
【トイレ手洗】 （2008/1/25現在）

品番 品名

2008年3月31日
までのメーカー
希望小売価格

2008年4月1日
からのメーカー
希望小売価格

総合ｶﾀﾛｸﾞ
掲載ﾍﾟｰｼﾞ

GL-D53JA130B/KJKJ,KAKA セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥280,500 ¥286,500 272

GL-D53JA130B/KJT3 セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥304,000 ¥311,000 272

GL-D53JA130B/KKDA セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥455,000 ¥467,000 272

GL-D53JA130B/WDT1 セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥327,000 ¥335,000 272

GL-D53JA139B/KJKJ,KAKA セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥283,000 ¥289,000 272

GL-D53JA139B/KJT3 セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥308,000 ¥315,000 272

GL-D53JA139B/KKDA セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥462,000 ¥474,000 272

GL-D53JA139B/WDT1 セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥331,000 ¥339,000 272

GL-D53JA148B/KJKJ,KAKA セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥290,500 ¥296,500 272

GL-D53JA148B/KJT3 セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥318,000 ¥325,000 272

GL-D53JA148B/KKDA セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥475,000 ¥487,000 272

GL-D53JA148B/WDT1 セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥341,000 ¥349,000 272

GL-D53JA157B/KJKJ,KAKA セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥293,000 ¥299,000 272

GL-D53JA157B/KJT3 セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥323,000 ¥330,000 272

GL-D53JA157B/KKDA セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥483,000 ¥495,000 272

GL-D53JA157B/WDT1 セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥346,000 ¥354,000 272

GL-D53JA166B/KJKJ,KAKA セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥300,500 ¥306,500 272

GL-D53JA166B/KJT3 セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥332,000 ¥339,000 272

GL-D53JA166B/KKDA セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥496,000 ¥509,000 272

GL-D53JA166B/WDT1 セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥355,000 ¥363,000 272

GL-D53JA175B/KJKJ,KAKA セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥348,000 ¥356,000 272

GL-D53JA175B/KJT3 セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥382,000 ¥391,000 272

GL-D53JA175B/KKDA セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥564,000 ¥579,000 272

GL-D53JA175B/WDT1 セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥410,000 ¥420,000 272

GL-D53JA184B/KJKJ,KAKA セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥355,500 ¥363,500 272

GL-D53JA184B/KJT3 セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥397,000 ¥407,000 272

GL-D53JA184B/KKDA セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥578,000 ¥593,500 272

GL-D53JA184B/WDT1 セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥420,000 ¥431,000 272

GL-D53JA193B/KJKJ,KAKA セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥358,000 ¥367,000 272

GL-D53JA193B/KJT3 セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥402,000 ¥412,000 272

GL-D53JA193B/KKDA セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥586,000 ¥602,000 272

GL-D53JA193B/WDT1 セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥425,000 ¥436,000 272

GL-D53JA78B/KJKJ,KAKA セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥215,000 ¥218,000 272

GL-D53JA78B/KJT3 セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥223,000 ¥227,000 272

GL-D53JA78B/KKDA セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥310,000 ¥316,000 272

GL-D53JA78B/WDT1 セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥239,000 ¥243,000 272
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GL-D53JA92B/KJKJ,KAKA セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥222,500 ¥225,500 272

GL-D53JA92B/KJT3 セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥231,000 ¥235,000 272

GL-D53JA92B/KKDA セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥321,000 ¥327,000 272

GL-D53JA92B/WDT1 セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥247,000 ¥251,000 272

GL-D53JH130B/KJKJ,KAKA セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥263,500 ¥269,500 272

GL-D53JH130B/KJT3 セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥287,000 ¥294,000 272

GL-D53JH130B/KKDA セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥438,000 ¥450,000 272

GL-D53JH130B/WDT1 セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥310,000 ¥318,000 272

GL-D53JH139B/KJKJ,KAKA セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥266,000 ¥272,000 272

GL-D53JH139B/KJT3 セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥291,000 ¥298,000 272

GL-D53JH139B/KKDA セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥445,000 ¥457,000 272

GL-D53JH139B/WDT1 セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥314,000 ¥322,000 272

GL-D53JH148B/KJKJ,KAKA セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥273,500 ¥279,500 272

GL-D53JH148B/KJT3 セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥301,000 ¥308,000 272

GL-D53JH148B/KKDA セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥458,000 ¥470,000 272

GL-D53JH148B/WDT1 セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥324,000 ¥332,000 272

GL-D53JH157B/KJKJ,KAKA セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥276,000 ¥282,000 272

GL-D53JH157B/KJT3 セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥306,000 ¥313,000 272

GL-D53JH157B/KKDA セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥466,000 ¥478,000 272

GL-D53JH157B/WDT1 セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥329,000 ¥337,000 272

GL-D53JH166B/KJKJ,KAKA セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥283,500 ¥289,500 272

GL-D53JH166B/KJT3 セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥315,000 ¥322,000 272

GL-D53JH166B/KKDA セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥479,000 ¥492,000 272

GL-D53JH166B/WDT1 セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥338,000 ¥346,000 272

GL-D53JH175B/KJKJ,KAKA セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥331,000 ¥339,000 272

GL-D53JH175B/KJT3 セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥365,000 ¥374,000 272

GL-D53JH175B/KKDA セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥547,000 ¥562,000 272

GL-D53JH175B/WDT1 セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥393,000 ¥403,000 272

GL-D53JH184B/KJKJ,KAKA セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥338,500 ¥346,500 272

GL-D53JH184B/KJT3 セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥380,000 ¥390,000 272

GL-D53JH184B/KKDA セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥561,000 ¥576,500 272

GL-D53JH184B/WDT1 セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥403,000 ¥414,000 272

GL-D53JH193B/KJKJ,KAKA セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥341,000 ¥350,000 272

GL-D53JH193B/KJT3 セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥385,000 ¥395,000 272

GL-D53JH193B/KKDA セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥569,000 ¥585,000 272

GL-D53JH193B/WDT1 セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥408,000 ¥419,000 272
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GL-D53JH78B/KJKJ,KAKA セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥198,000 ¥201,000 272

GL-D53JH78B/KJT3 セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥206,000 ¥210,000 272

GL-D53JH78B/KKDA セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥293,000 ¥299,000 272

GL-D53JH78B/WDT1 セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥222,000 ¥226,000 272

GL-D53JH92B/KJKJ,KAKA セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥205,500 ¥208,500 272

GL-D53JH92B/KJT3 セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥214,000 ¥218,000 272

GL-D53JH92B/KKDA セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥304,000 ¥310,000 272

GL-D53JH92B/WDT1 セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥230,000 ¥234,000 272

GL-D53JW130B/KJKJ,KAKA セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥330,500 ¥336,500 272

GL-D53JW130B/KJT3 セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥354,000 ¥361,000 272

GL-D53JW130B/KKDA セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥505,000 ¥517,000 272

GL-D53JW130B/WDT1 セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥377,000 ¥385,000 272

GL-D53JW139B/KJKJ,KAKA セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥333,000 ¥339,000 272

GL-D53JW139B/KJT3 セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥358,000 ¥365,000 272

GL-D53JW139B/KKDA セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥512,000 ¥524,000 272

GL-D53JW139B/WDT1 セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥381,000 ¥389,000 272

GL-D53JW148B/KJKJ,KAKA セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥340,500 ¥346,500 272

GL-D53JW148B/KJT3 セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥368,000 ¥375,000 272

GL-D53JW148B/KKDA セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥525,000 ¥537,000 272

GL-D53JW148B/WDT1 セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥391,000 ¥399,000 272

GL-D53JW157B/KJKJ,KAKA セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥343,000 ¥349,000 272

GL-D53JW157B/KJT3 セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥373,000 ¥380,000 272

GL-D53JW157B/KKDA セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥533,000 ¥545,000 272

GL-D53JW157B/WDT1 セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥396,000 ¥404,000 272

GL-D53JW166B/KJKJ,KAKA セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥350,500 ¥356,500 272

GL-D53JW166B/KJT3 セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥382,000 ¥389,000 272

GL-D53JW166B/KKDA セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥546,000 ¥559,000 272

GL-D53JW166B/WDT1 セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥405,000 ¥413,000 272

GL-D53JW175B/KJKJ,KAKA セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥398,000 ¥406,000 272

GL-D53JW175B/KJT3 セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥432,000 ¥441,000 272

GL-D53JW175B/KKDA セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥614,000 ¥629,000 272

GL-D53JW175B/WDT1 セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥460,000 ¥470,000 272

GL-D53JW184B/KJKJ,KAKA セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥405,500 ¥413,500 272

GL-D53JW184B/KJT3 セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥447,000 ¥457,000 272

GL-D53JW184B/KKDA セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥628,000 ¥643,500 272

GL-D53JW184B/WDT1 セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥470,000 ¥481,000 272
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GL-D53JW193B/KJKJ,KAKA セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥408,000 ¥417,000 272

GL-D53JW193B/KJT3 セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥452,000 ¥462,000 272

GL-D53JW193B/KKDA セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥636,000 ¥652,000 272

GL-D53JW193B/WDT1 セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥475,000 ¥486,000 272

GL-D53JW78B/KJKJ,KAKA セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥265,000 ¥268,000 272

GL-D53JW78B/KJT3 セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥273,000 ¥277,000 272

GL-D53JW78B/KKDA セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥360,000 ¥366,000 272

GL-D53JW78B/WDT1 セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥289,000 ¥293,000 272

