自立型 2 バルブバスシャワーセット 046 ¥963,800 ¥1,060,180 ¥1,345,100 ¥1,479,610 

26.413.892.00
+28.018.979.00 スライドバー付ハンドシャワーセット 046 ¥193,200 ¥212,520 ¥256,500 ¥282,150 

27.512.882.00 デッキ型バスシャワーセット (1/2)( 切替弁付 ) 046 ¥510,500 ¥561,550 ¥712,500 ¥783,750 

28.012.979.00 ハンドシャワー 046 ¥54,500 ¥59,950 ¥72,300 ¥79,530 

28.018.979.00 ハンドシャワー 046 ¥31,300 ¥34,430 ¥41,600 ¥45,760 

28.019.979.00 ハンドシャワー 046 ¥54,800 ¥60,280 ¥72,700 ¥79,970 

28.050.892.00 シャワーフック 046 ¥40,700 ¥44,770 ¥56,800 ¥62,480 

28.322.970.00 シャワーホース 046 ¥31,300 ¥34,430 ¥43,700 ¥48,070 

28.450.625.00 シャワー取り出し口 046/050 ¥25,400 ¥27,940 ¥35,500 ¥39,050 

28.669.970.00 天井吊レインシャワーヘッド 046/050 ¥186,300 ¥204,930 ¥250,800 ¥275,880 

34.459.892.00
+28.018.979.00

壁出サーモスタットレインシャワーセット
( レインシャワー + ハンドシャワー ) 046 ¥743,600 ¥817,960 ¥984,900 ¥1,083,390 

36.501.979.00
+35.503.970.90
( 埋込部 )

壁埋込型サーモスタット (3/4 温調機能のみ ) 046 ¥461,700 ¥507,870 ¥612,600 ¥673,860 

36.608.892.00
+35.608.970.90
( 埋込部 )

壁埋込型バルブ (3/4) 046 ¥73,600 ¥80,960 ¥97,600 ¥107,360 

83.030.892.00 タオル掛 047 ¥81,800 ¥89,980 ¥114,100 ¥125,510 

83.045.892.00 タオル掛 047 ¥85,500 ¥94,050 ¥119,300 ¥131,230 

83.060.892.00 タオル掛 047 ¥88,200 ¥97,020 ¥123,100 ¥135,410 

83.080.892.00 タオル掛 047 ¥93,100 ¥102,410 ¥130,000 ¥143,000 

83.200.892.00 タオルリング 047 ¥51,700 ¥56,870 ¥72,200 ¥79,420 

83.210.892.00 2 連タオルバー 047 ¥82,700 ¥90,970 ¥115,500 ¥127,050 

83.251.220.00 フック 047 ¥9,900 ¥10,890 ¥13,800 ¥15,180 

83.400.892.00 タンブラーホルダー 047 ¥78,400 ¥86,240 ¥109,400 ¥120,340 

83.410.979.00 ソープディッシュ 047 ¥66,800 ¥73,480 ¥88,600 ¥97,460 
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83.510.892.00 ペーパーホルダー 047 ¥63,500 ¥69,850 ¥88,700 ¥97,570 

83.590.892.00 予備ペーパーホルダー 047 ¥51,700 ¥56,870 ¥72,200 ¥79,420 

33.500.661.00 1 穴型シングルレバー洗面用混合栓 049 ¥192,400 ¥211,640 ¥241,100 ¥265,210 

33.500.665.00 1 穴型シングルレバー洗面用混合栓 049 ¥192,400 ¥211,640 ¥241,100 ¥265,210 

33.501.660.00 1 穴型シングルレバー洗面用混合栓 049/068 ¥82,000 ¥90,200 ¥84,000 ¥92,400 

33.501.662.00 1 穴型シングルレバー洗面用混合栓 049 ¥140,600 ¥154,660 ¥176,200 ¥193,820 

33.501.664.00 1 穴型 1 バルブ洗面用混合栓 049 ¥140,600 ¥154,660 ¥176,200 ¥193,820 

33.510.661.00 1 穴型シングルレバー洗面用混合栓 049/068 ¥96,000 ¥105,600 ¥98,000 ¥107,800 

33.534.661.00 1 穴型シングルレバー洗面用混合栓 049 ¥249,700 ¥274,670 ¥312,800 ¥344,080 

33.539.660.00 1 穴型シングルレバー洗面用混合栓 049/068 ¥97,000 ¥106,700 ¥99,000 ¥108,900 

36.860.660.00
+35.860.970.90
( 埋込部 )

壁埋込型シングルレバー洗面用混合栓 049 ¥205,800 ¥226,380 ¥273,000 ¥300,300 

36.860.662.00
+35.860.970.90
( 埋込部 )

壁埋込型シングルレバー洗面用混合栓 049 ¥228,700 ¥251,570 ¥303,400 ¥333,740 

36.860.664.00
+35.860.970.90
( 埋込部 )

壁埋込型 1 バルブ洗面用混合栓 049 ¥228,700 ¥251,570 ¥303,400 ¥333,740 

28.050.625.00 シャワーフック 050 ¥35,500 ¥39,050 ¥49,500 ¥54,450 

34.201.979.00 壁出サーモスタットバスシャワー混合栓 ( 一時止水機能付 ) 050 ¥222,400 ¥244,640 ¥295,000 ¥324,500 

