
お客様各位

リラインス　2022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】　2023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2023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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新価格のご案内
【価格改定開始日】　2023年4月1日受注分より

2023 年 4 ⽉ 1 ⽇より以下の商品価格を⾒直し、お求めやすい新価格にてご案内させて頂きます。

品番 商品 掲載 P 2022 定価 2022 定価 ( 税込 ) 新定価 新定価 (税込 )

R2304 タオルリング 021 ¥5,650 ¥6,215 ¥4,500 ¥4,950

R2303-450 タオル掛 021 ¥7,850 ¥8,635 ¥7,500 ¥8,250

R2305 ペーパーホルダー 021 ¥6,750 ¥7,425 ¥5,500 ¥6,050

R9102-SPG ワイヤートレー S 型 027 ¥31,800 ¥34,980 ¥26,100 ¥28,710

R9104PG タオルリング 027 ¥18,500 ¥20,350 ¥15,400 ¥16,940

R9115PG ペーパーホルダー 027 ¥30,300 ¥33,330 ¥24,700 ¥27,170

R1503ST タオル掛 154 ¥4,200 ¥4,620 ¥3,100 ¥3,410

R1504-T タオルリング ( 三角 ) 155 ¥4,150 ¥4,565 ¥2,600 ¥2,860

R1505 ペーパーホルダー 169 ¥5,000 ¥5,500 ¥3,800 ¥4,180

品番 商品 掲載 P 備考

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 後継機種

36.425.710.00+35.860.970.90

33.534.710.00 1 穴型シングルレバー洗面用混合栓 041 後継機種
36.860.710.00+35.860.970.90

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 後継機種　25.133.892.00

83.400.892.00 タンブラーホルダー 047 後継機種　83.401.979.00

33.500.665.00 1 穴型シングルレバー洗面用混合栓 049 後継機種　33.500.661.00

33.501.664.00 1 穴型 1 バルブ洗面用混合栓 049 後継機種　33.501.660.00

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 後継機種　　

33.826.888.00+27.731.970.00

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 後継機種　　

33.826.888.00+27.799.970.00

27.721.970.00 キッチン用ハンドシャワー ( 収納式 ) 061 後継機種　27.731.970.00

27.789.970.00 キッチン用ハンドシャワー ( 吊り式 ) 061 後継機種　27.799.970.00

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 後継機種　

33.826.875.00+27.731.970.00

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 後継機種　

33.826.875.00+27.799.970.00

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 後継機種　

32.815.861.00+27.731.970.00

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 後継機種　

32.815.861.00+27.799.970.00

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 後継機種　

32.815.861.00+27.731.970.00

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 後継機種　　

32.815.861.00+27.799.970.00

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 後継機種　