GL-D53JW92B/KJKJ,KAKA セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥272,500 ¥275,500 272

GL-D53JW92B/KJT3 セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥281,000 ¥285,000 272

GL-D53JW92B/KKDA セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥371,000 ¥377,000 272

GL-D53JW92B/WDT1 セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥297,000 ¥301,000 272

GL-D53KA175B/KJKJ,KAKA セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥353,000 ¥361,000 272

GL-D53KA175B/KJT3 セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥387,000 ¥396,000 272

GL-D53KA175B/KKDA セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥569,000 ¥584,000 272

GL-D53KA175B/WDT1 セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥415,000 ¥425,000 272

GL-D53KA184B/KJKJ,KAKA セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥360,500 ¥368,500 272

GL-D53KA184B/KJT3 セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥397,000 ¥407,000 272

GL-D53KA184B/KKDA セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥583,000 ¥598,500 272

GL-D53KA184B/WDT1 セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥425,000 ¥436,000 272

GL-D53KA193B/KJKJ,KAKA セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥363,000 ¥372,000 272

GL-D53KA193B/KJT3 セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥402,000 ¥412,000 272

GL-D53KA193B/KKDA セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥591,000 ¥607,000 272

GL-D53KA193B/WDT1 セレビオ　ベッセルタイプ（自動水栓） ¥430,000 ¥441,000 272

GL-D53KH175B/KJKJ,KAKA セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥336,000 ¥344,000 272

GL-D53KH175B/KJT3 セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥370,000 ¥379,000 272

GL-D53KH175B/KKDA セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥552,000 ¥567,000 272

GL-D53KH175B/WDT1 セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥398,000 ¥408,000 272

GL-D53KH184B/KJKJ,KAKA セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥343,500 ¥351,500 272

GL-D53KH184B/KJT3 セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥380,000 ¥390,000 272

GL-D53KH184B/KKDA セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥566,000 ¥581,500 272

GL-D53KH184B/WDT1 セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥408,000 ¥419,000 272

GL-D53KH193B/KJKJ,KAKA セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥346,000 ¥355,000 272

GL-D53KH193B/KJT3 セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥385,000 ¥395,000 272

GL-D53KH193B/KKDA セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥574,000 ¥590,000 272

GL-D53KH193B/WDT1 セレビオ　ベッセルタイプ（ハンドル水栓） ¥413,000 ¥424,000 272
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GL-D53KW175B/KJKJ,KAKA セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥403,000 ¥411,000 272

GL-D53KW175B/KJT3 セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥437,000 ¥446,000 272

GL-D53KW175B/KKDA セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥619,000 ¥634,000 272

GL-D53KW175B/WDT1 セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥465,000 ¥475,000 272

GL-D53KW184B/KJKJ,KAKA セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥410,500 ¥418,500 272

GL-D53KW184B/KJT3 セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥447,000 ¥457,000 272

GL-D53KW184B/KKDA セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥633,000 ¥648,500 272

GL-D53KW184B/WDT1 セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥475,000 ¥486,000 272

GL-D53KW193B/KJKJ,KAKA セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥413,000 ¥422,000 272

GL-D53KW193B/KJT3 セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥452,000 ¥462,000 272

GL-D53KW193B/KKDA セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥641,000 ¥657,000 272

GL-D53KW193B/WDT1 セレビオ　ベッセルタイプ（温水自動水洗） ¥480,000 ¥491,000 272

GL-D53AAA/BW1,BN8 手洗い器セット ¥81,000 ¥83,000 273

GL-D53AAB/BW1,BN8 手洗い器セット ¥83,000 ¥85,000 273

GL-D53AAC/BW1,BN8 手洗い器セット ¥81,000 ¥83,000 273

GL-D53AHA/BW1,BN8 手洗い器セット ¥64,000 ¥66,000 273

GL-D53AHB/BW1,BN8 手洗い器セット ¥66,000 ¥68,000 273

GL-D53AHC/BW1,BN8 手洗い器セット ¥64,000 ¥66,000 273

GL-D53AWA/BW1,BN8 手洗い器セット ¥131,000 ¥133,000 273

GL-D53AWB/BW1,BN8 手洗い器セット ¥133,000 ¥135,000 273

GL-D53AWC/BW1,BN8 手洗い器セット ¥131,000 ¥133,000 273

LKF-D35(130)/KJ,KA 手洗い器セット ¥43,500 ¥45,500 273

LKF-D35(130)/T1,T3 手洗い器セット ¥64,000 ¥67,000 273

LKF-D35(139)/KJ,KA 手洗い器セット ¥46,000 ¥48,000 273

LKF-D35(139)/T1,T3 手洗い器セット ¥68,000 ¥71,000 273

LKF-D35(148)/KJ,KA 手洗い器セット ¥49,000 ¥51,000 273

LKF-D35(148)/T1,T3 手洗い器セット ¥73,000 ¥76,000 273

LKF-D35(157)/KJ,KA 手洗い器セット ¥52,000 ¥54,000 273

LKF-D35(157)/T1,T3 手洗い器セット ¥78,000 ¥81,000 273

LKF-D35(166)/KJ,KA 手洗い器セット ¥54,000 ¥56,000 273

LKF-D35(166)/T1,T3 手洗い器セット ¥82,000 ¥85,000 273

LKF-D35(175)/KJ,KA 手洗い器セット ¥57,000 ¥59,000 273

LKF-D35(175)/T1,T3 手洗い器セット ¥87,000 ¥90,000 273

LKF-D35(184)/KJ,KA 手洗い器セット ¥60,000 ¥62,000 273

LKF-D35(184)/T1,T3 手洗い器セット ¥92,000 ¥96,000 273

LKF-D35(193)/KJ,KA 手洗い器セット ¥63,000 ¥66,000 273
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LKF-D35(193)/T1,T3 手洗い器セット ¥97,000 ¥101,000 273

LKF-D35(78)/KJ,KA 手洗い器セット ¥32,000 ¥33,000 273

LKF-D35(78)/T1,T3 手洗い器セット ¥38,000 ¥40,000 273

LKF-D35(92)/KJ,KA 手洗い器セット ¥34,000 ¥35,000 273

LKF-D35(92)/T1,T3 手洗い器セット ¥41,000 ¥43,000 273

TSF-D303(60)/KJ,KA 手洗い器セット ¥52,000 ¥54,000 273

TSF-D303(60)/KK 手洗い器セット ¥102,000 ¥105,000 273

TSF-D303(60)/WD 手洗い器セット ¥62,000 ¥64,000 273

TSF-D303(75)/KJ,KA 手洗い器セット ¥57,000 ¥59,000 273

TSF-D303(75)/KK 手洗い器セット ¥107,000 ¥110,000 273

TSF-D303(75)/WD 手洗い器セット ¥67,000 ¥69,000 273

TSF-D304(36)/KJ,KA 手洗い器セット ¥55,000 ¥57,000 273

TSF-D304(36)/KK 手洗い器セット ¥70,000 ¥72,000 273

TSF-D304(36)/WD 手洗い器セット ¥60,000 ¥62,000 273

TSF-D305(60)/KJ,KA 手洗い器セット ¥80,000 ¥82,000 273

TSF-D305(60)/KK 手洗い器セット ¥130,000 ¥134,000 273

TSF-D305(60)/WD 手洗い器セット ¥90,000 ¥93,000 273

TSF-D314(36)/KJ,KA 手洗い器セット ¥60,000 ¥62,000 273

TSF-D314(36)/KK 手洗い器セット ¥75,000 ¥77,000 273

TSF-D314(36)/WD 手洗い器セット ¥65,000 ¥67,000 273

GL-B35KWL165B/WDR9,DBG2 セレビオ　アークタイプ（温水自動水栓） ¥456,600 ¥468,300 277

GL-B35KWL165B/KJW1,KAW1 セレビオ　アークタイプ（温水自動水栓） ¥382,600 ¥391,800 277

GL-B35KWR165B/WDR9,DBG2 セレビオ　アークタイプ（温水自動水栓） ¥456,600 ¥468,300 277

GL-B35KWR165B/KJW1,KAW1 セレビオ　アークタイプ（温水自動水栓） ¥382,600 ¥391,800 277

GL-B35KAL165B/WDR9,DBG2 セレビオ　アークタイプ（自動水栓） ¥406,600 ¥418,300 277

GL-B35KAL165B/KJW1,KAW1 セレビオ　アークタイプ（自動水栓） ¥332,600 ¥341,800 277

GL-B35KAR165B/WDR9,DBG2 セレビオ　アークタイプ（自動水栓） ¥406,600 ¥418,300 277

GL-B35KAR165B/KJW1,KAW1 セレビオ　アークタイプ（自動水栓） ¥332,600 ¥341,800 277

GL-B35KHL165B/WDR9,DBG2 セレビオ　アークタイプ（ハンドル水栓） ¥387,600 ¥400,300 277

GL-B35KHL165B/KJW1,KAW1 セレビオ　アークタイプ（ハンドル水栓） ¥313,600 ¥323,800 277

GL-B35KHR165B/WDR9,DBG2 セレビオ　アークタイプ（ハンドル水栓） ¥387,600 ¥400,300 277

GL-B35KHR165B/KJW1,KAW1 セレビオ　アークタイプ（ハンドル水栓） ¥313,600 ¥323,800 277

GL-B35KWL150B/KJW1,KAW1 セレビオ　アークタイプ（温水自動水栓） ¥356,000 ¥364,000 277

GL-B35KWL150B/WDR9,DBG2 セレビオ　アークタイプ（温水自動水栓） ¥420,800 ¥431,000 277

GL-B35KWR150B/KJW1,KAW1 セレビオ　アークタイプ（温水自動水栓） ¥356,000 ¥364,000 277

GL-B35KWR150B/WDR9,DBG2 セレビオ　アークタイプ（温水自動水栓） ¥420,800 ¥431,000 277
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GL-B35KAL150B/KJW1,KAW1 セレビオ　アークタイプ（自動水栓） ¥306,000 ¥314,000 277