34.459.979.00
+28.018.979.00

壁出サーモスタットレインシャワーセット
( レインシャワー + ハンドシャワー ) 050 ¥630,400 ¥693,440 ¥836,400 ¥920,040 

36.060.660.00
+35.860.970.90
( 埋込部 )

壁埋込型シングルレバー混合栓 ( 切替弁無 ) 050 ¥144,300 ¥158,730 ¥182,300 ¥200,530 

36.120.660.00
+35.020.970.90
( 埋込部 )

壁埋込型シングルレバー混合栓 ( 切替弁付 ) 050 ¥191,100 ¥210,210 ¥243,900 ¥268,290 

83.080.979.00 タオル掛 051 ¥67,800 ¥74,580 ¥94,600 ¥104,060 

83.200.979.00 タオルリング 051 ¥40,700 ¥44,770 ¥54,100 ¥59,510 

83.210.979.00 2 連タオルバー 051 ¥71,000 ¥78,100 ¥99,100 ¥109,010 

83.215.979.00 タオルバー 051 ¥38,000 ¥41,800 ¥47,700 ¥52,470 

83.510.979.00 ペーパーホルダー 051 ¥73,900 ¥81,290 ¥103,200 ¥113,520 

13.415.979.00 壁出吐水口 (1/2) 053/055 ¥249,600 ¥274,560 ¥348,400 ¥383,240 

13.801.782.00
( 吐水口 )
+36.608.782.00
(x2 コ )( バルブ )
+35.608.970.90
(x2 コ )( 埋込部 )

壁埋込型 2 バルブバス用混合栓 (3/4 単品の組み合わせ ) 053 ¥350,700 ¥385,770 ¥465,200 ¥511,720 

27.532.782.00 デッキ型バスシャワーセット (1/2)( 切替弁付 ) 053 ¥574,100 ¥631,510 ¥801,300 ¥881,430 

28.689.970.00 天井吊レインシャワーヘッド 053 ¥219,500 ¥241,450 ¥295,700 ¥325,270 

33.521.782.00 1 穴型シングルレバー洗面用混合栓 053 ¥260,600 ¥286,660 ¥363,600 ¥399,960 

36.501.780.00
+36.607.782.00
(x2 コ )( バルブ )
+35.521.970.90
( 埋込部 )

壁埋込型サーモスタット (2 バルブ止水機能付 ) 053/057 ¥697,300 ¥767,030 ¥924,900 ¥1,017,390 
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36.712.782.00
+35.700.970.90
( 埋込部 )

壁埋込型 2 バルブ洗面用混合栓 053 ¥330,200 ¥363,220 ¥461,000 ¥507,100 

36.861.782.00
+35.860.970.90
( 埋込部 )

壁埋込型シングルレバー洗面用混合栓 053 ¥304,000 ¥334,400 ¥403,300 ¥443,630 

83.030.780.00 タオル掛 053 ¥92,500 ¥101,750 ¥129,200 ¥142,120 

83.200.780.00 タオルリング 053 ¥74,800 ¥82,280 ¥104,300 ¥114,730 

83.251.780.00 フック 053 ¥25,200 ¥27,720 ¥35,200 ¥38,720 

83.410.780.00 ソープディッシュ 053 ¥83,900 ¥92,290 ¥117,200 ¥128,920 

83.500.780.00 ペーパーホルダー 053 ¥67,500 ¥74,250 ¥94,200 ¥103,620 

12.360.970.90 取付トラック 055 ¥21,300 ¥23,430 ¥34,400 ¥37,840 

13.420.979.00 壁出吐水口 (1/2) 055 ¥356,600 ¥392,260 ¥497,700 ¥547,470 

27.808.980.00
+35.085.970.90
( 埋込部 )

ハンドシャワーセット 055 ¥200,100 ¥220,110 ¥254,500 ¥279,950 

27.818.980.00
+35.085.970.90
( 埋込部 )

ハンドシャワーセット 055 ¥211,800 ¥232,980 ¥295,600 ¥325,160 

36.337.980.00
+35.696.970.90
( 埋込部 )

壁埋込型 2 バルブ混合栓 ( 止水機能付 )( 切替弁付 ) 055 ¥340,600 ¥374,660 2022 年 7 月末廃番

36.425.670.00
+35.426.970.90
( 埋込部 )

壁埋込型サーモスタット（1 方止水機能付） 055 ¥305,500 ¥336,050 ¥371,600 ¥408,760 

36.426.670.00
+35.426.970.90
( 埋込部 )

壁埋込型サーモスタット (2 方止水機能付 ) 055 ¥340,000 ¥374,000 ¥414,500 ¥455,950 

36.501.985.00
+36.607.985.00
(x2 コ )( バルブ )
+35.524.970.90

（埋込部）

壁埋込型サーモスタット（2 バルブ止水機能付） 055 ¥717,600 ¥789,360 ¥951,800 ¥1,046,980 

36.501.780.00
+36.607.782.00
(x1 コ )( バルブ )
+35.511.970.90
( 埋込部 )

