
【水栓金具】 （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

BF-2146TKG サーモスタット付シャワーバス水栓 ¥64,200 ¥66,000 909

BF-2146TKL サーモスタット付シャワーバス水栓 ¥68,000 ¥69,800 909

BF-2146TKM サーモスタット付シャワーバス水栓 ¥79,000 ¥80,800 909

BF-2146TKNG サーモスタット付シャワーバス水栓（寒冷地用） ¥67,400 ¥69,300 909

BF-2146TKNL サーモスタット付シャワーバス水栓（寒冷地用） ¥71,200 ¥73,100 909

BF-2146TKNM サーモスタット付シャワーバス水栓（寒冷地用） ¥82,200 ¥84,100 909

BF-2146TKNW サーモスタット付シャワーバス水栓（寒冷地用） ¥73,200 ¥75,100 909

BF-2146TKW サーモスタット付シャワーバス水栓 ¥70,000 ¥71,800 909

BF-7146T サーモスタット付シャワーバス水栓 ¥48,000 ¥49,400 910

BF-7146TG サーモスタット付シャワーバス水栓 ¥52,200 ¥53,600 910

BF-7146TL サーモスタット付シャワーバス水栓 ¥56,000 ¥57,400 910

BF-7146TM サーモスタット付シャワーバス水栓 ¥67,000 ¥68,400 910

BF-7146TN サーモスタット付シャワーバス水栓（寒冷地用） ¥51,200 ¥52,700 910

BF-7146TNG サーモスタット付シャワーバス水栓（寒冷地用） ¥55,400 ¥56,900 910

BF-7146TNL サーモスタット付シャワーバス水栓（寒冷地用） ¥59,200 ¥60,700 910

BF-7146TNM サーモスタット付シャワーバス水栓（寒冷地用） ¥70,200 ¥71,700 910

BF-7146TNW サーモスタット付シャワーバス水栓（寒冷地用） ¥61,200 ¥62,700 910

BF-7146TW サーモスタット付シャワーバス水栓 ¥58,000 ¥59,400 910

BF-M146T サーモスタット付シャワーバス水栓 ¥35,300 ¥36,400 910

BF-M146TG サーモスタット付シャワーバス水栓 ¥39,500 ¥40,600 910

BF-M146TN サーモスタット付シャワーバス水栓（寒冷地用） ¥38,500 ¥39,700 910

BF-M146TNG サーモスタット付シャワーバス水栓（寒冷地用） ¥42,700 ¥43,900 910

BF-M146TNW サーモスタット付シャワーバス水栓（寒冷地用） ¥48,500 ¥49,700 910

BF-M146TW サーモスタット付シャワーバス水栓 ¥45,300 ¥46,400 910

BF-7140T 定量止水付サーモスタットシャワーバス水栓 ¥70,700 ¥72,800 911

BF-7140TN 定量止水付サーモスタットシャワーバス水栓（寒冷地用） ¥73,900 ¥76,100 911

BF-7145T サーモスタット付シャワーバス水栓 ¥48,000 ¥49,400 911

BF-7145T(250) サーモスタット付シャワーバス水栓 ¥50,400 ¥51,800 911

BF-7145TG サーモスタット付シャワーバス水栓 ¥52,200 ¥53,600 911

BF-7145TL サーモスタット付シャワーバス水栓 ¥56,000 ¥57,400 911

BF-7145TM サーモスタット付シャワーバス水栓 ¥67,000 ¥68,400 911

BF-7145TN サーモスタット付シャワーバス水栓（寒冷地用） ¥51,200 ¥52,700 911

BF-7145TN(250) サーモスタット付シャワーバス水栓（寒冷地用） ¥53,600 ¥55,100 911

BF-7145TNG サーモスタット付シャワーバス水栓（寒冷地用） ¥55,400 ¥56,900 911

BF-7145TNL サーモスタット付シャワーバス水栓（寒冷地用） ¥59,200 ¥60,700 911

BF-7145TNM サーモスタット付シャワーバス水栓（寒冷地用） ¥70,200 ¥71,700 911

BF-7145TNW サーモスタット付シャワーバス水栓（寒冷地用） ¥61,200 ¥62,700 911

BF-7145TW サーモスタット付シャワーバス水栓 ¥58,000 ¥59,400 911

BF-M140T 定量止水付サーモスタットシャワーバス水栓 ¥58,700 ¥60,500 911

BF-M140TN 定量止水付サーモスタットシャワーバス水栓（寒冷地用） ¥61,900 ¥63,800 911
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BF-M145T サーモスタット付シャワーバス水栓 ¥35,300 ¥36,400 911