GL-B35KAL150B/WDR9,DBG2 セレビオ　アークタイプ（自動水栓） ¥370,800 ¥381,000 277

GL-B35KAR150B/KJW1,KAW1 セレビオ　アークタイプ（自動水栓） ¥306,000 ¥314,000 277

GL-B35KAR150B/WDR9,DBG2 セレビオ　アークタイプ（自動水栓） ¥370,800 ¥381,000 277

GL-B35KHL150B/KJW1,KAW1 セレビオ　アークタイプ（ハンドル水栓） ¥287,000 ¥296,000 277

GL-B35KHL150B/WDR9,DBG2 セレビオ　アークタイプ（ハンドル水栓） ¥351,800 ¥363,000 277

GL-B35KHR150B/KJW1,KAW1 セレビオ　アークタイプ（ハンドル水栓） ¥287,000 ¥296,000 277

GL-B35KHR150B/WDR9,DBG2 セレビオ　アークタイプ（ハンドル水栓） ¥351,800 ¥363,000 277

GL-B35JWL165B/KJW1,KAW1 セレビオ　アークタイプ（温水自動水栓） ¥342,600 ¥349,800 277

GL-B35JWL165B/WDR9,DBG2 セレビオ　アークタイプ（温水自動水栓） ¥411,600 ¥421,300 277

GL-B35JWR165B/KJW1,KAW1 セレビオ　アークタイプ（温水自動水栓） ¥342,600 ¥349,800 277

GL-B35JWR165B/WDR9,DBG2 セレビオ　アークタイプ（温水自動水栓） ¥411,600 ¥421,300 277

GL-B35JAL165B/KJW1,KAW1 セレビオ　アークタイプ（自動水栓） ¥292,600 ¥299,800 277

GL-B35JAL165B/WDR9,DBG2 セレビオ　アークタイプ（自動水栓） ¥361,600 ¥371,300 277

GL-B35JAR165B/KJW1,KAW1 セレビオ　アークタイプ（自動水栓） ¥292,600 ¥299,800 277

GL-B35JAR165B/WDR9,DBG2 セレビオ　アークタイプ（自動水栓） ¥361,600 ¥371,300 277

GL-B35JHL165B/KJW1,KAW1 セレビオ　アークタイプ（ハンドル水栓） ¥273,600 ¥281,800 277

GL-B35JHL165B/WDR9,DBG2 セレビオ　アークタイプ（ハンドル水栓） ¥342,600 ¥353,300 277

GL-B35JHR165B/KJW1,KAW1 セレビオ　アークタイプ（ハンドル水栓） ¥273,600 ¥281,800 277

GL-B35JHR165B/WDR9,DBG2 セレビオ　アークタイプ（ハンドル水栓） ¥342,600 ¥353,300 277

GL-B35JWL150B/KJW1,KAW1 セレビオ　アークタイプ（温水自動水栓） ¥331,000 ¥338,000 277

GL-B35JWL150B/WDR9,DBG2 セレビオ　アークタイプ（温水自動水栓） ¥395,800 ¥405,000 277

GL-B35JWR150B/KJW1,KAW1 セレビオ　アークタイプ（温水自動水栓） ¥331,000 ¥338,000 277

GL-B35JWR150B/WDR9,DBG2 セレビオ　アークタイプ（温水自動水栓） ¥395,800 ¥405,000 277

GL-B35JAL150B/KJW1,KAW1 セレビオ　アークタイプ（自動水栓） ¥281,000 ¥288,000 277

GL-B35JAL150B/WDR9,DBG2 セレビオ　アークタイプ（自動水栓） ¥345,800 ¥355,000 277

GL-B35JAR150B/KJW1,KAW1 セレビオ　アークタイプ（自動水栓） ¥281,000 ¥288,000 277

GL-B35JAR150B/WDR9,DBG2 セレビオ　アークタイプ（自動水栓） ¥345,800 ¥355,000 277

GL-B35JHL150B/KJW1,KAW1 セレビオ　アークタイプ（ハンドル水栓） ¥262,000 ¥270,000 277

GL-B35JHL150B/WDR9,DBG2 セレビオ　アークタイプ（ハンドル水栓） ¥326,800 ¥337,000 277

GL-B35JHR150B/KJW1,KAW1 セレビオ　アークタイプ（ハンドル水栓） ¥262,000 ¥270,000 277

GL-B35JHR150B/WDR9,DBG2 セレビオ　アークタイプ（ハンドル水栓） ¥326,800 ¥337,000 277

GL-B35JWL135B/KJW1,KAW1 セレビオ　アークタイプ（温水自動水栓） ¥314,400 ¥321,300 277

GL-B35JWL135B/WDR9,DBG2 セレビオ　アークタイプ（温水自動水栓） ¥374,900 ¥383,800 277

GL-B35JWR135B/KJW1,KAW1 セレビオ　アークタイプ（温水自動水栓） ¥314,400 ¥321,300 277

GL-B35JWR135B/WDR9,DBG2 セレビオ　アークタイプ（温水自動水栓） ¥374,900 ¥383,800 277
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GL-B35JAL135B/KJW1,KAW1 セレビオ　アークタイプ（自動水栓） ¥264,400 ¥271,300 277

GL-B35JAL135B/WDR9,DBG2 セレビオ　アークタイプ（自動水栓） ¥324,900 ¥333,800 277

GL-B35JAR135B/KJW1,KAW1 セレビオ　アークタイプ（自動水栓） ¥264,400 ¥271,300 277

GL-B35JAR135B/WDR9,DBG2 セレビオ　アークタイプ（自動水栓） ¥324,900 ¥333,800 277

GL-B35JHL135B/KJW1,KAW1 セレビオ　アークタイプ（ハンドル水栓） ¥245,400 ¥253,300 277

GL-B35JHL135B/WDR9,DBG2 セレビオ　アークタイプ（ハンドル水栓） ¥305,900 ¥315,800 277

GL-B35JHR135B/KJW1,KAW1 セレビオ　アークタイプ（ハンドル水栓） ¥245,400 ¥253,300 277

GL-B35JHR135B/WDR9,DBG2 セレビオ　アークタイプ（ハンドル水栓） ¥305,900 ¥315,800 277

GL-B35JWL120B/KJW1,KAW1 セレビオ　アークタイプ（温水自動水栓） ¥289,800 ¥296,000 277

GL-B35JWL120B/WDR9,DBG2 セレビオ　アークタイプ（温水自動水栓） ¥344,000 ¥352,000 277

GL-B35JWR120B/KJW1,KAW1 セレビオ　アークタイプ（温水自動水栓） ¥289,800 ¥296,000 277

GL-B35JWR120B/WDR9,DBG2 セレビオ　アークタイプ（温水自動水栓） ¥344,000 ¥352,000 277

GL-B35JAL120B/KJW1,KAW1 セレビオ　アークタイプ（自動水栓） ¥239,800 ¥246,000 277

GL-B35JAL120B/WDR9,DBG2 セレビオ　アークタイプ（自動水栓） ¥294,000 ¥302,000 277

GL-B35JAR120B/KJW1,KAW1 セレビオ　アークタイプ（自動水栓） ¥239,800 ¥246,000 277

GL-B35JAR120B/WDR9,DBG2 セレビオ　アークタイプ（自動水栓） ¥294,000 ¥302,000 277

GL-B35JHL120B/KJW1,KAW1 セレビオ　アークタイプ（ハンドル水栓） ¥220,800 ¥228,000 277

GL-B35JHL120B/WDR9,DBG2 セレビオ　アークタイプ（ハンドル水栓） ¥275,000 ¥284,000 277

GL-B35JHR120B/KJW1,KAW1 セレビオ　アークタイプ（ハンドル水栓） ¥220,800 ¥228,000 277

GL-B35JHR120B/WDR9,DBG2 セレビオ　アークタイプ（ハンドル水栓） ¥275,000 ¥284,000 277

GL-14 はめ込楕円形手洗器(アンダーカウンター式) ¥16,500 ¥17,500 278

L-B22KWL165B/KJW1,KAW1 セレビオ　ストレートタイプ（温水自動水栓） ¥380,100 ¥389,900 281

L-B22KWL165B/WDR9,DBG2 セレビオ　ストレートタイプ（温水自動水栓） ¥453,300 ¥463,900 281

L-B22KWR165B/KJW1,KAW1 セレビオ　ストレートタイプ（温水自動水栓） ¥380,100 ¥389,900 281

L-B22KWR165B/WDR9,DBG2 セレビオ　ストレートタイプ（温水自動水栓） ¥453,300 ¥463,900 281

L-B22KAL165B/KJW1,KAW1 セレビオ　ストレートタイプ（自動水栓） ¥330,100 ¥339,900 281

L-B22KAL165B/WDR9,DBG2 セレビオ　ストレートタイプ（自動水栓） ¥403,300 ¥413,900 281

L-B22KAR165B/KJW1,KAW1 セレビオ　ストレートタイプ（自動水栓） ¥330,100 ¥339,900 281

L-B22KAR165B/WDR9,DBG2 セレビオ　ストレートタイプ（自動水栓） ¥403,300 ¥413,900 281

L-B22KHL165B/KJW1,KAW1 セレビオ　ストレートタイプ（ハンドル水栓） ¥311,100 ¥321,900 281

L-B22KHL165B/WDR9,DBG2 セレビオ　ストレートタイプ（ハンドル水栓） ¥384,300 ¥395,900 281

L-B22KHR165B/KJW1,KAW1 セレビオ　ストレートタイプ（ハンドル水栓） ¥311,100 ¥321,900 281

L-B22KHR165B/WDR9,DBG2 セレビオ　ストレートタイプ（ハンドル水栓） ¥384,300 ¥395,900 281

L-B22KWL150B/KJW1,KAW1 セレビオ　ストレートタイプ（温水自動水栓） ¥351,500 ¥360,000 281

L-B22KWL150B/WDR9,DBG2 セレビオ　ストレートタイプ（温水自動水栓） ¥415,500 ¥424,800 281

L-B22KWR150B/KJW1,KAW1 セレビオ　ストレートタイプ（温水自動水栓） ¥351,500 ¥360,000 281
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L-B22KWR150B/WDR9,DBG2 セレビオ　ストレートタイプ（温水自動水栓） ¥415,500 ¥424,800 281