33.826.790.00+27.731.970.00

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 後継機種　

33.826.790.00+27.799.970.00

廃番のお知らせ
2023 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。



3

品番 商品 掲載 P 備考

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 後継機種：82.444.970.00

CEW780xx-03 ナチュラルウッド ･ カウンター (LB/SW/AS) 133

CEW1200xx-01 ナチュラルウッド ･ カウンター (LB/SW/AS) 133

CEW1200xx-02 ナチュラルウッド ･ カウンター (LB/SW/AS) 133

CEW1200xx-03 ナチュラルウッド ･ カウンター (LB/SW/AS) 133

CEW1500xx-04 ナチュラルウッド ･ カウンター (LB/SW/AS) 133

CEW1600xx-02 ナチュラルウッド ･ カウンター (LB/SW/AS) 132/133

R7247-350 ニギリバー ココア色 145

R7247-400 ニギリバー ココア色 145

R7247-500 ニギリバー ココア色 145

R7247-600 ニギリバー ココア色 145

R7247-650 ニギリバー ココア色 145

R7247-800 ニギリバー ココア色 145

R7247L-700x600 ニギリバー L 型 L タイプ ココア色 145

R7247R-700x600 ニギリバー L 型 R タイプ ココア色 145

R111-07 インストレーションクランプ 166

R111-08 インストレーションクランプ 166

R1975 2 連ペーパーホルダー ( タテ半埋込型 ) 168 後継機種　R1985-S

R1975-S 2 連ペーパーホルダー ( タテ半埋込型クランプ仕様 ) 168 後継機種　R1985-S

R1976 2 連ペーパーホルダー ( ヨコ半埋込型 ) 168 後継機種　R1986-S

R1976-S 2 連ペーパーホルダー ( ヨコ半埋込型クランプ仕様 ) 168 後継機種　R1986-S

R2975 2 連ペーパーホルダー ( タテ埋込型 ) 168 後継機種　R2985

R2975-N 2 連ペーパーホルダー ( タテ埋込型ワンタッチ仕様 ) 168

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 ) 168 後継機種　R2985-S

R2976 2 連ペーパーホルダー ( ヨコ埋込型 ) 168 後継機種　R2986

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 ) 168 後継機種　R2986-S

R2976-N 2 連ペーパーホルダー ( ヨコ埋込型ワンタッチ仕様 ) 169

R1505 ペーパーホルダー 169

R2511 物干しロープ 173

R401MOW シャワーカーテン 標準厚 標準 ( ハト目仕様 )　オフホワイト 175

R3845 棚付ペーパーホルダー 181 後継機種　R3835L/R-K

R5502 ボックス型ペーパーホルダー (2 本用 ) 露出型 182 後継機種　R3835L/R-K

R5503 ボックス型ペーパーホルダー (3 本用 ) 露出型 182 後継機種　R3835L/R-K

R5544 ボックス型ペーパーホルダー (4 本用 ) 露出型 182 後継機種
R3835-5L/R-K・R3835-7L/R-K

R5504B ボックス型ペーパーホルダー (4 本用 ) 露出型 183 後継機種
R3835-5L/R-K・R3835-7L/R-K

R5506B ボックス型ペーパーホルダー (6 本用 ) 露出型 183 後継機種
R3835-5L/R-K・R3835-7L/R-K

R5524 ボックス型ペーパーホルダー (4 本用 ) 全埋込型 183 後継機種
R3835-5L/R-K・R3835-7L/R-K

R1012AL2 ペーパータオルボックス 184

TS-FN まっててね FN 平面 ･ コーナー兼用 189 後継機種 TS-H1

RM9124-20KC ヒップバーⅠ 196

RM9047-20KS ヒップバーⅢ -900 196

RM9144-15KS ヒップバー III-1500 196

RSU-02N-WH 収納イス 197

RSU-02N-NA 収納イス 197

RSU-02N-BR 収納イス 197
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品番 商品 掲載 P 備考