BF-M145T(250) サーモスタット付シャワーバス水栓 ¥37,700 ¥38,800 911

BF-M145TG サーモスタット付シャワーバス水栓 ¥39,500 ¥40,600 911

BF-M145TN サーモスタット付シャワーバス水栓（寒冷地用） ¥38,500 ¥39,700 911

BF-M145TN(250) サーモスタット付シャワーバス水栓（寒冷地用） ¥40,900 ¥42,100 911

BF-M145TNG サーモスタット付シャワーバス水栓（寒冷地用） ¥42,700 ¥43,900 911

BF-M145TNW サーモスタット付シャワーバス水栓（寒冷地用） ¥48,500 ¥49,700 911

BF-M145TW サーモスタット付シャワーバス水栓 ¥45,300 ¥46,400 911

BF-615H(220)-G ツーハンドルシャワーバス水栓 ¥22,900 ¥24,000 912

BF-615H(250)-G ツーハンドルシャワーバス水栓 ¥23,200 ¥24,400 912

BF-615H(300)-G ツーハンドルシャワーバス水栓 ¥23,600 ¥24,800 912

BF-615H-G ツーハンドルシャワーバス水栓 ¥22,300 ¥23,400 912

BF-615HN-G ツーハンドルシャワーバス水栓（寒冷地用） ¥24,500 ¥25,700 912

BF-651(220)-RU ツーハンドルシャワーバス水栓 ¥18,600 ¥19,500 912

BF-651(250)-RU ツーハンドルシャワーバス水栓 ¥18,800 ¥19,700 912

BF-651(300)-RU ツーハンドルシャワーバス水栓 ¥19,300 ¥20,300 912

BF-651-RU ツーハンドルシャワーバス水栓 ¥18,000 ¥18,900 912

BF-651-RU-U ツーハンドルシャワーバス水栓（寒冷地用） ¥18,000 ¥18,900 912

BF-7115H ツーハンドルシャワーバス水栓（一時止水付） ¥29,400 ¥30,900 912

BF-7115HN ツーハンドルシャワーバス水栓（一時止水付）（寒冷地用） ¥32,600 ¥34,200 912

BF-7245T サーモスタット付シャワー水栓 ¥42,000 ¥43,300 912

BF-7245TG サーモスタット付シャワー水栓 ¥46,200 ¥47,500 912

BF-7245TN サーモスタット付シャワー水栓（寒冷地用） ¥45,200 ¥46,600 912

BF-7245TNG サーモスタット付シャワー水栓（寒冷地用） ¥49,400 ¥50,800 912

BF-M115H ツーハンドルシャワーバス水栓（一時止水付） ¥25,900 ¥27,200 912

BF-M115HN ツーハンドルシャワーバス水栓（一時止水付）（寒冷地用） ¥29,300 ¥30,800 912

BF-M205H 一時止水付ツーハンドルシャワー水栓 ¥19,000 ¥20,000 912

BF-M205HN 一時止水付ツーハンドルシャワー水栓（寒冷地用） ¥22,300 ¥23,400 912

BF-M606 ツーハンドルシャワーバス水栓（デッキタイプ） ¥25,900 ¥27,200 913

BF-M606-U ツーハンドルシャワーバス水栓（デッキタイプ）（寒冷地用） ¥25,900 ¥27,200 913

BF-M616H ツーハンドルシャワーバス水栓（デッキタイプ・一時止水付） ¥32,400 ¥34,000 913

BF-M616HN ツーハンドルシャワーバス水栓（デッキタイプ・一時止水付）（寒冷地用） ¥34,600 ¥36,300 913

BF-612-G 逆止弁付太陽熱温水器用シャワーバス水栓 ¥27,500 ¥28,900 914

BF-B115HS 太陽熱温水器用ツーハンドルシャワーバス水栓（一時止水付 ¥46,300 ¥48,600 914

BF-B145TS 太陽熱温水器用サーモスタット付シャワーバス水栓 ¥72,700 ¥74,900 914

LF-412-G 太陽熱温水器用混合水栓 ¥13,000 ¥13,700 914

SF-M415HS 太陽熱温水器用ツーハンドル混合水栓 ¥29,900 ¥31,400 914

BF-7340T 定量止水付サーモスタットバス水栓 ¥63,000 ¥64,900 915

BF-7340TN 定量止水付サーモスタットバス水栓（寒冷地用） ¥66,200 ¥68,200 915

BF-7345T サーモスタット付バス水栓 ¥45,600 ¥47,000 915
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BF-7345TN サーモスタット付バス水栓（寒冷地用） ¥48,800 ¥50,300 915