L-B22KAL150B/KJW1,KAW1 セレビオ　ストレートタイプ（自動水栓） ¥301,500 ¥310,000 281

L-B22KAL150B/WDR9,DBG2 セレビオ　ストレートタイプ（自動水栓） ¥365,500 ¥374,800 281

L-B22KAR150B/KJW1,KAW1 セレビオ　ストレートタイプ（自動水栓） ¥301,500 ¥310,000 281

L-B22KAR150B/WDR9,DBG2 セレビオ　ストレートタイプ（自動水栓） ¥365,500 ¥374,800 281

L-B22KHL150B/KJW1,KAW1 セレビオ　ストレートタイプ（ハンドル水栓） ¥282,500 ¥292,000 281

L-B22KHL150B/WDR9,DBG2 セレビオ　ストレートタイプ（ハンドル水栓） ¥346,500 ¥356,800 281

L-B22KHR150B/KJW1,KAW1 セレビオ　ストレートタイプ（ハンドル水栓） ¥282,500 ¥292,000 281

L-B22KHR150B/WDR9,DBG2 セレビオ　ストレートタイプ（ハンドル水栓） ¥346,500 ¥356,800 281

L-B22JWL165B/KJW1,KAW1 セレビオ　ストレートタイプ（温水自動水栓） ¥341,600 ¥349,400 281

L-B22JWL165B/WDR9,DBG2 セレビオ　ストレートタイプ（温水自動水栓） ¥409,800 ¥418,400 281

L-B22JWR165B/KJW1,KAW1 セレビオ　ストレートタイプ（温水自動水栓） ¥341,600 ¥349,400 281

L-B22JWR165B/WDR9,DBG2 セレビオ　ストレートタイプ（温水自動水栓） ¥409,800 ¥418,400 281

L-B22JAL165B/KJW1,KAW1 セレビオ　ストレートタイプ（自動水栓） ¥291,600 ¥299,400 281

L-B22JAL165B/WDR9,DBG2 セレビオ　ストレートタイプ（自動水栓） ¥359,800 ¥368,400 281

L-B22JAR165B/KJW1,KAW1 セレビオ　ストレートタイプ（自動水栓） ¥291,600 ¥299,400 281

L-B22JAR165B/WDR9,DBG2 セレビオ　ストレートタイプ（自動水栓） ¥359,800 ¥368,400 281

L-B22JHL165B/KJW1,KAW1 セレビオ　ストレートタイプ（ハンドル水栓） ¥272,600 ¥281,400 281

L-B22JHL165B/WDR9,DBG2 セレビオ　ストレートタイプ（ハンドル水栓） ¥340,800 ¥350,400 281

L-B22JHR165B/KJW1,KAW1 セレビオ　ストレートタイプ（ハンドル水栓） ¥272,600 ¥281,400 281

L-B22JHR165B/WDR9,DBG2 セレビオ　ストレートタイプ（ハンドル水栓） ¥340,800 ¥350,400 281

L-B22JWL150B/KJW1,KAW1 セレビオ　ストレートタイプ（温水自動水栓） ¥326,500 ¥334,000 281

L-B22JWL150B/WDR9,DBG2 セレビオ　ストレートタイプ（温水自動水栓） ¥390,500 ¥398,800 281

L-B22JWR150B/KJW1,KAW1 セレビオ　ストレートタイプ（温水自動水栓） ¥326,500 ¥334,000 281

L-B22JWR150B/WDR9,DBG2 セレビオ　ストレートタイプ（温水自動水栓） ¥390,500 ¥398,800 281

L-B22JAL150B/KJW1,KAW1 セレビオ　ストレートタイプ（自動水栓） ¥276,500 ¥284,000 281

L-B22JAL150B/WDR9,DBG2 セレビオ　ストレートタイプ（自動水栓） ¥340,500 ¥348,800 281

L-B22JAR150B/KJW1,KAW1 セレビオ　ストレートタイプ（自動水栓） ¥276,500 ¥284,000 281

L-B22JAR150B/WDR9,DBG2 セレビオ　ストレートタイプ（自動水栓） ¥340,500 ¥348,800 281

L-B22JHL150B/KJW1,KAW1 セレビオ　ストレートタイプ（ハンドル水栓） ¥257,500 ¥266,000 281

L-B22JHL150B/WDR9,DBG2 セレビオ　ストレートタイプ（ハンドル水栓） ¥321,500 ¥330,800 281

L-B22JHR150B/KJW1,KAW1 セレビオ　ストレートタイプ（ハンドル水栓） ¥257,500 ¥266,000 281

L-B22JHR150B/WDR9,DBG2 セレビオ　ストレートタイプ（ハンドル水栓） ¥321,500 ¥330,800 281

L-B22JWL135B/KJW1,KAW1 セレビオ　ストレートタイプ（温水自動水栓） ¥308,000 ¥315,200 281

L-B22JWL135B/WDR9,DBG2 セレビオ　ストレートタイプ（温水自動水栓） ¥367,800 ¥375,600 281

L-B22JWR135B/KJW1,KAW1 セレビオ　ストレートタイプ（温水自動水栓） ¥308,000 ¥315,200 281
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L-B22JWR135B/WDR9,DBG2 セレビオ　ストレートタイプ（温水自動水栓） ¥367,800 ¥375,600 281