5151.00.01+8L03 置き型洗面器 114

5154.00.01+8L03 置き型洗面器 115

6163.00.01 アンダーカウンター型洗面器 119

R7107-350 ニギリバー 144

R7107-400 ニギリバー 144

R7107-500 ニギリバー 144

R7107-600 ニギリバー 144

R7107-800 ニギリバー 144

R7107-850 ニギリバー 144

R7107L-700x500 ニギリバー L 型 L タイプ 144

R7107L-700x600 ニギリバー L 型 L タイプ 144

R7107R-700x500 ニギリバー L 型 R タイプ 144

R7107R-700x600 ニギリバー L 型 R タイプ 144

R7247-350 ニギリバー ホワイト色 145

R7247-400 ニギリバー ホワイト色 145

R7247-500 ニギリバー ホワイト色 145

R7247-600 ニギリバー ホワイト色 145

R7247-650 ニギリバー ホワイト色 145

R7247-800 ニギリバー ホワイト色 145

R7247L-700x600 ニギリバー L 型 L タイプ ホワイト色 145

R7247R-700x600 ニギリバー L 型 R タイプ ホワイト色 145

R2225-1000 カーテンパイプ 177 後継機種　R2200-1000

R2225-1100 カーテンパイプ 177 後継機種　R2200-1100

R2225-1200 カーテンパイプ 177 後継機種　R2200-1200

R2225-1300 カーテンパイプ 177

R2225-1500 カーテンパイプ 177

R2225-1800 カーテンパイプ 177

R2225-2000 カーテンパイプ 177

R2843 ペーパータオルボックス 185

R1016 カウンタートップ用クズ投入口 187

R1016-B カウンタートップ用クズ投入口 ( フタなし ) 187

R2606-600 ワードローブ棚 ( 背面壁付けタイプ ) 192

R2606-800 ワードローブ棚 ( 背面壁付けタイプ ) 192

R2606-1000 ワードローブ棚 ( 背面壁付けタイプ ) 192

R2606-1500 ワードローブ棚 ( 背面壁付けタイプ ) 192

R2606-1800 ワードローブ棚 ( 背面壁付けタイプ ) 192

R2606-2000 ワードローブ棚 ( 背面壁付けタイプ ) 192

限定在庫のお知らせ

2023 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】　2023年4月1日受注分より

2023 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 2022 定価 2022 定価 ( 税込 ) 新定価 新定価 (税込 )

R1804 タオルリング 025 ¥5,400 ¥5,940 ¥5,700 ¥6,270

R1814 タオルリング ( 逆勝⼿仕様 ) 025 ¥5,400 ¥5,940 ¥5,700 ¥6,270

R1805 ペーパーホルダー 025 ¥6,800 ¥7,480 ¥6,900 ¥7,590

R1815 ペーパーホルダー ( 逆勝⼿仕様 ) 025 ¥6,800 ¥7,480 ¥6,900 ¥7,590

FCV1700L センサー立水栓 069 ¥64,500 ¥70,950 ¥74,600 ¥82,060

FCV1700L3 センサー立水栓 069 ¥78,000 ¥85,800 ¥81,600 ¥89,760

FCV1700L-MB センサー立水栓 069 ¥77,500 ¥85,250 ¥87,600 ¥96,360

FCV1700L3-MB センサー立水栓 069 ¥91,000 ¥100,100 ¥94,600 ¥104,060

183-281 シングルレバー混合栓 ( トール ) 069 ¥68,000 ¥74,800 お問合せください

FCS239K 小型電気温水器 ( センサー水栓付 ) 069 ¥107,000 ¥117,700 お問合せください

FCBT ボトルトラップ ( 欧州仕様Φ 32) 070 ¥13,600 ¥14,960 ¥15,500 ¥17,050

FCPU ポップアップ排水金具 070 ¥9,800 ¥10,780 ¥12,000 ¥13,200

FCPU007K プッシュ式ポップアップ排水金具 070 ¥22,500 ¥24,750 お問合せください

LSK-SW 置き型⼿洗器 ( スノーホワイト ) 081 ¥59,600 ¥65,560 ¥67,500 ¥74,250

LSK-RS 置き型⼿洗器 ( ローズ ) 081 ¥59,600 ¥65,560 ¥67,500 ¥74,250

LSK-LM 置き型⼿洗器 ( ライム ) 081 ¥59,600 ¥65,560 ¥67,500 ¥74,250

LSK-AQ 置き型⼿洗器 ( アクア ) 081 ¥59,600 ¥65,560 ¥67,500 ¥74,250

CB1-DS 置き型⼿洗器 ( ダークスモーク ) 093 ¥42,000 ¥46,200 ¥48,000 ¥52,800

CB1-OG 置き型⼿洗器 ( 外側グレー・内側ホワイト ) 093 ¥42,000 ¥46,200 ¥48,000 ¥52,800

CB1-OP 置き型⼿洗器 ( オパール ) 093 ¥42,000 ¥46,200 ¥48,000 ¥52,800

CB1-OW 置き型⼿洗器 ( 外側ホワイト・内側グレー ) 093 ¥42,000 ¥46,200 ¥48,000 ¥52,800

CB1-SP 置き型⼿洗器 ( スパイラル ) 093 ¥45,000 ¥49,500 ¥51,000 ¥56,100

CB2-BL 置き型⼿洗器 ( ブラン ) 095 ¥49,800 ¥54,780 ¥56,000 ¥61,600

CB2-BS 置き型⼿洗器 ( ブランストライプ ) 095 ¥49,800 ¥54,780 ¥56,000 ¥61,600

CB2-CS 置き型⼿洗器 ( クレールシャボン ) 095 ¥49,800 ¥54,780 ¥56,000 ¥61,600

CB2-NS 置き型⼿洗器 ( ノアールストライプ ) 095 ¥49,800 ¥54,780 ¥56,000 ¥61,600

CFQ780xx-03 フィオレクォーツ ･ カウンター 
(OR/JS/SG/JB/CS/BS) 135 ¥71,000 ¥78,100 ¥92,000 ¥101,200