BF-7405 ツーハンドル混合水栓 ¥16,200 ¥17,000 915

BF-7405N ツーハンドル混合水栓（寒冷地用） ¥19,000 ¥20,000 915

BF-7405-U ツーハンドル混合水栓（固定コマ式） ¥16,200 ¥17,000 915

BF-M340T 定量止水付サーモスタットバス水栓 ¥53,600 ¥55,200 915

BF-M340TN 定量止水付サーモスタットバス水栓（寒冷地用） ¥56,800 ¥58,500 915

BF-M345T サーモスタット付バス水栓 ¥31,400 ¥32,300 915

BF-M345TN サーモスタット付バス水栓（寒冷地用） ¥34,600 ¥35,600 915

BF-M405 ツーハンドル混合水栓 ¥13,000 ¥13,700 915

BF-M405N ツーハンドル混合水栓（寒冷地用） ¥15,700 ¥16,500 915

BF-M405-U ツーハンドル混合水栓（固定コマ式） ¥13,000 ¥13,700 915

LF-B192-13 自在水栓（水用） ¥12,500 ¥13,800 915

LF-B192-13(H) 自在水栓（湯用） ¥12,500 ¥13,800 915

SF-212-13-RU ツーハンドル混合水栓 ¥8,500 ¥9,350 915

SF-212-13-RU-U ツーハンドル混合水栓（固定コマ式） ¥8,500 ¥9,350 915

BF-7090B ツーハンドルバス水栓 ¥44,400 ¥46,600 916

BF-7090B-U ツーハンドルバス水栓（寒冷地用） ¥44,400 ¥46,600 916

BF-7093C ツーハンドルバス水栓 ¥44,400 ¥46,600 916

BF-7093C-U ツーハンドルバス水栓（寒冷地用） ¥44,400 ¥46,600 916

BF-HA-40100/PC 浴室用水栓 ¥250,000 ¥292,000 917

BF-7145T-AT 取替用サーモスタット付シャワーバス水栓 ¥48,000 ¥49,400 918

BF-7145TN-AT 取替用サーモスタット付シャワーバス水栓（寒冷地用） ¥51,200 ¥52,700 918

BF-7146T-AT 取替用サーモスタット付シャワーバス水栓 ¥48,000 ¥49,400 918

BF-7146TN-AT 取替用サーモスタット付シャワーバス水栓（寒冷地用） ¥51,200 ¥52,700 918

BF-M145T-AT 取替用サーモスタット付シャワーバス水栓 ¥35,300 ¥36,400 918

BF-M145TN-AT 取替用サーモスタット付シャワーバス水栓（寒冷地用） ¥38,500 ¥39,700 918

BF-M146T-AT 取替用サーモスタット付シャワーバス水栓 ¥35,300 ¥36,400 918

BF-M146TN-AT 取替用サーモスタット付シャワーバス水栓（寒冷地用） ¥38,500 ¥39,700 918

BF-7140T-AT 取替用定量止水付サーモスタットシャワーバス水栓 ¥70,700 ¥72,800 919

BF-7140TN-AT 取替用定量止水付サーモスタットシャワーバス水栓（寒冷地用） ¥73,900 ¥76,100 919

BF-7340T-AT 取替用定量止水付サーモスタットバス水栓 ¥63,000 ¥64,900 919

BF-7340TN-AT 取替用定量止水付サーモスタットバス水栓（寒冷地用） ¥66,200 ¥68,200 919

BF-M140T-AT 取替用定量止水付サーモスタットシャワーバス水栓 ¥58,700 ¥60,500 919

BF-M140TN-AT 取替用定量止水付サーモスタットシャワーバス水栓（寒冷地用） ¥61,900 ¥63,800 919

BF-M340T-AT 取替用定量止水付サーモスタットバス水栓 ¥53,600 ¥55,200 919

BF-M340TN-AT 取替用定量止水付サーモスタットバス水栓（寒冷地用） ¥56,800 ¥58,500 919