L-B22JAL135B/KJW1,KAW1 セレビオ　ストレートタイプ（自動水栓） ¥258,000 ¥265,200 281

L-B22JAL135B/WDR9,DBG2 セレビオ　ストレートタイプ（自動水栓） ¥317,800 ¥325,600 281

L-B22JAR135B/KJW1,KAW1 セレビオ　ストレートタイプ（自動水栓） ¥258,000 ¥265,200 281

L-B22JAR135B/WDR9,DBG2 セレビオ　ストレートタイプ（自動水栓） ¥317,800 ¥325,600 281

L-B22JHL135B/KJW1,KAW1 セレビオ　ストレートタイプ（ハンドル水栓） ¥239,000 ¥247,200 281

L-B22JHL135B/WDR9,DBG2 セレビオ　ストレートタイプ（ハンドル水栓） ¥298,800 ¥307,600 281

L-B22JHR135B/KJW1,KAW1 セレビオ　ストレートタイプ（ハンドル水栓） ¥239,000 ¥247,200 281

L-B22JHR135B/WDR9,DBG2 セレビオ　ストレートタイプ（ハンドル水栓） ¥298,800 ¥307,600 281

L-B22JWL120B/KJW1,KAW1 セレビオ　ストレートタイプ（温水自動水栓） ¥281,400 ¥287,800 281

L-B22JWL120B/WDR9,DBG2 セレビオ　ストレートタイプ（温水自動水栓） ¥335,000 ¥342,000 281

L-B22JWR120B/KJW1,KAW1 セレビオ　ストレートタイプ（温水自動水栓） ¥281,400 ¥287,800 281

L-B22JWR120B/WDR9,DBG2 セレビオ　ストレートタイプ（温水自動水栓） ¥335,000 ¥342,000 281

L-B22JAL120B/KJW1,KAW1 セレビオ　ストレートタイプ（自動水栓） ¥231,400 ¥237,800 281

L-B22JAL120B/WDR9,DBG2 セレビオ　ストレートタイプ（自動水栓） ¥285,000 ¥292,000 281

L-B22JAR120B/KJW1,KAW1 セレビオ　ストレートタイプ（自動水栓） ¥231,400 ¥237,800 281

L-B22JAR120B/WDR9,DBG2 セレビオ　ストレートタイプ（自動水栓） ¥285,000 ¥292,000 281

L-B22JHL120B/KJW1,KAW1 セレビオ　ストレートタイプ（ハンドル水栓） ¥212,400 ¥219,800 281

L-B22JHL120B/WDR9,DBG2 セレビオ　ストレートタイプ（ハンドル水栓） ¥266,000 ¥274,000 281

L-B22JHR120B/KJW1,KAW1 セレビオ　ストレートタイプ（ハンドル水栓） ¥212,400 ¥219,800 281

L-B22JHR120B/WDR9,DBG2 セレビオ　ストレートタイプ（ハンドル水栓） ¥266,000 ¥274,000 281

L-14 はめ込楕円形手洗器(アンダーカウンター式) ¥13,500 ¥14,500 288

GL-D73CAE 手洗キャビネットスリム／スクエアタイプ（キャビネット付・自動水栓付） ¥90,000 ¥92,000 292

GL-D73CAJ 手洗キャビネットスリム／スクエアタイプ（キャビネット付・自動水栓付） ¥90,000 ¥92,000 292

GL-D73CHE 手洗キャビネットスリム／スクエアタイプ（キャビネット付・ハンドル水栓付） ¥74,000 ¥76,000 292

GL-D73CHJ 手洗キャビネットスリム／スクエアタイプ（キャビネット付・ハンドル水栓付） ¥74,000 ¥76,000 292

GL-D73CWE 手洗キャビネットスリム／スクエアタイプ（キャビネット付・温水自動水栓付） ¥140,000 ¥142,000 292

GL-D73CWJ 手洗キャビネットスリム／スクエアタイプ（キャビネット付・温水自動水栓付） ¥140,000 ¥142,000 292

GL-D73FA15E 手洗キャビネットスリム／スクエアタイプ（ほのかライト付・手すりカウンター付・ ¥133,000 ¥135,000 292

GL-D73FA15J 手洗キャビネットスリム／スクエアタイプ（ほのかライト付・手すりカウンター付・ ¥133,000 ¥135,000 292

GL-D73FW15E 手洗キャビネットスリム／スクエアタイプ（ほのかライト付・手すりカウンター付・ ¥183,000 ¥185,000 292

GL-D73FW15J 手洗キャビネットスリム／スクエアタイプ（ほのかライト付・手すりカウンター付・ ¥183,000 ¥185,000 292

GL-D73KA15E 手洗キャビネットスリム／スクエアタイプ（カウンター付・自動水栓付） ¥112,000 ¥114,000 292

GL-D73KA15J 手洗キャビネットスリム／スクエアタイプ（カウンター付・自動水栓付） ¥112,000 ¥114,000 292

GL-D73KH15E 手洗キャビネットスリム／スクエアタイプ（カウンター付・ハンドル水栓付） ¥96,000 ¥98,000 292

GL-D73KH15J 手洗キャビネットスリム／スクエアタイプ（カウンター付・ハンドル水栓付） ¥96,000 ¥98,000 292
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GL-D73KW15E 手洗キャビネットスリム／スクエアタイプ（カウンター付・温水自動水栓付） ¥162,000 ¥164,000 292

GL-D73KW15J 手洗キャビネットスリム／スクエアタイプ（カウンター付・温水自動水栓付） ¥162,000 ¥164,000 292

GL-D73TA15E 手洗キャビネットスリム／スクエアタイプ（手すりカウンター付・自動水栓付） ¥117,000 ¥119,000 292

GL-D73TA15J 手洗キャビネットスリム／スクエアタイプ（手すりカウンター付・自動水栓付） ¥117,000 ¥119,000 292

GL-D73TH15E 手洗キャビネットスリム／スクエアタイプ（手すりカウンター付・ハンドル水栓付 ¥101,000 ¥103,000 292

GL-D73TH15J 手洗キャビネットスリム／スクエアタイプ（手すりカウンター付・ハンドル水栓付 ¥101,000 ¥103,000 292

GL-D73TW15E 手洗キャビネットスリム／スクエアタイプ（手すりカウンター付・温水自動水栓付 ¥167,000 ¥169,000 292

GL-D73TW15J 手洗キャビネットスリム／スクエアタイプ（手すりカウンター付・温水自動水栓付 ¥167,000 ¥169,000 292

KF-4087A 防錆化粧鏡 ¥19,000 ¥20,000 293

KF-3070AS スリムミラー（防錆） ¥14,700 ¥15,400 297

KF-3070ASR スリムミラー（防錆） ¥16,800 ¥17,600 297

GL-C36CAB 埋込手洗キャビネットスリム　ウッディータイプ（自動水栓） ¥82,000 ¥84,500 298

GL-C36CHB 埋込手洗キャビネットスリム　ウッディータイプ（ハンドル水栓） ¥66,000 ¥68,500 298

GL-C36CWB 埋込手洗キャビネットスリム　ウッディータイプ（温水自動水栓） ¥132,000 ¥134,500 298

GL-C36FA12B 埋込手洗キャビネットスリム　ウッディータイプ（ほのかライト付手すりカウンター ¥120,500 ¥123,000 298

GL-C36FA15B 埋込手洗キャビネットスリム　ウッディータイプ（ほのかライト付手すりカウンター ¥125,500 ¥128,000 298

GL-C36FW12B 埋込手洗キャビネットスリム　ウッディータイプ（温水自動水栓） ¥170,500 ¥173,000 298

GL-C36FW15B 埋込手洗キャビネットスリム　ウッディータイプ（温水自動水栓） ¥175,500 ¥178,000 298

GL-C36KA12B 埋込手洗キャビネットスリム　ウッディータイプ（自動水栓） ¥101,000 ¥103,500 298

GL-C36KA15B 埋込手洗キャビネットスリム　ウッディータイプ（自動水栓） ¥106,000 ¥108,500 298

GL-C36KH12B 埋込手洗キャビネットスリム　ウッディータイプ（ハンドル水栓） ¥85,000 ¥87,500 298

GL-C36KH15B 埋込手洗キャビネットスリム　ウッディータイプ（ハンドル水栓） ¥90,000 ¥92,500 298

GL-C36KW12B 埋込手洗キャビネットスリム　ウッディータイプ（温水自動水栓） ¥151,000 ¥153,500 298

GL-C36KW15B 埋込手洗キャビネットスリム　ウッディータイプ（温水自動水栓） ¥156,000 ¥158,500 298

GL-C36TA12B 埋込手洗キャビネットスリム　ウッディータイプ（自動水栓） ¥104,500 ¥107,000 298

GL-C36TA15B 埋込手洗キャビネットスリム　ウッディータイプ（自動水栓） ¥109,500 ¥112,000 298

GL-C36TH12B 埋込手洗キャビネットスリム　ウッディータイプ（ハンドル水栓） ¥88,500 ¥91,000 298

GL-C36TH15B 埋込手洗キャビネットスリム　ウッディータイプ（ハンドル水栓） ¥93,500 ¥96,000 298

GL-C36TW12B 埋込手洗キャビネットスリム　ウッディータイプ（温水自動水栓） ¥154,500 ¥157,000 298

GL-C36TW15B 埋込手洗キャビネットスリム　ウッディータイプ（温水自動水栓） ¥159,500 ¥162,000 298

GL-C65CAE/PCW 手洗器付埋込収納棚（自動水栓付） ¥81,500 ¥84,000 302

GL-C65CANE/PCW 手洗器付埋込収納棚 ¥83,500 ¥86,000 302

GL-C65CHE/PCW 手洗器付埋込収納棚 ¥65,500 ¥68,000 302

GL-C65CWE/PCW 手洗器付埋込収納棚（温水自動水栓付） ¥131,500 ¥134,000 302

GL-C65CWNE/PCW 手洗器付埋込収納棚（温水自動水栓付）（寒冷地用） ¥133,500 ¥136,000 302

GL-C65FA12E/PCW 手洗器付埋込収納棚（ほのかライト付・手すりカウンター付・自動水栓付） ¥120,000 ¥122,500 302
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GL-C65FA15E/PCW 手洗器付埋込収納棚（ほのかライト付・手すりカウンター付・自動水栓付） ¥125,000 ¥127,500 302