壁埋込型サーモスタット (1 バルブ止水機能付 ) 057 ¥524,900 ¥577,390 ¥696,300 ¥765,930 

36.501.780.00
+36.607.782.00
(x3 コ )( バルブ )
+35.531.970.90
( 埋込部 )

壁埋込型サーモスタット (3 バルブ止水機能付 ) 057 ¥781,000 ¥859,100 ¥1,036,000 ¥1,139,600 

41.100.979.(xx) 天井埋込式シャワーユニット ( レインスカイ M) 057 ¥3,031,400 ¥3,334,540 ¥4,230,900 ¥4,653,990 

41.400.979.(xx) 天井付シャワーユニット ( ビッグレイン ) 057 ¥1,352,500 ¥1,487,750 ¥1,887,700 ¥2,076,470 

41.507.979.(xx) 天井吊レインシャワー ( ジャストレイン ) 057 ¥807,300 ¥888,030 ¥1,126,700 ¥1,239,370 

20.700.360.00 3 穴型 2 バルブ洗面用混合栓 059 ¥381,600 ¥419,760 ¥478,100 ¥525,910 

20.700.370.00
+11.170.370.00
(×2)( レバー )

3 穴型 2 バルブ洗面用混合栓 059 ¥406,000 ¥446,600 ¥536,400 ¥590,040 

22.500.360.00 1 穴型 2 バルブ洗面用混合栓 059 ¥240,100 ¥264,110 ¥300,900 ¥330,990 

36.712.361.00
+35.700.970.90
( 埋込部 )

壁埋込型 2 バルブ洗面用混合栓 059 ¥357,000 ¥392,700 ¥454,600 ¥500,060 

83.030.361.00 タオル掛 059 ¥84,100 ¥92,510 ¥105,400 ¥115,940 

83.045.361.00 タオル掛 059 ¥91,400 ¥100,540 ¥114,500 ¥125,950 

※新定価（税抜・税込　誤記)
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83.060.361.00 タオル掛 059 ¥94,600 ¥104,060 ¥118,600 ¥130,460 

83.200.361.00 タオルリング 059 ¥57,800 ¥63,580 ¥72,400 ¥79,640 

83.251.970.00 フック 059 ¥9,000 ¥9,900 ¥11,200 ¥12,320 

83.252.970.00 フック 059 ¥11,800 ¥12,980 ¥14,800 ¥16,280 

83.435.361.00 ローションディスペンサー 059 ¥117,300 ¥129,030 ¥147,000 ¥161,700 

83.510.361.00 ペーパーホルダー 059 ¥72,600 ¥79,860 ¥91,000 ¥100,100 

83.590.361.00 予備ペーパーホルダー 059 ¥57,800 ¥63,580 ¥72,400 ¥79,640 

33.800.888.00 1 穴型シングルレバーキッチン用混合栓 060 ¥190,500 ¥209,550 ¥265,800 ¥292,380 

33.815.888.00 1 穴型シングルレバーキッチン用混合栓 060 ¥190,500 ¥209,550 ¥265,800 ¥292,380 

33.826.888.00
+27.721.970.00
( ハンドシャワー )

2 穴型シングルレバーキッチン用混合栓 ( ハンドシャワー付 ) 060 ¥320,500 ¥352,550 ¥468,800 ¥515,680 

33.826.888.00
+27.789.970.00
( ハンドシャワー )

2 穴型シングルレバーキッチン用混合栓 ( ハンドシャワー付 ) 060 ¥479,400 ¥527,340 ¥732,500 ¥805,750 

33.880.888.00 1 穴型シングルレバーキッチン用混合栓 ( ハンドシャワー付 ) 060 ¥395,200 ¥434,720 ¥551,500 ¥606,650 

20.815.892.00 3 穴型 2 バルブキッチン用混合栓 061 ¥250,900 ¥275,990 ¥383,500 ¥421,850 

22.815.892.00 1 穴型 2 バルブキッチン用混合栓 061 ¥133,800 ¥147,180 ¥186,700 ¥205,370 

27.721.970.00 キッチン用ハンドシャワー ( 収納式 ) 061 ¥133,500 ¥146,850 ¥183,100 ¥201,410 

27.722.970.00 キッチン用ハンドシャワー ( 収納式 ) 061 ¥144,700 ¥159,170 ¥198,500 ¥218,350 

27.789.970.00 キッチン用ハンドシャワー ( 吊り式 ) 061 ¥292,400 ¥321,640 ¥446,800 ¥491,480 

31.151.892.00 壁出 2 バルブキッチン用混合栓 ( 吐水口伸縮式 ) 061 ¥242,100 ¥266,310 ¥370,100 ¥407,110 

30.805.875.00
+35.087.970.90
( 埋込部 )

壁埋込型キッチン用単水栓（吐水口自在式） 062 ¥288,300 ¥317,130 ¥391,300 ¥430,430 

33.800.875.00 1 穴型シングルレバーキッチン用混合栓 062 ¥156,300 ¥171,930 ¥218,100 ¥239,910 

33.816.875.00 1 穴型シングルレバーキッチン用混合栓 062 ¥160,400 ¥176,440 ¥223,800 ¥246,180 

33.826.875.00
+27.721.970.00
( ハンドシャワー )