BF-11F-13 湯屋カラン（泡沫式） ¥7,250 ¥8,000 923

BF-11F-19 湯屋カラン（泡沫式） ¥7,700 ¥8,450 923

BF-2141T シャワーバス水栓セルフストップ付 ¥75,000 ¥77,300 923

BF-2142T シャワーバス水栓セルフストップ付 ¥90,000 ¥92,700 923
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BF-2241T シャワーバス水栓セルフストップ付 ¥66,600 ¥68,600 923

BF-2341T シャワーバス水栓セルフストップ付 ¥63,600 ¥65,500 923

BF-B20U-13 露出形サーモスタット混合水栓 ¥61,800 ¥63,700 932

SF-342S/SA キッチン用水栓金具 ¥66,000 ¥69,300 948

SF-342S/ZG キッチン用水栓金具 ¥66,000 ¥69,300 948

SF-A420SX シングルレバー混合水栓 ¥43,200 ¥45,400 948

SF-A420SXN シングルレバー混合水栓（寒冷地用） ¥43,200 ¥45,400 948

SF-A450SX ハンドスプレー付シングルレバー混合水栓 ¥69,600 ¥73,100 948

SF-A450SXN ハンドスプレー付シングルレバー混合水栓（寒冷地用） ¥69,600 ¥73,100 948

SF-A451SX ハンドスプレー付シングルレバー混合水栓 ¥69,600 ¥73,100 948

SF-A451SXN ハンドスプレー付シングルレバー混合水栓（寒冷地用） ¥69,600 ¥73,100 948

SF-B420SX シングルレバー混合水栓 ¥28,800 ¥30,200 948

SF-B420SXN シングルレバー混合水栓（寒冷地用） ¥28,800 ¥30,200 948

SF-B442SX シングルレバー混合水栓 ¥37,800 ¥39,700 948

SF-B442SXN シングルレバー混合水栓（寒冷地用） ¥37,800 ¥39,700 948

SF-B452SX ハンドスプレー付シングルレバー混合水栓 ¥55,200 ¥58,000 948

SF-B452SXN ハンドスプレー付シングルレバー混合水栓（寒冷地用） ¥55,200 ¥58,000 948

SF-B453SX ハンドスプレー付シングルレバー混合水栓 ¥55,200 ¥58,000 948

SF-B453SXN ハンドスプレー付シングルレバー混合水栓（寒冷地用） ¥55,200 ¥58,000 948

SF-C420SX シングルレバー混合水栓 ¥25,200 ¥26,500 948

SF-C420SXN シングルレバー混合水栓（寒冷地用） ¥25,200 ¥26,500 948

SF-C442SX シングルレバー混合水栓 ¥34,800 ¥36,500 948

SF-C442SXN シングルレバー混合水栓（寒冷地用） ¥34,800 ¥36,500 948

SF-C450SX ハンドスプレー付シングルレバー混合水栓 ¥47,800 ¥50,200 948

SF-C450SXN ハンドスプレー付シングルレバー混合水栓（寒冷地用） ¥47,800 ¥50,200 948

SF-C451SX ハンドスプレー付シングルレバー混合水栓 ¥47,800 ¥50,200 948

SF-C451SXN ハンドスプレー付シングルレバー混合水栓（寒冷地用） ¥47,800 ¥50,200 948

SF-G451SX ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓 ¥63,600 ¥66,800 948

SF-G451SXN ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓（寒冷地用） ¥63,600 ¥66,800 948