GL-C65FAN12E/PCW 手洗器付埋込収納棚（ほのかライト付・手すりカウンター付・自動水栓付・寒冷 ¥122,000 ¥124,500 302

GL-C65FAN15E/PCW 手洗器付埋込収納棚（ほのかライト付・手すりカウンター付・自動水栓付・寒冷 ¥127,000 ¥129,500 302

GL-C65FW12E/PCW 手洗器付埋込収納棚（ほのかライト付・手すりカウンター付・温水自動水栓付） ¥170,000 ¥172,500 302

GL-C65FW15E/PCW 手洗器付埋込収納棚（ほのかライト付・手すりカウンター付・温水自動水栓付） ¥175,000 ¥177,500 302

GL-C65FWN12E/PCW 手洗器付埋込収納棚（ほのかライト付・手すりカウンター付・温水自動水栓付・ ¥172,000 ¥174,500 302

GL-C65FWN15E/PCW 手洗器付埋込収納棚（ほのかライト付・手すりカウンター付・温水自動水栓付・ ¥177,000 ¥179,500 302

GL-C65KA12E/PCW 手洗器付埋込収納棚（カウンター付・自動水栓付） ¥100,500 ¥103,000 302

GL-C65KA15E/PCW 手洗器付埋込収納棚（カウンター付・自動水栓付） ¥105,500 ¥108,000 302

GL-C65KAN12E/PCW 手洗器付埋込収納棚 ¥102,500 ¥105,000 302

GL-C65KAN15E/PCW 手洗器付埋込収納棚 ¥107,500 ¥110,000 302

GL-C65KH12E/PCW 手洗器付埋込収納棚（カウンター付） ¥84,500 ¥87,000 302

GL-C65KH15E/PCW 手洗器付埋込収納棚（カウンター付） ¥89,500 ¥92,000 302

GL-C65KW12E/PCW 手洗器付埋込収納棚（カウンター付・温水自動水栓付） ¥150,500 ¥153,000 302

GL-C65KW15E/PCW 手洗器付埋込収納棚（カウンター付・温水自動水栓付） ¥155,500 ¥158,000 302

GL-C65KWN12E/PCW 手洗器付埋込収納棚（カウンター付・温水自動水栓付）（寒冷地用） ¥152,500 ¥155,000 302

GL-C65KWN15E/PCW 手洗器付埋込収納棚（カウンター付・温水自動水栓付）（寒冷地用） ¥157,500 ¥160,000 302

GL-C65TA12E/PCW 手洗器付埋込収納棚（カウンター付・自動水栓付） ¥104,000 ¥106,500 302

GL-C65TA15E/PCW 手洗器付埋込収納棚（カウンター付・自動水栓付） ¥109,000 ¥111,500 302

GL-C65TAN12E/PCW 手洗器付埋込収納棚 ¥106,000 ¥108,500 302

GL-C65TAN15E/PCW 手洗器付埋込収納棚 ¥111,000 ¥113,500 302

GL-C65TH12E/PCW 手洗器付埋込収納棚（カウンター付） ¥88,000 ¥90,500 302

GL-C65TH15E/PCW 手洗器付埋込収納棚（カウンター付） ¥93,000 ¥95,500 302

GL-C65TW12E/PCW 手洗器付埋込収納棚（手すりカウンター付・温水自動水栓付） ¥154,000 ¥156,500 302

GL-C65TW15E/PCW 手洗器付埋込収納棚（手すりカウンター付・温水自動水栓付） ¥159,000 ¥161,500 302

GL-C65TWN12E/PCW 手洗器付埋込収納棚（手すりカウンター付・温水自動水栓付）（寒冷地用） ¥156,000 ¥158,500 302

GL-C65TWN15E/PCW 手洗器付埋込収納棚（手すりカウンター付・温水自動水栓付）（寒冷地用） ¥161,000 ¥163,500 302

L-B17B2AL150E/QWW,ARW,AZW アクアフィット（自動水栓） ¥129,000 ¥131,000 310

L-B17B2AL150E/P1W,KAW アクアフィット（自動水栓） ¥119,000 ¥121,000 310

L-B17B2AR150E/QWW,ARW,AZW アクアフィット（自動水栓） ¥129,000 ¥131,000 310

L-B17B2AR150E/P1W,KAW アクアフィット（自動水栓） ¥119,000 ¥121,000 310

L-B17BNAL150E/QWW,ARW,AZW アクアフィット（自動水栓） ¥125,500 ¥127,500 310

L-B17BNAL150E/P1W,KAW アクアフィット（自動水栓） ¥115,500 ¥117,500 310

L-B17BNAR150E/QWW,ARW,AZW アクアフィット（自動水栓） ¥125,500 ¥127,500 310

L-B17BNAR150E/P1W,KAW アクアフィット（自動水栓） ¥115,500 ¥117,500 310

L-B17B2AL120E/QWW,ARW,AZW アクアフィット（自動水栓） ¥120,000 ¥122,000 310
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L-B17B2AL120E/P1W,KAW アクアフィット（自動水栓） ¥110,000 ¥112,000 310

L-B17B2AR120E/QWW,ARW,AZW アクアフィット（自動水栓） ¥120,000 ¥122,000 310

L-B17B2AR120E/P1W,KAW アクアフィット（自動水栓） ¥110,000 ¥112,000 310

L-B17BNAL120E/QWW,ARW,AZW アクアフィット（自動水栓） ¥116,500 ¥118,500 310

L-B17BNAL120E/P1W,KAW アクアフィット（自動水栓） ¥106,500 ¥108,500 310

L-B17BNAR120E/QWW,ARW,AZW アクアフィット（自動水栓） ¥116,500 ¥118,500 310

L-B17BNAR120E/P1W,KAW アクアフィット（自動水栓） ¥106,500 ¥108,500 310

L-B17B2HL150E/QWW,ARW,AZW アクアフィット（ハンドル水栓） ¥105,000 ¥109,000 310

L-B17B2HL150E/P1W,KAW アクアフィット（ハンドル水栓） ¥95,000 ¥99,000 310

L-B17B2HR150E/QWW,ARW,AZW アクアフィット（ハンドル水栓） ¥105,000 ¥109,000 310

L-B17B2HR150E/P1W,KAW アクアフィット（ハンドル水栓） ¥95,000 ¥99,000 310

L-B17BNHL150E/QWW,ARW,AZW アクアフィット（ハンドル水栓） ¥101,500 ¥105,500 310

L-B17BNHL150E/P1W,KAW アクアフィット（ハンドル水栓） ¥91,500 ¥95,500 310

L-B17BNHR150E/QWW,ARW,AZW アクアフィット（ハンドル水栓） ¥101,500 ¥105,500 310

L-B17BNHR150E/P1W,KAW アクアフィット（ハンドル水栓） ¥91,500 ¥95,500 310

L-B17B2HL120E/QWW,ARW,AZW アクアフィット（ハンドル水栓） ¥96,000 ¥100,000 310

L-B17B2HL120E/P1W,KAW アクアフィット（ハンドル水栓） ¥86,000 ¥90,000 310

L-B17B2HR120E/QWW,ARW,AZW アクアフィット（ハンドル水栓） ¥96,000 ¥100,000 310

L-B17B2HR120E/P1W,KAW アクアフィット（ハンドル水栓） ¥86,000 ¥90,000 310

L-B17BNHL120E/QWW,ARW,AZW アクアフィット（ハンドル水栓） ¥92,500 ¥96,500 310

L-B17BNHL120E/P1W,KAW アクアフィット（ハンドル水栓） ¥82,500 ¥86,500 310

L-B17BNHR120E/QWW,ARW,AZW アクアフィット（ハンドル水栓） ¥92,500 ¥96,500 310

L-B17BNHR120E/P1W,KAW アクアフィット（ハンドル水栓） ¥82,500 ¥86,500 310

L-B17P2AL150E/QWW,ARW,AZW アクアフィット（自動水栓） ¥187,000 ¥190,500 310

L-B17P2AL150E/P1W,KAW アクアフィット（自動水栓） ¥172,000 ¥175,500 310

L-B17P2AR150E/QWW,ARW,AZW アクアフィット（自動水栓） ¥187,000 ¥190,500 310

L-B17P2AR150E/P1W,KAW アクアフィット（自動水栓） ¥172,000 ¥175,500 310

L-B17P2AL120E/QWW,ARW,AZW アクアフィット（自動水栓） ¥178,000 ¥181,500 310

L-B17P2AL120E/P1W,KAW アクアフィット（自動水栓） ¥163,000 ¥166,500 310

L-B17P2AR120E/QWW,ARW,AZW アクアフィット（自動水栓） ¥178,000 ¥181,500 310

L-B17P2AR120E/P1W,KAW アクアフィット（自動水栓） ¥163,000 ¥166,500 310

L-B17P2HL150E/QWW,ARW,AZW アクアフィット（ハンドル水栓） ¥163,000 ¥168,500 310

L-B17P2HL150E/P1W,KAW アクアフィット（ハンドル水栓） ¥148,000 ¥153,500 310

L-B17P2HR150E/QWW,ARW,AZW アクアフィット（ハンドル水栓） ¥163,000 ¥168,500 310

L-B17P2HR150E/P1W,KAW アクアフィット（ハンドル水栓） ¥148,000 ¥153,500 310

L-B17P2HL120E/QWW,ARW,AZW アクアフィット（ハンドル水栓） ¥154,000 ¥159,500 310
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L-B17P2HL120E/P1W,KAW アクアフィット（ハンドル水栓） ¥139,000 ¥144,500 310

L-B17P2HR120E/QWW,ARW,AZW アクアフィット（ハンドル水栓） ¥154,000 ¥159,500 310

L-B17P2HR120E/P1W,KAW アクアフィット（ハンドル水栓） ¥139,000 ¥144,500 310

L-B17W2AC167E/ARW,AZW アクアフィット（自動水栓） ¥150,000 ¥152,000 310

L-B17W2AC167E/KAW アクアフィット（自動水栓） ¥140,000 ¥142,000 310

L-B17W2HC167E/ARW,AZW アクアフィット（ハンドル水栓） ¥126,000 ¥130,000 310

L-B17W2HC167E/KAW アクアフィット（ハンドル水栓） ¥116,000 ¥120,000 310

L-B17WNAC75E/ARW,AZW アクアフィット（自動水栓） ¥138,000 ¥140,000 310

L-B17WNAC75E/KAW アクアフィット（自動水栓） ¥128,000 ¥130,000 310

L-B17WNHC75E/ARW,AZW アクアフィット（ハンドル水栓） ¥114,000 ¥118,000 310

L-B17WNHC75E/KAW アクアフィット（ハンドル水栓） ¥104,000 ¥108,000 310

GL-C68CALA コーナー手洗キャビネット（自動水栓付） ¥104,000 ¥107,000 314

GL-C68CALB コーナー手洗キャビネット（自動水栓付） ¥104,000 ¥107,000 314

GL-C68CANLA コーナー手洗キャビネット（自動水栓付）（寒冷地用） ¥106,000 ¥109,000 314

GL-C68CANLB コーナー手洗キャビネット（自動水栓付）（寒冷地用） ¥106,000 ¥109,000 314

GL-C68CANRA コーナー手洗キャビネット（自動水栓付）（寒冷地用） ¥106,000 ¥109,000 314

GL-C68CANRB コーナー手洗キャビネット（自動水栓付）（寒冷地用） ¥106,000 ¥109,000 314

GL-C68CARA コーナー手洗キャビネット（自動水栓付） ¥104,000 ¥107,000 314

GL-C68CARB コーナー手洗キャビネット（自動水栓付） ¥104,000 ¥107,000 314

GL-C68CHLA コーナー手洗キャビネット ¥88,000 ¥91,000 314

GL-C68CHLB コーナー手洗キャビネット ¥88,000 ¥91,000 314

GL-C68CHRA コーナー手洗キャビネット ¥88,000 ¥91,000 314

GL-C68CHRB コーナー手洗キャビネット ¥88,000 ¥91,000 314

GL-C68CWLA コーナー手洗キャビネット（温水自動水栓付） ¥154,000 ¥157,000 314

GL-C68CWLB コーナー手洗キャビネット（温水自動水栓付） ¥154,000 ¥157,000 314

GL-C68CWNLA コーナー手洗キャビネット（温水自動水栓付）（寒冷地用） ¥156,000 ¥159,000 314

GL-C68CWNLB コーナー手洗キャビネット（温水自動水栓付）（寒冷地用） ¥156,000 ¥159,000 314

GL-C68CWNRA コーナー手洗キャビネット（温水自動水栓付）（寒冷地用） ¥156,000 ¥159,000 314

GL-C68CWNRB コーナー手洗キャビネット（温水自動水栓付）（寒冷地用） ¥156,000 ¥159,000 314

GL-C68CWRA コーナー手洗キャビネット（温水自動水栓付） ¥154,000 ¥157,000 314

GL-C68CWRB コーナー手洗キャビネット（温水自動水栓付） ¥154,000 ¥157,000 314

GL-C68EAB 化粧棚付コーナー手洗器（自動水栓付） ¥101,000 ¥104,000 315

GL-C68EANB 化粧棚付コーナー手洗器（自動水栓付）（寒冷地用） ¥103,000 ¥106,000 315

GL-C68EHB 化粧棚付コーナー手洗器 ¥85,000 ¥88,000 315

GL-DA66CAE 手洗キャビネットスリム／ＤＡ６６タイプ（ほのかライト付・キャビネット付・自動水 ¥72,000 ¥74,000 316

GL-DA66CHE 手洗キャビネットスリム／ＤＡ６６タイプ（キャビネット付・ハンドル水栓付） ¥56,000 ¥58,000 316
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GL-DA66KA12E 手洗キャビネットスリム／ＤＡ６６タイプ（ほのかライト付・カウンター付・自動水栓 ¥91,000 ¥93,000 316