2 穴型シングルレバーキッチン用混合栓 ( ハンドシャワー付 ) 062 ¥298,100 ¥327,910 ¥434,600 ¥478,060 

33.826.875.00
+27.789.970.00
( ハンドシャワー )

2 穴型シングルレバーキッチン用混合栓 ( ハンドシャワー付 ) 062 ¥457,000 ¥502,700 ¥698,300 ¥768,130 

33.845.875.00 1 穴型シングルレバーキッチン用混合栓（吐水口自在式） 062 ¥302,800 ¥333,080 ¥422,600 ¥464,860 

33.860.875.00 1 穴型シングルレバーキッチン用混合栓（シャワー一体型） 062 ¥332,900 ¥366,190 ¥464,700 ¥511,170 

32.800.625.00
+27.721.970.00
( ハンドシャワー )

3 穴型シングルレバーキッチン用混合栓 ( ハンドシャワー付 ) 063 ¥327,500 ¥360,250 ¥479,600 ¥527,560 

32.800.625.00
+27.789.970.00
( ハンドシャワー )

3 穴型シングルレバーキッチン用混合栓 ( ハンドシャワー付 ) 063 ¥486,400 ¥535,040 ¥743,300 ¥817,630 

32.815.625.00
+27.721.970.00
( ハンドシャワー )

3 穴型シングルレバーキッチン用混合栓 ( ハンドシャワー付 ) 063 ¥348,800 ¥383,680 ¥512,000 ¥563,200 

32.815.625.00
+27.789.970.00
( ハンドシャワー )

3 穴型シングルレバーキッチン用混合栓 ( ハンドシャワー付 ) 063 ¥507,700 ¥558,470 ¥775,700 ¥853,270 

32.800.790.00 2 穴型シングルレバーキッチン用混合栓 064 ¥201,400 ¥221,540 ¥307,800 ¥338,580 
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33.800.790.00 1 穴型シングルレバーキッチン用混合栓 064 ¥178,300 ¥196,130 ¥241,700 ¥265,870 

33.826.790.00
+27.721.970.00
( ハンドシャワー )

2 穴型シングルレバーキッチン用混合栓 ( ハンドシャワー付 ) 064 ¥311,800 ¥342,980 ¥447,800 ¥492,580 

33.826.790.00
+27.789.970.00
( ハンドシャワー )

2 穴型シングルレバーキッチン用混合栓 ( ハンドシャワー付 ) 064 ¥470,700 ¥517,770 ¥711,500 ¥782,650 

33.840.790.00 1 穴型シングルレバーキッチン用混合栓 ( ヘッド引き出しタイプ ) 064 ¥219,200 ¥241,120 ¥255,500 ¥281,050 

33.870.790.00 1 穴型シングルレバーキッチン用混合栓 064 ¥219,200 ¥241,120 ¥268,800 ¥295,680 

33.840.760.00 1 穴型シングルレバーキッチン用混合栓 ( ヘッド引き出しタイプ ) 065 ¥145,400 ¥159,940 ¥202,900 ¥223,190 

33.870.760.00 1 穴型シングルレバーキッチン用混合栓 ( ヘッド引き出しタイプ ) 065 ¥145,400 ¥159,940 ¥216,300 ¥237,930 

82.434.970.00 デッキ型ローションディスペンサー ( 台座付き ) 065 ¥73,000 ¥80,300 ¥91,500 ¥100,650 

33.865.895.00 1 穴型シングルレバーキッチン用混合栓 ( シャワー一体型 ) 066 ¥308,200 ¥339,020 ¥386,200 ¥424,820 

33.870.875.00 1 穴型シングルレバーキッチン用混合栓 ( ヘッド引き出しタイプ ) 066/068 ¥160,000 ¥176,000 ¥185,000 ¥203,500 

33.870.895.00 1 穴型シングルレバーキッチン用混合栓 ( ヘッド引き出しタイプ ) 066 ¥212,800 ¥234,080 ¥297,000 ¥326,700 

33.875.895.00 1 穴型シングルレバーキッチン用混合栓 ( ヘッド引き出しタイプ ) 066 ¥212,800 ¥234,080 ¥245,800 ¥270,380 

33.875.895.06 1 穴型シングルレバーキッチン用混合栓 ( ヘッド引き出しタイプ ) 066/068 ¥250,000 ¥275,000 ¥295,000 ¥324,500 

33.875.895.99 1 穴型シングルレバーキッチン用混合栓 ( ヘッド引き出しタイプ ) 066/068 ¥298,000 ¥327,800 ¥348,000 ¥382,800 