LF-3SQ-13F 分岐止水栓 ¥8,000 ¥8,400 949

SF-9400 パーティシンク用ツーハンドル混合水栓 ¥23,500 ¥24,700 949

SF-B404X パーティシンク用立水栓 ¥20,400 ¥21,400 949

SF-B404X(190) パーティシンク用立水栓 ¥21,600 ¥22,700 949

SF-B420SXB シングルレバー混合水栓（分岐口付） ¥35,000 ¥36,800 949

SF-B420SXBV シングルレバー混合水栓（分岐形） ¥43,000 ¥45,200 949

SF-B420SXNB シングルレバー混合水栓（分岐口付）（寒冷地） ¥35,000 ¥36,800 949

SF-B420SXNBV シングルレバー混合水栓（分岐形）（寒冷地） ¥43,000 ¥45,200 949

SF-C404X パーティシンク用立水栓 ¥16,800 ¥17,600 949

SF-7N キッチンスプレー ¥3,750 ¥4,300 950

SF-16-19-GL ツーハンドル混合水栓 ¥16,100 ¥16,900 951
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SF-212F-13-RU ツーハンドル混合水栓（泡沫式） ¥10,450 ¥11,500 951

SF-212F-13-RU-U ツーハンドル混合水栓（泡沫式）（固定コマ式） ¥10,450 ¥11,500 951

SF-212N-13-RU 壁付自在湯水混合水栓（寒冷地用） ¥11,400 ¥12,500 951

SF-216-13-RU ツーハンドル混合水栓 ¥9,000 ¥9,900 951

SF-216-13-RU-U ツーハンドル混合水栓（固定コマ式） ¥9,000 ¥9,900 951

SF-216F-13-RU ツーハンドル混合水栓（泡沫式） ¥10,900 ¥12,000 951

SF-216F-13-RU-U ツーハンドル混合水栓（泡沫式）（固定コマ式） ¥10,900 ¥12,000 951

SF-216N-13-RU ツーハンドル混合水栓（寒冷地） ¥11,900 ¥13,100 951

SF-415HDC-RU ツーハンドル混合水栓 ¥18,600 ¥20,500 951

SF-415HNDC-RU ツーハンドル混合水栓（寒冷地用） ¥20,600 ¥22,700 951

SF-415HN-RU ツーハンドル混合水栓（寒冷地用） ¥18,800 ¥20,700 951

SF-415H-RU ツーハンドル混合水栓 ¥16,400 ¥18,000 951

SF-B433S シングルレバー混合水栓 ¥36,000 ¥37,800 951

SF-B433SN シングルレバー混合水栓（寒冷地用） ¥38,400 ¥40,300 951

SF-B435S(170) シングルレバー混合水栓 ¥26,400 ¥27,700 951

SF-B435SN(170) シングルレバー混合水栓（寒冷地用） ¥28,800 ¥30,200 951

SF-B436S シングルレバー混合水栓 ¥26,400 ¥27,700 951

SF-B436SN シングルレバー混合水栓（寒冷地用） ¥28,800 ¥30,200 951

SF-C435S(170) シングルレバー混合水栓 ¥22,800 ¥23,900 951

SF-C435SN シングルレバー混合水栓（寒冷地用） ¥25,200 ¥26,500 951

SF-C435SN(170) シングルレバー混合水栓（寒冷地用） ¥25,200 ¥26,500 951

SF-M405 ツーハンドル混合水栓 ¥13,000 ¥13,700 951

SF-M405N ツーハンドル混合水栓（寒冷地用） ¥15,700 ¥16,500 951

LF-115G キー式横水栓 ¥2,900 ¥3,200 954

LF-12LDC-13 熱湯用単水栓 ¥10,800 ¥11,900 954

LF-12R-13 ユーティリティー用水栓 ¥3,050 ¥3,350 954

LF-12R-13-G ユーティリティー用水栓 ¥3,600 ¥3,950 954

LF-12R-13-G-U 吐水口回転形横水栓（固定コマ式） ¥3,600 ¥3,950 954

LF-12R-13-U 吐水口回転形横水栓（固定コマ式） ¥3,050 ¥3,350 954

LF-14LDC-13 熱湯用単水栓 ¥14,400 ¥15,800 954

LF-7-13 横水栓 ¥1,900 ¥2,100 954

LF-7-13-U 横水栓（固定コマ式・水用） ¥1,900 ¥2,100 954

LF-7-19 横水栓（普通コマ式） ¥3,050 ¥3,350 954

LF-7E-19 送り座付横水栓（普通コマ式） ¥3,700 ¥4,050 954

LF-7K-13 胴長横水栓（水用） ¥1,900 ¥2,100 954