GL-DA66KA15E 手洗キャビネットスリム／ＤＡ６６タイプ（ほのかライト付・カウンター付・自動水栓 ¥96,000 ¥98,000 316

GL-DA66KH12E 手洗キャビネットスリム／ＤＡ６６タイプ（カウンター付・ハンドル水栓付） ¥75,000 ¥77,000 316

GL-DA66KH15E 手洗キャビネットスリム／ＤＡ６６タイプ（カウンター付・ハンドル水栓付） ¥80,000 ¥82,000 316

SUC-P261D-1 カウンター手すり ¥9,000 ¥9,300 316

SUC-P282 化粧鏡 ¥16,000 ¥16,800 316

GL-C64CHB コンパクト手洗キャビネット（プロガード仕様） ¥54,400 ¥56,000 317

L-C64CHB コンパクト手洗キャビネット ¥51,300 ¥52,900 317

AWL-33(B) 狭小手洗器（ボトルトラップ） ¥62,700 ¥64,600 318

AWL-33(P) 狭小手洗器（Ｐトラップ） ¥35,300 ¥36,400 318

AWL-33(P)-S 狭小手洗器（Ｐトラップ） ¥37,350 ¥38,500 318

AWL-33(S) 狭小手洗器（Ｓトラップ） ¥37,300 ¥38,400 318

AWL-33(S)-S 狭小手洗器（Ｓトラップ） ¥39,350 ¥40,500 318

GAWL-33(B) 狭小手洗器（ボトルトラップ） ¥65,700 ¥67,600 318

GAWL-33(P) 狭小手洗器（Ｐトラップ） ¥38,300 ¥39,400 318

GAWL-33(P)-S 狭小手洗器（Ｐトラップ） ¥40,350 ¥41,500 318

GAWL-33(S) 狭小手洗器（Ｓトラップ） ¥40,300 ¥41,400 318

GAWL-33(S)-S 狭小手洗器（Ｓトラップ） ¥42,350 ¥43,500 318

GL-C33DHB 狭小手洗器（トラップカバータイプ） ¥55,900 ¥57,400 319

GL-C33DHC 狭小手洗器（トラップカバータイプ） ¥51,300 ¥52,800 319

GL-DA33BHL12C 狭小手洗器（足下すっきりカウンター） ¥74,000 ¥76,000 319

GL-DA33BHL15C 狭小手洗器（足下すっきりカウンター） ¥79,000 ¥81,000 319

GL-DA33BHR12C 狭小手洗器（足下すっきりカウンター） ¥74,000 ¥76,000 319

GL-DA33BHR15C 狭小手洗器（足下すっきりカウンター） ¥79,000 ¥81,000 319

GL-A74P1A 壁付手洗器（セルフストップ水栓タイプ）（水石けん入れ付） ¥70,200 ¥72,200 320

GL-A74P1B 壁付手洗器（セルフストップ水栓タイプ）（水石けん入れ付） ¥72,100 ¥74,200 320

GL-A74P1C 壁付手洗器（セルフストップ水栓タイプ）（水石けん入れ付） ¥68,300 ¥70,300 320

GL-A74P1D 壁付手洗器（セルフストップ水栓タイプ）（水石けん入れ付） ¥70,200 ¥72,200 320

GL-A74PA 壁付手洗器（セルフストップ水栓タイプ） ¥51,200 ¥52,600 320

GL-A74PB 壁付手洗器（セルフストップ水栓タイプ） ¥53,100 ¥54,600 320

GL-A74PC 壁付手洗器（セルフストップ水栓タイプ） ¥49,300 ¥50,700 320

GL-A74PD 壁付手洗器（セルフストップ水栓タイプ） ¥51,200 ¥52,600 320

GL-A74W1A 壁付手洗器（１００Ｖタイプ）（水石けん入れ付） ¥157,000 ¥161,600 320

GL-A74W1B 壁付手洗器（１００Ｖタイプ）（水石けん入れ付） ¥162,000 ¥166,800 320

GL-A74W1C 壁付手洗器（１００Ｖタイプ）（水石けん入れ付） ¥155,100 ¥159,700 320

GL-A74W1D 壁付手洗器（１００Ｖタイプ）（水石けん入れ付） ¥160,100 ¥164,800 320

15 / 19 ページ



【トイレ手洗】 （2008/1/25現在）

品番 品名

2008年3月31日
までのメーカー
希望小売価格

2008年4月1日
からのメーカー
希望小売価格

総合ｶﾀﾛｸﾞ
掲載ﾍﾟｰｼﾞ

GL-A74WA 壁付手洗器（１００Ｖタイプ） ¥138,000 ¥142,100 320

GL-A74WB 壁付手洗器（１００Ｖタイプ） ¥143,000 ¥147,200 320

GL-A74WC 壁付手洗器（１００Ｖタイプ） ¥136,100 ¥140,100 320

GL-A74WD 壁付手洗器（１００Ｖタイプ） ¥141,100 ¥145,200 320

L-A74P1A 壁付手洗器（セルフストップ水栓タイプ）（水石けん入れ付） ¥67,200 ¥69,200 320

L-A74P1B 壁付手洗器（セルフストップ水栓タイプ）（水石けん入れ付） ¥69,100 ¥71,200 320

L-A74P1C 壁付手洗器（セルフストップ水栓タイプ）（水石けん入れ付） ¥65,300 ¥67,300 320

L-A74P1D 壁付手洗器（セルフストップ水栓タイプ）（水石けん入れ付） ¥67,200 ¥69,200 320

L-A74PA 壁付手洗器（セルフストップ水栓タイプ） ¥48,200 ¥49,600 320

L-A74PB 壁付手洗器（セルフストップ水栓タイプ） ¥50,100 ¥51,600 320

L-A74PC 壁付手洗器（セルフストップ水栓タイプ） ¥46,300 ¥47,700 320

L-A74PD 壁付手洗器（セルフストップ水栓タイプ） ¥48,200 ¥49,600 320

L-A74W1A 壁付手洗器（１００Ｖタイプ）（水石けん入れ付） ¥154,000 ¥158,600 320

L-A74W1B 壁付手洗器（１００Ｖタイプ）（水石けん入れ付） ¥159,000 ¥163,800 320

L-A74W1C 壁付手洗器（１００Ｖタイプ）（水石けん入れ付） ¥152,100 ¥156,700 320

L-A74W1D 壁付手洗器（１００Ｖタイプ）（水石けん入れ付） ¥157,100 ¥161,800 320

L-A74WA 壁付手洗器（１００Ｖタイプ） ¥135,000 ¥139,100 320

L-A74WB 壁付手洗器（１００Ｖタイプ） ¥140,000 ¥144,200 320

L-A74WC 壁付手洗器（１００Ｖタイプ） ¥133,100 ¥137,100 320

L-A74WD 壁付手洗器（１００Ｖタイプ） ¥138,100 ¥142,200 320

AWL-71A(P) 壁付手洗器（レバー式） ¥41,000 ¥42,200 321

AWL-71A(P)-S 壁付手洗器（レバー式） ¥42,900 ¥44,200 321

AWL-71A(S) 壁付手洗器（レバー式） ¥43,700 ¥45,000 321

AWL-71A(S)-S 壁付手洗器（レバー式） ¥45,600 ¥47,000 321

AWL-71AM(P) 壁付手洗器 ¥94,600 ¥97,400 321

AWL-71AM(S) 壁付手洗器 ¥97,100 ¥100,000 321

AWL-71AP(P) 壁付手洗器（プッシュ式セルフストップ） ¥47,900 ¥49,300 321

AWL-71AP(P)-S 壁付手洗器（プッシュ式セルフストップ） ¥49,800 ¥51,300 321

AWL-71AP(S) 壁付手洗器（プッシュ式セルフストップ） ¥50,500 ¥52,000 321

AWL-71AP(S)-S 壁付手洗器（プッシュ式セルフストップ） ¥52,400 ¥54,000 321

GAWL-71A(P) 壁付手洗器（レバー式） ¥44,000 ¥45,200 321

GAWL-71A(P)-S 壁付手洗器（レバー式） ¥45,900 ¥47,200 321

GAWL-71A(S) 壁付手洗器（レバー式） ¥46,700 ¥48,000 321

GAWL-71A(S)-S 壁付手洗器（レバー式） ¥48,600 ¥50,000 321

GAWL-71AM(P) 壁付手洗器 ¥97,000 ¥100,400 321

GAWL-71AM(S) 壁付手洗器 ¥99,700 ¥103,000 321
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GAWL-71AP(P) 壁付手洗器（プッシュ式セルフストップ） ¥50,900 ¥52,300 321