32.800.680.00 2 穴型シングルレバーキッチン用混合栓 067 ¥390,300 ¥429,330 ¥596,500 ¥656,150 

32.843.680.00 2 穴型シングルレバーキッチン用混合栓 067 ¥390,300 ¥429,330 ¥596,500 ¥656,150 

04.11.01.001.00.00 ポップアップ排水金具 070 ¥14,900 ¥16,390 ¥17,800 ¥19,580 

10.100.970.00 排水目皿 070 ¥9,100 ¥10,010 ¥9,900 ¥10,890 

10.125.970.00 ダイレクトプッシュ型ポップアップ排水金具 070 ¥14,700 ¥16,170 ¥17,800 ¥19,580 

LSB3-xx 置き型手洗器　各色 ( 呉須瑠璃 / 白磁 / 白吹 / 天目 ) 085 ¥46,000 ¥50,600 ¥48,000 ¥52,800 

LSM2-xx 置き型手洗器　各色 ( 素白 / 鈍色 / 練色 / 墨染 / 艶白 ) 087 ¥47,600 ¥52,360 ¥52,200 ¥57,420 

LSM3-xx 置き型手洗器　各色 ( 素白 / 鈍色 / 練色 / 墨染 / 淡黄 / 艶白 ) 087 ¥26,600 ¥29,260 ¥28,900 ¥31,790 

LSM4-xx 置き型手洗器　各色 ( 素白 / 鈍色 / 練色 / 墨染 / 淡黄 / 艶白 ) 088 ¥26,600 ¥29,260 ¥28,900 ¥31,790 

LSM4S-xx 置き型手洗器　各色 ( 素白 / 鈍色 / 練色 / 墨染 / 淡黄 / 艶白 ) 088 ¥24,900 ¥27,390 ¥27,100 ¥29,810 

LSM4C-xx 置き型手洗器　各色 ( 素白 / 鈍色 / 練色 / 墨染 / 淡黄 / 艶白 ) 089 ¥29,400 ¥32,340 ¥32,100 ¥35,310 

LSM5-xx リブ付手洗器　各色 ( 素白 / 鈍色 / 練色 / 墨染 / 艶白 ) 089 ¥36,000 ¥39,600 ¥39,300 ¥43,230 

LSM6-xx 置き型手洗器　各色 ( 素白 / 鈍色 / 練色 / 墨染 / 淡黄 / 艶白 ) 090 ¥28,500 ¥31,350 ¥31,100 ¥34,210 

LSM6S-xx 置き型手洗器　各色 ( 素白 / 鈍色 / 練色 / 墨染 / 淡黄 / 艶白 ) 091 ¥24,500 ¥26,950 ¥26,700 ¥29,370 

4A07.60.01 置き型洗面器 110 ¥126,400 ¥139,040 ¥140,600 ¥154,660 

4178.41.01 置き型手洗器 111 ¥134,400 ¥147,840 ¥153,700 ¥169,070 

4179.43.01 置き型手洗器 111 ¥133,000 ¥146,300 ¥152,700 ¥167,970 

4110.60.R1 置き型手洗器 113 ¥139,000 ¥152,900 ¥158,800 ¥174,680 

5151.00.01+8L03 置き型洗面器 114 ¥141,800 ¥155,980 ¥157,000 ¥172,700 

5154.00.01+8L03 置き型洗面器 115 ¥141,800 ¥155,980 ¥157,000 ¥172,700 

※新定価（税抜・税込　誤記） ￥27,500 ￥30,250
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品番 商品 掲載 P 定価 定価（税込） 新定価 新定価（税込）