LF-7K-13D 陶器製ハンドル胴長横水栓（水用） ¥2,800 ¥3,100 954

LF-7K-13-U 胴長横水栓（固定コマ式・水用） ¥1,900 ¥2,100 954

LF-7K-19 胴長横水栓（普通コマ式） ¥3,350 ¥3,700 954

LF-7K-19D 陶器製ハンドル胴長横水栓（普通コマ式・水用） ¥4,250 ¥4,700 954

LF-7K-19-U 胴長横水栓（固定コマ式） ¥3,350 ¥3,700 954

5 / 8 ページ



【水栓金具】 （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

LF-7K-25 胴長横水栓（普通コマ式） ¥5,600 ¥6,150 954

LF-7K-25-U 胴長横水栓（固定コマ式） ¥5,600 ¥6,150 954

LF-7KE-13 送り座付胴長横水栓 ¥3,100 ¥3,400 954

LF-7KF-13 胴長横水栓（泡沫式・普通コマ式） ¥3,850 ¥4,250 954

LF-7KF-13-U 胴長横水栓（泡沫式・固定コマ式） ¥3,850 ¥4,250 954

LF-7KR-13 吐水口回転形胴長横水栓 ¥2,900 ¥3,200 954

LF-7R-13 吐水口回転形横水栓（水用） ¥2,650 ¥2,900 954

LF-7R-13-U 吐水口回転形横水栓（固定コマ式・水用） ¥2,650 ¥2,900 954

LF-7R-19 吐水口回転形横水栓（普通コマ式） ¥4,500 ¥4,950 954

LF-7R-19-U 吐水口回転形横水栓（固定コマ式） ¥4,500 ¥4,950 954

LF-7RE-13 送り座付吐水口回転形横水栓（水用） ¥3,400 ¥3,750 954

LF-7RE-13-U 送り座付吐水口回転形横水栓（固定コマ式・水用） ¥3,400 ¥3,750 954

LF-7REP-13-RU-CV 自動接手横水栓 ¥6,600 ¥7,250 954

LF-7RG-13 キー式吐水口回転形横水栓 ¥2,900 ¥3,200 954

LF-7Y-13 ２ツ口ホーム水栓 ¥9,800 ¥10,800 954

SF-7R-13-G ユーティリティ用ツーハンドル混合水栓 ¥12,200 ¥13,400 954

SF-7R-13N-G ユーティリティ用ツーハンドル混合水栓（寒冷地） ¥13,700 ¥15,100 954

LF-12(220)-13 自在水栓 ¥3,000 ¥3,300 955

LF-12(250)-13 自在水栓 ¥3,250 ¥3,600 955

LF-12(300)-13 自在水栓 ¥3,950 ¥4,350 955

LF-12-13 自在水栓（水用） ¥2,400 ¥2,650 955

LF-12-13D 陶器製ハンドル自在水栓（普通コマ式・水用） ¥3,300 ¥3,650 955

LF-12-19 自在水栓（普通コマ式） ¥4,800 ¥5,300 955

LF-12F(220)-13 自在水栓（泡沫式・普通コマ式） ¥4,900 ¥5,400 955

LF-12F(250)-13 自在水栓（泡沫式・普通コマ式） ¥5,150 ¥5,650 955

LF-12F(300)-13 自在水栓（泡沫式・普通コマ式） ¥5,900 ¥6,500 955

LF-12F-13 自在水栓（泡沫式・普通コマ式・水用） ¥4,300 ¥4,750 955

LF-12F-19 自在水栓（泡沫式・普通コマ式） ¥6,700 ¥7,350 955

LF-13-13-CV 散水栓（逆止弁付） ¥3,200 ¥3,500 955

LF-13-13-U 散水栓（固定コマ式） ¥2,600 ¥2,850 955

LF-13-19-CV 散水栓（普通コマ式・逆止弁付） ¥5,100 ¥5,600 955

LF-13-19-U 散水栓（固定コマ式） ¥4,500 ¥4,950 955

LF-13G-13-CV キー式散水栓（逆止弁付） ¥3,400 ¥3,750 955

LF-15-13-CV カップリング付横水栓（普通コマ式・逆止弁付） ¥3,550 ¥3,900 955

LF-15-13-U カップリング付横水栓（固定コマ式） ¥2,950 ¥3,250 955

LF-15-19-CV カップリング付横水栓（普通コマ式・逆止弁付） ¥5,100 ¥5,600 955

LF-15-19-U カップリング付横水栓（固定コマ式） ¥4,500 ¥4,950 955

LF-15G-13-CV キー式カップリング付横水栓（普通コマ式・逆止弁付） ¥3,800 ¥4,200 955

LF-16(220)-13 横形自在水栓 ¥3,600 ¥3,950 955

LF-16(250)-13 横形自在水栓 ¥3,850 ¥4,250 955
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LF-16-13 横形自在水栓（水用） ¥3,000 ¥3,300 955