CFQ780xx-03 特 フィオレクォーツ ･ カウンター 
(OR/JS/SG/JB/CS/BS) 135 ¥71,000 ¥78,100 ¥92,000 ¥101,200

CFQ1200xx-01 フィオレクォーツ ･ カウンター 
(OR/JS/SG/JB/CS/BS) 135 ¥123,000 ¥135,300 ¥136,000 ¥149,600

CFQ1200xx-02 フィオレクォーツ ･ カウンター 
(OR/JS/SG/JB/CS/BS) 135 ¥123,000 ¥135,300 ¥136,000 ¥149,600

CFQ1500xx-03 特 フィオレクォーツ ･ カウンター 
(OR/JS/SG/JB/CS/BS) 135 ¥110,000 ¥121,000 ¥138,000 ¥151,800

RN925S ⽯鹸受 ( 半埋込型 ) 148 ¥7,000 ¥7,700 ¥8,400 ¥9,240
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品番 商品 掲載 P 2022 定価 2022 定価 ( 税込 ) 新定価 新定価 (税込 )

R450 ユニバーサルシート 149 ¥60,000 ¥66,000 ¥70,000 ¥77,000

R6203-S-400 タオル掛シングル 151 ¥5,400 ¥5,940 ¥5,800 ¥6,380

R6203-S-500 タオル掛シングル 151 ¥5,700 ¥6,270 ¥6,000 ¥6,600

R6203-S-600 タオル掛シングル　　　　　　　　 151 ¥6,000 ¥6,600 ¥6,300 ¥6,930

R1623-S-400 タオル掛 152 ¥2,400 ¥2,640 ¥2,500 ¥2,750

R1623-S-500 タオル掛 152 ¥2,500 ¥2,750 ¥2,600 ¥2,860

R1623-S-600 タオル掛 152 ¥2,600 ¥2,860 ¥2,700 ¥2,970

R1623-M-400 タオル掛 152 ¥2,400 ¥2,640 ¥2,500 ¥2,750

R1623-M-500 タオル掛 152 ¥2,500 ¥2,750 ¥2,600 ¥2,860

R1623-M-600 タオル掛 152 ¥2,600 ¥2,860 ¥2,700 ¥2,970

R1623-W-400 二段式タオル掛 153 ¥4,800 ¥5,280 ¥5,000 ¥5,500

R1623-W-500 二段式タオル掛 153 ¥5,000 ¥5,500 ¥5,200 ¥5,720

R1623-W-600 二段式タオル掛 153 ¥5,100 ¥5,610 ¥5,300 ¥5,830

R203-S-400 タオル掛 153 ¥3,360 ¥3,696 ¥3,500 ¥3,850

R203-S-600 タオル掛　　　　　　　　 153 ¥3,570 ¥3,927 ¥3,700 ¥4,070

R6205-400 タオル棚 156 ¥8,500 ¥9,350 ¥9,100 ¥10,010

R6205-500 タオル棚 156 ¥8,900 ¥9,790 ¥9,600 ¥10,560

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 167 ¥12,500 ¥13,750 ¥14,800 ¥16,280

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 167 ¥12,500 ¥13,750 ¥14,800 ¥16,280