4A33.6G.01 壁付型洗面器 116 ¥152,500 ¥167,750 ¥160,200 ¥176,220 

6147.00.01 アンダーカウンター型洗面器 119 ¥73,000 ¥80,300 ¥86,000 ¥94,600 

6163.00.01 アンダーカウンター型洗面器 119 ¥83,300 ¥91,630 ¥90,000 ¥99,000 

4162.60.01 アンダーカウンター型洗面器 120 ¥65,000 ¥71,500 ¥76,500 ¥84,150 

6144.00.01 アンダーカウンター型洗面器 120 ¥89,000 ¥97,900 ¥96,300 ¥105,930 

7102.63.R1 オーバーカウンター型洗面器 121 ¥158,200 ¥174,020 ¥177,100 ¥194,810 

D236060.00.00 置き型手洗器 122 ¥125,000 ¥137,500 ¥130,000 ¥143,000 

D236060.13.00 置き型手洗器 122 ¥146,000 ¥160,600 ¥153,000 ¥168,300 

D236060.61.00 置き型手洗器 122 ¥146,000 ¥160,600 ¥153,000 ¥168,300 

D033048.00.00 アンダーカウンター型洗面器 123 ¥69,000 ¥75,900 ¥73,000 ¥80,300 

RW104B 狭小スペース手洗器 ( ボトルトラップ付 ) 127 ¥45,500 ¥50,050 ¥50,300 ¥55,330

RW104S 狭小スペース手洗器 (S トラップ付 ) 127 ¥39,200 ¥43,120 ¥43,200 ¥47,520 

RW105 オーバーカウンター型手洗器 127 ¥29,200 ¥32,120 ¥31,800 ¥34,980 

RW106 置き型手洗器 127 ¥39,600 ¥43,560 ¥40,800 ¥44,880 

MTK1200X450 ミラー 140 ¥24,000 ¥26,400 ¥26,800 ¥29,480 

MTK300X900 ミラー 140 ¥21,200 ¥23,320 ¥22,800 ¥25,080 

R7809S-400 ニギリバー 144 ¥7,200 ¥7,920 ¥7,400 ¥8,140 

R7809S-600 ニギリバー 144 ¥8,000 ¥8,800 ¥8,300 ¥9,130 

R7809S-800 ニギリバー 144 ¥8,700 ¥9,570 ¥8,900 ¥9,790 

R7809LS-600x400 ニギリバー L 型 144 ¥15,800 ¥17,380 ¥16,200 ¥17,820 

R7809LS-600x600 ニギリバー L 型 144 ¥16,000 ¥17,600 ¥16,400 ¥18,040 

R7809LS-800x600 ニギリバー L 型 144 ¥18,800 ¥20,680 ¥19,200 ¥21,120 

R7909S-400 ニギリバー 144 ¥7,200 ¥7,920 ¥7,400 ¥8,140 

R7909S-600 ニギリバー 144 ¥8,000 ¥8,800 ¥8,300 ¥9,130 

R7909S-800 ニギリバー 144 ¥8,700 ¥9,570 ¥8,900 ¥9,790 

R7909LS-600x400 ニギリバー L 型 144 ¥15,800 ¥17,380 ¥16,200 ¥17,820 

R7909LS-600x600 ニギリバー L 型 144 ¥16,000 ¥17,600 ¥16,400 ¥18,040 

R7909LS-800x600 ニギリバー L 型 144 ¥18,800 ¥20,680 ¥19,200 ¥21,120 

R8907CH-400 ニギリバー 145 ¥8,100 ¥8,910 ¥9,500 ¥10,450 

R8907CH-600 ニギリバー 145 ¥8,700 ¥9,570 ¥10,000 ¥11,000 

R8907CH-800 ニギリバー 145 ¥9,500 ¥10,450 ¥10,600 ¥11,660 

R8907LCH600x600 ニギリバー 145 ¥17,000 ¥18,700 ¥18,800 ¥20,680 

R8908W-400 ニギリバー 145 ¥7,200 ¥7,920 ¥7,900 ¥8,690 

R8908W-600 ニギリバー 145 ¥8,000 ¥8,800 ¥8,700 ¥9,570 

R8908W-800 ニギリバー 145 ¥8,700 ¥9,570 ¥9,500 ¥10,450 
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品番 商品 掲載 P 定価 定価（税込） 新定価 新定価（税込）