GAWL-71AP(P)-S 壁付手洗器（プッシュ式セルフストップ） ¥52,800 ¥54,300 321

GAWL-71AP(S) 壁付手洗器（プッシュ式セルフストップ） ¥53,500 ¥55,000 321

GAWL-71AP(S)-S 壁付手洗器（プッシュ式セルフストップ） ¥55,400 ¥57,000 321

GL-A74A1A 壁付手洗器（１００Ｖタイプ）（水石けん入れ付） ¥102,000 ¥105,000 321

GL-A74A1B 壁付手洗器（１００Ｖタイプ）（水石けん入れ付） ¥107,000 ¥110,100 321

GL-A74A1C 壁付手洗器（１００Ｖタイプ）（水石けん入れ付） ¥100,100 ¥103,000 321

GL-A74A1D 壁付手洗器（１００Ｖタイプ）（水石けん入れ付） ¥105,100 ¥108,200 321

GL-A74AA 壁付手洗器（１００Ｖタイプ） ¥83,000 ¥85,400 321

GL-A74AB 壁付手洗器（１００Ｖタイプ） ¥88,000 ¥90,600 321

GL-A74AC 壁付手洗器（１００Ｖタイプ） ¥81,100 ¥83,400 321

GL-A74AD 壁付手洗器（１００Ｖタイプ） ¥86,100 ¥88,600 321

GL-A74H1A 壁付手洗器（ハンドル水栓タイプ）（水石けん入れ付） ¥62,900 ¥64,700 321

GL-A74H1B 壁付手洗器（ハンドル水栓タイプ）（水石けん入れ付） ¥64,800 ¥66,700 321

GL-A74H1C 壁付手洗器（ハンドル水栓タイプ）（水石けん入れ付） ¥61,000 ¥62,700 321

GL-A74H1D 壁付手洗器（ハンドル水栓タイプ）（水石けん入れ付） ¥62,900 ¥64,700 321

GL-A74HA 壁付手洗器（ハンドル水栓タイプ） ¥43,900 ¥45,100 321

GL-A74HB 壁付手洗器（ハンドル水栓タイプ） ¥45,800 ¥47,100 321

GL-A74HC 壁付手洗器（ハンドル水栓タイプ） ¥42,000 ¥43,200 321

GL-A74HD 壁付手洗器（ハンドル水栓タイプ） ¥43,900 ¥45,100 321

GL-A74M1A 壁付手洗器（アクエナジータイプ）（水石けん入れ付） ¥111,900 ¥115,200 321

GL-A74M1B 壁付手洗器（アクエナジータイプ）（水石けん入れ付） ¥116,900 ¥120,300 321

GL-A74M1C 壁付手洗器（アクエナジータイプ）（水石けん入れ付） ¥110,000 ¥113,200 321

GL-A74M1D 壁付手洗器（アクエナジータイプ）（水石けん入れ付） ¥115,000 ¥118,400 321

GL-A74MA 壁付手洗器（アクエナジータイプ） ¥92,900 ¥95,600 321

GL-A74MB 壁付手洗器（アクエナジータイプ） ¥97,900 ¥100,700 321

GL-A74MC 壁付手洗器（アクエナジータイプ） ¥91,000 ¥93,600 321

GL-A74MD 壁付手洗器（アクエナジータイプ） ¥96,000 ¥98,800 321

L-A74A1A 壁付手洗器（１００Ｖタイプ）（水石けん入れ付） ¥99,000 ¥102,000 321

L-A74A1B 壁付手洗器（１００Ｖタイプ）（水石けん入れ付） ¥104,000 ¥107,100 321

L-A74A1C 壁付手洗器（１００Ｖタイプ）（水石けん入れ付） ¥97,100 ¥100,000 321

L-A74A1D 壁付手洗器（１００Ｖタイプ）（水石けん入れ付） ¥102,100 ¥105,200 321

L-A74AA 壁付手洗器（１００Ｖタイプ） ¥80,000 ¥82,400 321

L-A74AB 壁付手洗器（１００Ｖタイプ） ¥85,000 ¥87,600 321

L-A74AC 壁付手洗器（１００Ｖタイプ） ¥78,100 ¥80,400 321

L-A74AD 壁付手洗器（１００Ｖタイプ） ¥83,100 ¥85,600 321
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L-A74H1A 壁付手洗器（ハンドル水栓タイプ）（水石けん入れ付） ¥59,900 ¥61,700 321

L-A74H1B 壁付手洗器（ハンドル水栓タイプ）（水石けん入れ付） ¥61,800 ¥63,700 321

L-A74H1C 壁付手洗器（ハンドル水栓タイプ）（水石けん入れ付） ¥58,000 ¥59,700 321

L-A74H1D 壁付手洗器（ハンドル水栓タイプ）（水石けん入れ付） ¥59,900 ¥61,700 321

L-A74HA 壁付手洗器（ハンドル水栓タイプ） ¥40,900 ¥42,100 321

L-A74HB 壁付手洗器（ハンドル水栓タイプ） ¥42,800 ¥44,100 321

L-A74HC 壁付手洗器（ハンドル水栓タイプ） ¥39,000 ¥40,200 321

L-A74HD 壁付手洗器（ハンドル水栓タイプ） ¥40,900 ¥42,100 321

L-A74M1A 壁付手洗器（アクエナジータイプ）（水石けん入れ付） ¥108,900 ¥112,200 321

L-A74M1B 壁付手洗器（アクエナジータイプ）（水石けん入れ付） ¥113,900 ¥117,300 321

L-A74M1C 壁付手洗器（アクエナジータイプ）（水石けん入れ付） ¥107,000 ¥110,200 321

L-A74M1D 壁付手洗器（アクエナジータイプ）（水石けん入れ付） ¥112,000 ¥115,400 321

L-A74MA 壁付手洗器（アクエナジータイプ） ¥89,900 ¥92,600 321

L-A74MB 壁付手洗器（アクエナジータイプ） ¥94,900 ¥97,700 321

L-A74MC 壁付手洗器（アクエナジータイプ） ¥88,000 ¥90,600 321

L-A74MD 壁付手洗器（アクエナジータイプ） ¥93,000 ¥95,800 321

GL-15G 平付大形手洗器 ¥9,200 ¥10,200 322

GL-62ANC はめ込前丸形手洗器(オーバーカウンター式) ¥15,100 ¥16,100 322

GL-62FC はめ込前丸形手洗器(オーバーカウンター式) ¥15,100 ¥16,100 322

GL-92 すみ付小形手洗器 ¥6,300 ¥7,300 322

L-15G 平付大形手洗器 ¥6,200 ¥7,200 322

L-62ANC はめ込前丸形手洗器(オーバーカウンター式) ¥12,100 ¥13,100 322

L-62FC はめ込前丸形手洗器(オーバーカウンター式) ¥12,100 ¥13,100 322

L-92 すみ付小形手洗器 ¥3,300 ¥4,300 322

KF-1 取付金具 ¥200 ¥220 323

KF-30DN 排水トラップ ¥550 ¥600 323

LF-1 金属製ハンドル立水栓（水用） ¥2,700 ¥2,950 323

LF-10PA ゴム栓式排水Ｐトラップ ¥4,000 ¥4,600 323

LF-10SA ゴム栓式排水Ｓトラップ ¥6,000 ¥6,900 323

LF-1-U 金属製ハンドル立水栓（固定コマ式・水用） ¥2,700 ¥2,950 323

LF-3 アングル形止水栓（サプライ管付） ¥3,200 ¥3,350 323

LF-3(25) アングル形止水栓（サプライ管付） ¥3,650 ¥3,850 323

LF-30PA アフレ無排水Ｐトラップ ¥3,700 ¥4,250 323

LF-30SA アフレ無排水Ｓトラップ ¥5,800 ¥6,650 323

LF-3K アングル形止水栓 ¥2,600 ¥2,750 323

LF-47 シングルレバー単水栓 ¥21,000 ¥23,100 323
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LF-503 立水栓 ¥14,400 ¥15,800 323

LF-8 横形手洗衛生水栓 ¥2,150 ¥2,350 323

LF-80 横形手洗衛生フラッシュ弁 ¥3,950 ¥4,350 323

LF-80B 立形手洗衛生フラッシュ弁 ¥6,200 ¥6,800 323

LF-8B 立形手洗衛生水栓 ¥4,200 ¥4,600 323

LF-A340SXC シングルレバー混合水栓 ¥40,800 ¥42,800 323

LF-A340SXCN シングルレバー混合水栓（寒冷地用） ¥40,800 ¥42,800 323

LF-E01 立水栓 ¥7,550 ¥8,300 323

LF-E02 シングルレバー単水栓 ¥24,000 ¥26,400 323

LF-E02/SE シングルレバー単水栓 ¥30,000 ¥33,000 323

LF-E02N シングルレバー単水栓（寒冷地用） ¥24,000 ¥26,400 323

LF-E02N/SE シングルレバー単水栓（寒冷地用） ¥30,000 ¥33,000 323

LF-E340SC シングルレバー混合水栓 ¥42,000 ¥44,100 323

LF-E340SCN シングルレバー混合水栓（寒冷地用） ¥42,000 ¥44,100 323

LF-J340SC シングルレバー混合水栓 ¥42,000 ¥44,100 323

LF-J340SCN シングルレバー混合水栓（寒冷地用） ¥42,000 ¥44,100 323

SF-5E(AY) 取付金具 ¥900 ¥1,050 323
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