LF-16-19 横形自在水栓（普通コマ式・水用） ¥5,200 ¥5,700 955

LF-16F(220)-13 横形自在水栓（泡沫式・普通コマ式） ¥5,500 ¥6,050 955

LF-16F(250)-13 横形自在水栓（泡沫式・普通コマ式） ¥5,750 ¥6,350 955

LF-16F-13 横形自在水栓（泡沫式・普通コマ式） ¥4,900 ¥5,400 955

LF-16F-19 横形自在水栓（泡沫式・普通コマ式・水用） ¥7,150 ¥7,850 955

LF-16N-13 コマ逆止付横形自在水栓（水用） ¥4,550 ¥5,000 955

LF-33-13-CV 自動接手散水栓（普通コマ式・逆止弁付） ¥6,800 ¥7,500 955

LF-33-13-U 自動接手散水栓（固定コマ式） ¥6,200 ¥6,800 955

LF-33-19-CV 自動接手散水栓（普通コマ式・逆止弁付） ¥8,300 ¥9,150 955

LF-33-19-U 自動接手散水栓（固定コマ式） ¥7,700 ¥8,450 955

LF-33-25-CV 自動接手散水栓（普通コマ式・逆止弁付） ¥11,650 ¥12,800 955

LF-35-13-CV 自動接手カップリング付横水栓（普通コマ式・逆止弁付） ¥7,100 ¥7,800 955

LF-35-13-U 自動接手カップリング付横水栓（固定コマ式） ¥6,500 ¥7,150 955

LF-35-19-CV 自動接手カップリング付横水栓（普通コマ式・逆止弁付） ¥9,050 ¥9,950 955

LF-35-25-CV 自動接手カップリング付横水栓（普通コマ式・逆止弁付） ¥16,300 ¥17,900 955

LF-L16-13 横形自在水栓（普通コマ式・湯用） ¥3,000 ¥3,300 955

LF-L16-19 横形自在水栓（普通コマ式・湯用） ¥5,200 ¥5,700 955

LF-L16F-13 横形自在水栓（泡沫式・普通コマ式・湯用） ¥4,900 ¥5,400 955

LF-L16F-19 横形自在水栓（泡沫式・普通コマ式・湯用） ¥7,150 ¥7,850 955

LF-L16N-13 コマ逆止付横形自在水栓（湯用） ¥4,550 ¥5,000 955

DF-3 横形水飲水栓 ¥4,400 ¥4,850 956

DF-3B 立形水飲水栓 ¥4,400 ¥4,850 956

LF-114-13 立形分岐自在水栓 ¥9,650 ¥10,600 956

LF-116N-13 横形分岐自在水栓 ¥6,650 ¥7,300 956

LF-117-13 分岐水栓 ¥3,900 ¥4,300 956

LF-14(220)-13 台付自在水栓 ¥5,150 ¥5,650 956

LF-14(250)-13 台付自在水栓 ¥5,400 ¥5,950 956

LF-14(300)-13 台付自在水栓 ¥6,100 ¥6,700 956

LF-14-13 台付自在水栓（水用） ¥4,700 ¥5,150 956

LF-14-19 台付自在水栓（普通コマ式・水用） ¥7,600 ¥8,350 956

LF-14F(220)-13 台付自在水栓（泡沫式・普通コマ式） ¥7,100 ¥7,800 956

LF-14F(250)-13 台付自在水栓（泡沫式・普通コマ式） ¥7,300 ¥8,050 956

LF-14F(300)-13 台付自在水栓（泡沫式・普通コマ式） ¥8,050 ¥8,850 956

LF-14F-13 台付自在水栓（泡沫式・普通コマ式・水用） ¥6,600 ¥7,250 956

