
【アクセサリー】 （2007/12/25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

KF-3010AS スリムミラー（防錆） ¥17,900 ¥18,800 636

KF-3545AB 化粧棚付防錆化粧鏡（矩形） ¥15,800 ¥16,600 636

KF-3550ABR 化粧棚付防錆化粧鏡（上部アーチ形） ¥18,900 ¥19,800 636

KF-4014AT 木枠付鏡 ¥51,500 ¥54,100 636

KF-5050AD デザインミラー（防錆） ¥30,500 ¥32,000 636

KF-5064AD デザインミラー（防錆） ¥31,500 ¥33,100 636

NKF-4941C カラーミラー（防錆） ¥13,900 ¥14,600 636

NKF-4941M カラーミラー（防錆） ¥16,800 ¥17,600 636

NKF-6145C カラーミラー（防錆） ¥21,000 ¥22,100 636

NKF-6145M カラーミラー（防錆） ¥23,100 ¥24,300 636

NKF-7070M カラーミラー（防錆） ¥41,000 ¥43,100 636

KF-3035 化粧鏡 ¥3,200 ¥3,400 637

KF-3035A 防錆化粧鏡 ¥3,700 ¥3,900 637

KF-3040 化粧鏡 ¥3,400 ¥3,600 637

KF-3040A 防錆化粧鏡 ¥4,000 ¥4,200 637

KF-3045 化粧鏡 ¥3,600 ¥3,800 637

KF-3045A 防錆化粧鏡 ¥4,400 ¥4,600 637

KF-3045AP 防錆化粧鏡（アクセントタイプ） ¥5,500 ¥5,800 637

KF-3545 化粧鏡 ¥5,300 ¥5,600 637

KF-3545A 防錆化粧鏡 ¥6,100 ¥6,400 637

KF-3545AP 防錆化粧鏡（アクセントタイプ） ¥7,000 ¥7,400 637

KF-3545AT 木製バー付化粧鏡（バータイプ） ¥12,900 ¥13,500 637

KF-3550AR 防錆化粧鏡（上部アーチ形） ¥12,600 ¥13,200 637

KF-4060 化粧鏡 ¥6,700 ¥7,000 637

KF-4060A 防錆化粧鏡 ¥8,400 ¥8,800 637

KF-4510A 防錆化粧鏡 ¥20,000 ¥21,000 637

KF-4560 化粧鏡 ¥7,600 ¥8,000 637

KF-4560A 防錆化粧鏡 ¥9,600 ¥10,100 637

KF-4560AP 防錆化粧鏡（アクセントタイプ） ¥10,500 ¥11,000 637

KF-4560AT 木製バー付化粧鏡（バータイプ） ¥18,600 ¥19,500 637

KF-500AC 防錆化粧鏡楕（丸形） ¥21,000 ¥22,100 637

KF-5070AC 防錆化粧鏡楕（だ円形） ¥22,100 ¥23,200 637

KF-5075 化粧鏡 ¥13,900 ¥14,600 637

KF-5075A 防錆化粧鏡 ¥18,000 ¥18,900 637

KF-6075 化粧鏡 ¥16,800 ¥17,600 637

KF-6090 化粧鏡 ¥19,800 ¥20,800 637

KF-6090A 防錆化粧鏡 ¥25,900 ¥27,200 637

TSF-502/GA ベンチチェスト ¥118,700 ¥118,000 648

SUA-CN101 コーナーウォールキャビネット ¥12,800 ¥13,200 651

KF-S10(600) 手すりＫＳタイプ　Ｉ型 ¥22,100 ¥23,200 658

KF-S10(800) 手すりＫＳタイプ　Ｉ型 ¥32,600 ¥34,200 658

KF-S20L(600) 手すりＫＳタイプ　Ｌ型（左仕様） ¥41,500 ¥43,600 658
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KF-S20R(600) 手すりＫＳタイプ　Ｌ型（右仕様） ¥41,500 ¥43,600 658

KF-M10 手すりＫＭタイプ　Ｉ型 ¥16,800 ¥17,600 659

KF-M10WL 手すりＫＭタイプ　紙巻器付（左仕様） ¥29,400 ¥30,900 659

KF-M10WR 手すりＫＭタイプ　紙巻器付（右仕様） ¥29,400 ¥30,900 659

KF-M20L 手すりＫＭタイプ　Ｌ型（左仕様） ¥34,700 ¥36,400 659

KF-M20R 手すりＫＭタイプ　Ｌ型（右仕様） ¥34,700 ¥36,400 659

NKF-411/TA 住宅用手すり　ウェーブシリーズ（樹脂タイプ） ¥30,900 ¥37,100 659

NKF-411S 住宅用手すり　ウェーブシリーズ（ステンレスタイプ） ¥55,600 ¥67,000 659

CF-108B 握りバー ¥3,700 ¥4,050 661

CF-108B(300) 握りバー ¥3,400 ¥3,750 661

CF-109B 握りバー ¥7,400 ¥8,150 661

KF-3545AE 盗難防止形防錆化粧鏡 ¥11,700 ¥12,300 662

KF-3545E 盗難防止形化粧鏡 ¥10,900 ¥11,400 662

KF-3545PE 盗難防止形ステンレス鏡 ¥39,900 ¥41,900 662

KF-4560AE 盗難防止形防錆化粧鏡 ¥15,200 ¥16,000 662

KF-4560E 盗難防止形化粧鏡 ¥13,900 ¥14,600 662

KF-4560PE 盗難防止形ステンレス鏡 ¥47,300 ¥49,700 662
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