R8908WL-600x600 ニギリバー 145 ¥16,000 ¥17,600 ¥17,300 ¥19,030 

R2937-600 ニギリバー 146 ¥12,400 ¥13,640 ¥13,400 ¥14,740 

R2937-800 ニギリバー 146 ¥13,800 ¥15,180 ¥14,800 ¥16,280 

R2937-1000 ニギリバー 146 ¥14,600 ¥16,060 ¥15,700 ¥17,270 

R111-01 インストレーションクランプ 148 ¥680 ¥748 ¥850 ¥935 

RK45-6 メカヘビー UB 後付ニギリバー取付金具 (1 コ入り ) 148 ¥1,900 ¥2,090 ¥2,100 ¥2,310 

R291 スライドシャワーフック φ 30 用 149 ¥5,200 ¥5,720 ¥5,500 ¥6,050 

R291CH スライドシャワーフック φ 30 用 149 ¥6,700 ¥7,370 ¥7,000 ¥7,700 

R29CHL スライドシャワーフック 149 ¥6,700 ¥7,370 ¥7,000 ¥7,700 

R29CHR スライドシャワーフック 149 ¥6,700 ¥7,370 ¥7,000 ¥7,700 

R29L-30 スライドシャワーフック 149 ¥5,200 ¥5,720 ¥5,400 ¥5,940 

R29L-34 スライドシャワーフック 149 ¥5,400 ¥5,940 ¥5,600 ¥6,160 

R29R-30 スライドシャワーフック 149 ¥5,200 ¥5,720 ¥5,400 ¥5,940 

R29R-34 スライドシャワーフック 149 ¥5,400 ¥5,940 ¥5,600 ¥6,160 

R722-350 タオル掛 150 ¥2,000 ¥2,200 ¥2,200 ¥2,420 

R722-400 タオル掛 150 ¥2,150 ¥2,365 ¥2,300 ¥2,530 

R723 タオル掛 150 ¥600 ¥660 ¥700 ¥770 

R773 フック付タオル掛 150 ¥750 ¥825 ¥800 ¥880 

R778 タオル掛 150 ¥650 ¥715 ¥800 ¥880 

R1623-M-400 タオル掛 152 ¥1,900 ¥2,090 ¥2,400 ¥2,640 

R1623-M-500 タオル掛 152 ¥2,000 ¥2,200 ¥2,500 ¥2,750 

R1623-M-600 タオル掛 152 ¥2,100 ¥2,310 ¥2,600 ¥2,860 

R1623-S-400 タオル掛 152 ¥1,900 ¥2,090 ¥2,400 ¥2,640 

R1623-S-500 タオル掛 152 ¥2,000 ¥2,200 ¥2,500 ¥2,750 

R1623-S-600 タオル掛 152 ¥2,100 ¥2,310 ¥2,600 ¥2,860 

R1623-W-400 二段式タオル掛 153 ¥4,300 ¥4,730 ¥4,800 ¥5,280 

R1623-W-500 二段式タオル掛 153 ¥4,500 ¥4,950 ¥5,000 ¥5,500 

R1623-W-600 二段式タオル掛 153 ¥4,600 ¥5,060 ¥5,100 ¥5,610 

R203-S-400 タオル掛 153 ¥2,800 ¥3,080 ¥3,360 ¥3,696 

R203-S-600 タオル掛 153 ¥3,000 ¥3,300 ¥3,570 ¥3,927 

R254-A タオルリング 155 ¥2,250 ¥2,475 ¥2,500 ¥2,750 

R254-B タオルリング 155 ¥3,000 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,630 

R254-M タオルリング 155 ¥2,500 ¥2,750 ¥2,800 ¥3,080 

R254-T タオルリング 155 ¥2,600 ¥2,860 ¥2,900 ¥3,190 

R725-350 タオル棚 156 ¥5,800 ¥6,380 ¥6,100 ¥6,710 
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品番 商品 掲載 P 定価 定価（税込） 新定価 新定価（税込）

R725-400 タオル棚 156 ¥5,950 ¥6,545 ¥6,300 ¥6,930 

R775 タオル棚 ( ブラケット ABS 樹脂タイプ ) 156 ¥2,100 ¥2,310 ¥2,300 ¥2,530 

R1755-400 タオル棚 157 ¥9,400 ¥10,340 ¥12,200 ¥13,420 

R1755-500 タオル棚 157 ¥10,400 ¥11,440 ¥13,400 ¥14,740 

R1755-600 タオル棚 157 ¥10,800 ¥11,880 ¥13,900 ¥15,290 

R1775-400 コンビネーションタオル棚 157 ¥13,900 ¥15,290 ¥16,700 ¥18,370 

R1775-500 コンビネーションタオル棚 157 ¥14,600 ¥16,060 ¥17,600 ¥19,360 

R1775-600 コンビネーションタオル棚 157 ¥15,000 ¥16,500 ¥18,100 ¥19,910 

R1077-380 化粧棚 159 ¥5,500 ¥6,050 ¥8,200 ¥9,020 

R1077-800 化粧棚 159 ¥9,600 ¥10,560 ¥13,000 ¥14,300 

R1188 化粧棚 159 ¥8,000 ¥8,800 ¥8,500 ¥9,350 

R3265 棚付 2 連ペーパーホルダー 164 ¥12,500 ¥13,750 ¥15,700 ¥17,270 

R3112-1 ペーパーホルダー 165 ¥3,950 ¥4,345 ¥4,800 ¥5,280 

R3115-2 タテ 2 連式ペーパーホルダー 165 ¥10,900 ¥11,990 ¥12,900 ¥14,190 

R3978 ペーパーホルダー（半埋込型） 165 ¥3,900 ¥4,290 ¥4,100 ¥4,510 

RK3975NW ワンタッチペーパーホルダー 165 ¥1,600 ¥1,760 ¥1,700 ¥1,870 

R976S ペーパーホルダー ( 半埋込型 ) 168 ¥8,900 ¥9,790 ¥9,900 ¥10,890 

R251 ダブルフック 170 ¥1,850 ¥2,035 ¥2,200 ¥2,420 

R321 フック 170 ¥1,960 ¥2,156 ¥2,400 ¥2,640 

R520 シングルフック 170 ¥1,450 ¥1,595 ¥1,700 ¥1,870 

R3007 ドアストッパー 171 ¥1,400 ¥1,540 ¥1,600 ¥1,760 

R3012L ドアストッパー 90 度 171 ¥1,050 ¥1,155 ¥1,300 ¥1,430 

R3012R ドアストッパー 90 度 171 ¥1,050 ¥1,155 ¥1,300 ¥1,430 

R3019 ドアストッパー 171 ¥1,400 ¥1,540 ¥1,600 ¥1,760 

R3019-B ドアストッパーロングタイプ 171 ¥3,300 ¥3,630 ¥3,400 ¥3,740 

R22-01 ランドリーパイプブラケット (2 ケ 1 セット ) 172 ¥550 ¥605 ¥700 ¥770 

R22-1000 ランドリーパイプセット 172 ¥1,700 ¥1,870 ¥2,000 ¥2,200 

R22-1100 ランドリーパイプセット 172 ¥1,750 ¥1,925 ¥2,100 ¥2,310 

R22-1200 ランドリーパイプセット 172 ¥1,800 ¥1,980 ¥2,200 ¥2,420 

R22-1300 ランドリーパイプセット 172 ¥1,900 ¥2,090 ¥2,300 ¥2,530 

R22-1400 ランドリーパイプセット 172 ¥2,000 ¥2,200 ¥2,400 ¥2,640 

R22-1500 ランドリーパイプセット 172 ¥2,050 ¥2,255 ¥2,500 ¥2,750 

R22-1600 ランドリーパイプセット 172 ¥2,150 ¥2,365 ¥2,600 ¥2,860 

R22-1800 ランドリーパイプセット 172 ¥2,500 ¥2,750 ¥3,000 ¥3,300 

R22CH-01 ランドリーパイプブラケット (2 ケ 1 セット ) 172 ¥1,800 ¥1,980 ¥1,950 ¥2,145 



1 6

品番 商品 掲載 P 定価 定価（税込） 新定価 新定価（税込）

R22CH-1000 ランドリーパイプセット ( クロムメッキ仕様 ) 172 ¥3,000 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,630 