LF-14F-19 台付自在水栓（泡沫式・普通コマ式・水用） ¥9,550 ¥10,500 956

LF-14N-13 コマ逆止付台付自在水栓（水用） ¥4,850 ¥5,350 956

LF-14NF-13 コマ逆止付台付自在水栓（泡沫式・水用） ¥6,800 ¥7,500 956

LF-16SP-13 つる首式横形自在水栓（水用） ¥3,400 ¥3,750 956

LF-16SPF-13 つる首式横形自在水栓（泡沫式・普通コマ式・水用） ¥5,300 ¥5,850 956
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LF-23BN 立形洗眼水栓 ¥13,000 ¥14,300 956

LF-23N 横形洗眼水栓 ¥12,200 ¥13,400 956

LF-3SHA-13(JW) 逆止弁付止水栓 ¥3,550 ¥3,750 956

LF-3SHA-19(JW) 逆止弁付止水栓 ¥3,950 ¥4,150 956

LF-3SHB-13(JW) 逆止弁付止水栓 ¥3,700 ¥3,900 956

LF-3SHB-19(JW) 逆止弁付止水栓 ¥4,200 ¥4,400 956

LF-3SM-13(JW) 逆止弁付止水栓 ¥2,300 ¥2,400 956

LF-3SM-19(JW) 逆止弁付止水栓 ¥3,500 ¥3,700 956

LF-3ST-13(JW) 逆止弁付止水栓 ¥3,250 ¥3,400 956

LF-3ST-19(JW) 逆止弁付止水栓 ¥3,950 ¥4,150 956

LF-L14-13 台付自在水栓（普通コマ式・湯用） ¥4,700 ¥5,150 956

LF-L14F-13 台付自在水栓（泡沫式・普通コマ式・湯用） ¥6,600 ¥7,250 956

LF-L14N-13 コマ逆止付台付自在水栓（湯用） ¥4,850 ¥5,350 956

LF-L14NF-13 コマ逆止付台付自在水栓（泡沫式・湯用） ¥6,800 ¥7,500 956

LF-L16SP-13 つる首式横形自在水栓（普通コマ式・湯用） ¥3,400 ¥3,750 956

LF-L16SPF-13 つる首式横形自在水栓（泡沫式・普通コマ式・湯用） ¥5,300 ¥5,850 956

A-420(1P) 普通コマ部 ¥240 ¥140 958

LF-B350SHK 湯側開度規制付シングルレバー混合水栓 ¥28,800 ¥30,200 958

LF-B355SHK 湯側開度規制付シングルレバー混合水栓 ¥29,200 ¥30,700 958

SF-C435SHK 湯側開度規制付シングルレバー混合水栓 ¥25,200 ¥26,500 958

SF-C435SNHK 湯側開度規制付シングルレバー混合水栓(寒冷地用) ¥27,600 ¥29,000 958

LF-3K-U アングル形止水栓（固定コマ式） ¥2,600 ¥2,750 963

LF-3SK-U ストレート形止水栓（固定コマ式） ¥5,000 ¥5,250 963

LF-3S-U ストレート形止水栓（サプライ管付・固定コマ式） ¥5,450 ¥5,700 963

LF-3-U アングル形止水栓（サプライ管付・固定コマ式） ¥3,200 ¥3,350 963

SF-1M 水栓取付脚（混合水栓用） ¥3,500 ¥3,850 963

SF-1MA 水栓取付脚（横水栓用） ¥3,500 ¥3,850 963
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