R976S ペーパーホルダー(半埋込型) 168 ¥9,900 ¥10,890 ¥12,500 ¥13,750

R1010-S ペーパータオルボックス(埋込型) 184 ¥12,000 ¥13,200 ¥12,500 ¥13,750

R3605 ペーパータオルボックス(埋込型)クズカゴ付 186 ¥135,000 ¥148,500 ¥141,000 ¥155,100

R3616 ペーパータオルボックス(露出型)クズカゴ付 186 ¥150,000 ¥165,000 ¥159,000 ¥174,900

TS-FA2S オムツっ子 FA2 スタンドセット 188 ¥168,000 ¥184,800 ¥175,000 ¥192,500

TS-V1-S オムツっ子 V1 スタンドセット 188 ¥168,000 ¥184,800 ¥175,000 ¥192,500

BR-FC50 授乳専用チェア フェアリーチェア 50 190 ¥60,000 ¥66,000 ¥63,000 ¥69,300

TS-FIT フィッティングボード FIT 壁面・床面 191 ¥60,000 ¥66,000 ¥63,000 ¥69,300

A-3358 水受け容器 240 ¥4,000 ¥4,400 ¥4,800 ¥5,280

BB-H2 水受け容器 240 ¥4,850 ¥5,335 ¥5,800 ¥6,380
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シャワーカーテン 価格改定のお知らせ
【価格改定開始日】　2023年4月1日受注分より

2023 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。

R501 シャワーカーテン 標準厚 ( 無地 ) 標準 ( ハト目仕様 )

丈 / 巾 掲載 P ～ 1500 ～ 1800

2022 定価 2022 定価 ( 税込 ) 新定価 新定価 (税込 ) 2022 定価 2022 定価 ( 税込 ) 新定価 新定価 (税込 )

～ 1600 175 ¥9,800 ¥10,780 ¥11,000 ¥12,100 ¥11,000 ¥12,100 ¥12,400 ¥13,640

～ 1800 175 ¥10,000 ¥11,000 ¥11,200 ¥12,320 ¥11,100 ¥12,210 ¥12,500 ¥13,750

～ 2000 175 ¥11,700 ¥12,870 ¥12,900 ¥14,190 ¥11,900 ¥13,090 ¥13,300 ¥14,630

R901 シャワーカーテン やや厚⼿ ( 無地 ) 標準 ( ハト目仕様 )

丈　＼　巾 掲載 P ～ 1500 ～ 1800

2022 定価 2022 定価 ( 税込 ) 新定価 新定価 (税込 ) 2022 定価 2022 定価 ( 税込 ) 新定価 新定価 (税込 )

～ 1600 175 ¥11,300 ¥12,430 ¥12,700 ¥13,970 ¥12,800 ¥14,080 ¥14,400 ¥15,840

～ 1800 175 ¥11,500 ¥12,650 ¥12,900 ¥14,190 ¥12,900 ¥14,190 ¥14,500 ¥15,950

～ 2000 175 ¥13,600 ¥14,960 ¥15,200 ¥16,720 ¥13,800 ¥15,180 ¥15,400 ¥16,940

R2030 シャワーカーテン 厚⼿ ( 無地 ) 標準 ( ハト目仕様 )

丈　＼　巾 掲載 P ～ 1500 ～ 1800

2022 定価 2022 定価 ( 税込 ) 新定価 新定価 (税込 ) 2022 定価 2022 定価 ( 税込 ) 新定価 新定価 (税込 )

～ 1600 175 ¥11,700 ¥12,870 ¥13,100 ¥14,410 ¥13,200 ¥14,520 ¥14,800 ¥16,280

～ 1800 175 ¥11,900 ¥13,090 ¥13,300 ¥14,630 ¥13,400 ¥14,740 ¥15,000 ¥16,500

～ 2000 175 ¥14,100 ¥15,510 ¥15,800 ¥17,380 ¥14,400 ¥15,840 ¥16,100 ¥17,710

R2100 シャワーカーテン ( ストライプ ) 標準 ( ハト目仕様 )

丈　＼　巾 掲載 P ～ 1500 ～ 1800

2022 定価 2022 定価 ( 税込 ) 新定価 新定価 (税込 ) 2022 定価 2022 定価 ( 税込 ) 新定価 新定価 (税込 )

