
商品別価格改定一覧表　正誤表 （2007/12/25現在）

【トイレ】

品番 品名
2008年3月31日
までのメーカー
希望小売価格

総合カタログ
掲載ページ

GBC-130SU アメージュＧ便器　　　　　　　　　　　　 ¥52,700 ¥103,000 ⇒ ¥54,700 115

GHBC-130SU アメージュＧ便器　　　　　　　　　　　　 ¥64,700 ¥61,000 ⇒ ¥66,700 115

【アクセサリー】

品番 品名
2008年3月31日
までのメーカー
希望小売価格

総合カタログ
掲載ページ

CF-108B 握りバー ¥3,700 ¥3,700 ⇒ ¥4,050 661

CF-108B(300) 握りバー ¥3,400 ¥3,400 ⇒ ¥3,750 661

CF-109B 握りバー ¥7,400 ¥7,400 ⇒ ¥8,150 661

【ユーティリティー】

品番 品名
2008年3月31日
までのメーカー
希望小売価格

総合カタログ
掲載ページ

SF-21B S-21用洗濯板 ¥4,050 ¥4,050 ⇒ ¥4,650 668

SF-21M S-21用カッティングボード ¥3,150 ¥3,150 ⇒ ¥3,600 668

SF-21M(P) S-21用排水（Pトラップ）・固定金具一式 ¥14,700 ¥16,700 ⇒ ¥16,850 668

SF-21M(S) S-21用排水（Sトラップ）・固定金具一式 ¥16,700 ¥19,000 ⇒ ¥19,150 668

【水栓金具】

品番 品名
2008年3月31日
までのメーカー
希望小売価格

総合カタログ
掲載ページ

SF-1M 水栓取付脚（混合水栓用） ¥3,500 ¥3,500 ⇒ ¥3,850 963

SF-1MA 水栓取付脚（横水栓用） ¥3,500 ¥3,500 ⇒ ¥3,850 963
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商品別価格改定一覧表　正誤表 （2007/12/25現在）

【各種施設用】

品番 品名
2008年3月31日
までのメーカー
希望小売価格

総合カタログ
掲載ページ

LF-52T 医科用手洗金具一式　　　　　　　 ¥68,200 ¥68,200 ⇒ ¥78,400 997

SF-233L S-233用リムカバー　　　　　　　 ¥3,900 ¥3,900 ⇒ ¥4,500 1000

SF-47K(HP) 新型洗髪器用シャワー水栓 　　　　　　　　 ¥143,750 ¥147,550 ⇒ ¥147,950 1002

LF-615KS ブラケット（2本組み）　　　　　 ¥3,700 ¥3,700 ⇒ ¥4,250 1004

SF-18A 排水口　　　　　　　　 ¥2,900 ¥2,900 ⇒ ¥3,350 1004

SF-18C 取付ボルト(3本組） ¥1,900 ¥1,900 ⇒ ¥2,200 1004

SF-20G 掃除流し用鎖付ゴム栓（木ネジ付） ¥2,000 ¥2,000 ⇒ ¥2,300 1004

SF-20SFWP 掃除流し用排水S・Pトラップ用フランジ ¥5,300 ¥5,300 ⇒ ¥6,100 1004

SF-233BW S-233用フランジ　　　　　　　 ¥2,800 ¥2,800 ⇒ ¥3,200 1004

SF-233BWP S-233用床フランジ　　　　　　　 ¥2,800 ¥2,800 ⇒ ¥3,200 1004

AY-1(1P) AYボルト ¥150 ¥150 ⇒ ¥170 1005

AY-13 AYボルト ¥250 ¥250 ⇒ ¥300 1005

AY-2(1P) AYボルト ¥250 ¥250 ⇒ ¥300 1005

AY-21(1P) AYボルト ¥150 ¥150 ⇒ ¥170 1005

AY-22 AYボルト ¥250 ¥250 ⇒ ¥300 1005

AY-22W AYボルト ¥300 ¥300 ⇒ ¥350 1005

AY-23 AYボルト ¥250 ¥250 ⇒ ¥300 1005

AY-24(1P) AYボルト ¥250 ¥250 ⇒ ¥300 1005

AY-3(1P) AYボルト ¥250 ¥250 ⇒ ¥300 1005

AY-34(1P) AYボルト ¥250 ¥250 ⇒ ¥300 1005

AY-34W AYボルト ¥300 ¥300 ⇒ ¥350 1005

AY-34WY AYボルト ¥1,000 ¥1,000 ⇒ ¥1,100 1005

AY-4(1P) AYボルト ¥250 ¥250 ⇒ ¥300 1005

AY-44 AYボルト ¥300 ¥300 ⇒ ¥350 1005

AY-46 AYボルト ¥900 ¥900 ⇒ ¥1,000 1005

AY-55DN AYボルト ¥1,000 ¥1,000 ⇒ ¥1,100 1005

AY-55TN AYボルト ¥450 ¥450 ⇒ ¥500 1005

AY-68 AYボルト ¥1,500 ¥1,500 ⇒ ¥1,650 1005

AY-84 AYボルト ¥250 ¥250 ⇒ ¥300 1005

KF-2 キャップ付木ネジ ¥200 ¥200 ⇒ ¥220 1005

KF-40 取付木ネジ ¥200 ¥200 ⇒ ¥220 1005

KF-6(1P) 陶器H-6用木ネジ ¥100 ¥100 ⇒ ¥110 1005
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メーカー希望小売価格
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