R22CH-1100 ランドリーパイプセット ( クロムメッキ仕様 ) 172 ¥3,050 ¥3,355 ¥3,400 ¥3,740 

R22CH-1200 ランドリーパイプセット ( クロムメッキ仕様 ) 172 ¥3,100 ¥3,410 ¥3,500 ¥3,850 

R22CH-1300 ランドリーパイプセット ( クロムメッキ仕様 ) 172 ¥3,250 ¥3,575 ¥3,600 ¥3,960 

R22CH-1400 ランドリーパイプセット ( クロムメッキ仕様 ) 172 ¥3,300 ¥3,630 ¥3,800 ¥4,180 

R22CH-1500 ランドリーパイプセット ( クロムメッキ仕様 ) 172 ¥3,350 ¥3,685 ¥3,900 ¥4,290 

R22CH-1600 ランドリーパイプセット ( クロムメッキ仕様 ) 172 ¥3,500 ¥3,850 ¥4,000 ¥4,400 

R22CH-1800 ランドリーパイプセット ( クロムメッキ仕様 ) 172 ¥3,800 ¥4,180 ¥4,400 ¥4,840 

RK2521 物干しロープ 173 ¥6,900 ¥7,590 ¥8,100 ¥8,910 

R2200-1000 カーテンパイプ 177 ¥3,350 ¥3,685 ¥3,800 ¥4,180 

R2200-1100 カーテンパイプ 177 ¥3,500 ¥3,850 ¥3,900 ¥4,290 

R2200-1200 カーテンパイプ 177 ¥3,600 ¥3,960 ¥4,000 ¥4,400 

R2200-1400 カーテンパイプ 177 ¥3,700 ¥4,070 ¥4,100 ¥4,510 

R2225-1000 カーテンパイプ 177 ¥5,400 ¥5,940 ¥5,100 ¥5,610 

R2225-1100 カーテンパイプ 177 ¥5,500 ¥6,050 ¥6,300 ¥6,930 

R2225-1200 カーテンパイプ 177 ¥5,600 ¥6,160 ¥6,400 ¥7,040 

R2225-1300 カーテンパイプ 177 ¥5,800 ¥6,380 ¥6,500 ¥7,150 

R2225-1500 カーテンパイプ 177 ¥5,900 ¥6,490 ¥6,600 ¥7,260 

R2225-1800 カーテンパイプ 177 ¥8,000 ¥8,800 ¥8,800 ¥9,680 

R2225-2000 カーテンパイプ 177 ¥8,400 ¥9,240 ¥9,100 ¥10,010 

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 181 ¥73,000 ¥80,300 ¥78,800 ¥86,680 

R5544 ボックス型ペーパーホルダー (4 本用 ) 露出型 182 ¥73,500 ¥80,850 ¥89,000 ¥97,900 

R5504B ボックス型ペーパーホルダー (4 本用 ) 露出型 183 ¥66,000 ¥72,600 ¥79,000 ¥86,900 

R5506B ボックス型ペーパーホルダー (6 本用 ) 露出型 183 ¥83,500 ¥91,850 ¥95,500 ¥105,050 

R5524 ボックス型ペーパーホルダー (4 本用 ) 全埋込型 183 ¥84,000 ¥92,400 ¥96,300 ¥105,930 

R1012AL2 ペーパータオルボックス 184 ¥9,000 ¥9,900 ¥9,900 ¥10,890 

OK21F 横型おむつ交換台 OK21F 188 ¥168,000 ¥184,800 別途お問合せください。

OK-F11 縦型おむつ交換台スマートホールド 188 ¥238,000 ¥261,800 別途お問合せください。

BK-F62 ベビーキープ・スリム F62 189 ¥83,000 ¥91,300 別途お問合せください。

US-13 ユニバーサルシート縦型 US13 189 ¥390,000 ¥429,000 別途お問合せください。

US-41 ユニバーサルシート横型 US41 189 ¥390,000 ¥429,000 別途お問合せください。

CH22-3 調乳用温水器 CH22-3( シンク一体型 )70℃対応の調乳専用浄水 ･ 温水器 190 ¥700,000 ¥770,000 別途お問合せください。

MU22 沐浴ユニット MU22 190 ¥680,000 ¥748,000 別途お問合せください。

CB-13 チェンジングボード CB13 191 ¥79,000 ¥86,900 別途お問合せください。

RL3026-1 拡大鏡フリーミラー 193 ¥18,000 ¥19,800 ¥22,000 ¥24,200 

ここにテキストを入力
※新価格（税抜・税込　誤記） ￥6,710￥6,100

shimoda
ハイライト表示