～ 1600 174 ¥10,700 ¥11,770 ¥11,600 ¥12,760 ¥12,000 ¥13,200 ¥12,900 ¥14,190

～ 1900 174 ¥10,900 ¥11,990 ¥11,800 ¥12,980 ¥12,200 ¥13,420 ¥13,100 ¥14,410

R2020 シャワーカーテン ( 桜柄 ) 標準 ( ハト目仕様 )

丈　＼　巾 掲載 P ～ 1500 ～ 1800

2022 定価 2022 定価 ( 税込 ) 新定価 新定価 (税込 ) 2022 定価 2022 定価 ( 税込 ) 新定価 新定価 (税込 )

～ 1600 174 ¥14,500 ¥15,950 ¥14,900 ¥16,390 ¥16,600 ¥18,260 ¥17,000 ¥18,700

～ 1900 174 ¥14,700 ¥16,170 ¥15,100 ¥16,610 ¥16,700 ¥18,370 ¥17,100 ¥18,810

～ 2000 174 ¥17,800 ¥19,580 ¥18,200 ¥20,020 ¥18,000 ¥19,800 ¥18,400 ¥20,240

R2050 シャワーカーテン ( 七宝柄 ) 標準 ( ハト目仕様 )

丈　＼　巾 掲載 P ～ 1500 ～ 1800

2022 定価 2022 定価 ( 税込 ) 新定価 新定価 (税込 ) 2022 定価 2022 定価 ( 税込 ) 新定価 新定価 (税込 )

～ 1600 174 ¥14,500 ¥15,950 ¥14,900 ¥16,390 ¥16,600 ¥18,260 ¥17,000 ¥18,700

～ 1900 174 ¥14,700 ¥16,170 ¥15,100 ¥16,610 ¥16,700 ¥18,370 ¥17,100 ¥18,810

～ 2000 174 ¥17,800 ¥19,580 ¥18,200 ¥20,020 ¥18,000 ¥19,800 ¥18,400 ¥20,240
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R401SLIV シャワーカーテン 標準厚 標準 ( ハト目仕様 )

丈　＼　巾 掲載 P ～ 1200 ～ 1300

2022 定価 2022 定価 ( 税込 ) 新定価 新定価 (税込 ) 2022 定価 2022 定価 ( 税込 ) 新定価 新定価 (税込 )

～ 1600 175 ¥3,400 ¥3,740 ¥4,200 ¥4,620 ¥3,600 ¥3,960 ¥4,400 ¥4,840

～ 1800 175 ¥3,800 ¥4,180 ¥4,600 ¥5,060 ¥4,000 ¥4,400 ¥4,800 ¥5,280

～ 2000 175 ¥4,200 ¥4,620 ¥4,900 ¥5,390 ¥4,400 ¥4,840 ¥5,200 ¥5,720

丈　＼　巾 掲載 P ～ 1400 ～ 1600

2022 定価 2022 定価 ( 税込 ) 新定価 新定価 (税込 ) 2022 定価 2022 定価 ( 税込 ) 新定価 新定価 (税込 )

～ 1600 175 ¥3,900 ¥4,290 ¥4,600 ¥5,060 ¥4,300 ¥4,730 ¥5,000 ¥5,500

～ 1800 175 ¥4,300 ¥4,730 ¥5,000 ¥5,500 ¥4,800 ¥5,280 ¥5,500 ¥6,050

～ 2000 175 ¥4,700 ¥5,170 ¥5,400 ¥5,940 ¥5,300 ¥5,830 ¥6,000 ¥6,600

丈　＼　巾 掲載 P ～ 1900 ～ 2000

2022 定価 2022 定価 ( 税込 ) 新定価 新定価 (税込 ) 2022 定価 2022 定価 ( 税込 ) 新定価 新定価 (税込 )

～ 1600 175 ¥5,000 ¥5,500 ¥5,800 ¥6,380 ¥5,200 ¥5,720 ¥6,000 ¥6,600

～ 1800 175 ¥5,600 ¥6,160 ¥6,300 ¥6,930 ¥5,800 ¥6,380 ¥6,600 ¥7,260

～ 2000 175 ¥6,100 ¥6,710 ¥6,800 ¥7,480 ¥6,400 ¥7,040 ¥7,100 ¥7,810


