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hg 13107000 シャワータブレット バスサーモスタット 露出型 混合水栓 350 スパウト付
hg 13114004 エコスタットコンフォート バスサーモスタット 露出型 スパウト付
hg 13132000 タリス S 単水栓 40
hg 13151400 シャワータブレットセレクト バスサーモスタット 露出型 混合水栓 300 スパウト付
hg 13184400 シャワータブレットセレクト シャワーサーモスタット 露出型 混合水栓 700
hg 13414004 タリス S バススパウト
hg 13958004 共通部品 止水栓付偏心脚 （2個入り、フランジ φ64.7mm）　
hg 14820000 メトリス シングルレバーキッチン混合水栓 引出式 320（シャワー切替）
hg 14834000 メトリス シングルレバーキッチン混合水栓 引出式 220（シャワー切替）
hg 15070000 プラビダ シングルレバー洗面混合水栓 110（ポップアップ引棒無）
hg 15072400 プラビダ シングルレバー洗面混合水栓 240 ベッセルタイプ（ポップアップ引棒無）
hg 15081000 プラビダ シングルレバー洗面混合水栓 200（ポップアップ引棒無）
hg 15081400 プラビダ シングルレバー洗面混合水栓 200（ポップアップ引棒無）
hg 15084000 プラビダ シングルレバー洗面混合水栓 壁付式 165（化粧部）
hg 15170400 プラビダ 自動洗面混合水栓 温度調節付
hg 15348004 ベルソスタット2 バスサーモスタット 露出型 混合水栓 スパウト付
hg 15708000 エコスタットE シャワーサーモスタット 埋込式 混合水栓 2アウトレット（化粧部）
hg 15735400 シャワーセレクト・グラスホワイト シャワーサーモスタット 埋込式 混合水栓 1アウトレット 156／156 （化粧部）
hg 15736400 シャワーセレクト・グラスホワイト バルブ 埋込式 3アウトレット 切替用 156／156 （化粧部）
hg 15736400 シャワーセレクト・グラスホワイト バルブ 埋込式 3アウトレット 切替用 156／156 （化粧部） 
hg 15761000 シャワーセレクト シャワーサーモスタット 埋込式 ハイフロー 1アウトレット 155／155 （化粧部）
hg 15763000 シャワーセレクト シャワーサーモスタット 埋込式 混合水栓 2アウトレット 155／155（化粧部）
hg 15764000 シャワーセレクト バルブ 埋込式 3アウトレット 切替用 155／155 （化粧部）
hg 15777000 プラビダ 止水栓/切替バルブ 3アウトレット用（化粧部）
hg 15978000 プラビダ 止水栓 （化粧部）
hg 24001400 レインメーカーセレクト オーバーヘッドシャワー 壁付式 580／260 3ジェット（化粧部）
hg 26014000 レインダンス セレクトS ハンドシャワー 120 3ジェット P
hg 26220000 クロマ オーバーヘッドシャワー 280 1ジェット エア
hg 26252000 レインダンスE オーバーヘッドシャワー 400 1ジェット エア（化粧部）
hg 26442000 レインダンス レインフォール オーバーヘッドシャワー 150 1ジェット
hg 26486000 ホルダー付 シャワー取出口 スクエア（逆止弁付）
hg 26530400 レインダンスセレクトS ハンドシャワー 120 3ジェット
hg 26550000 レインダンスセレクトE ハンドシャワー 150 3ジェット
hg 26723000 クロメッタS オーバーヘッドシャワー 240 1ジェット
hg 26792000 クロマ セレクトS シャワーパイプ 280 1ジェット スパウト付
hg 26802400 クロマ セレクトS ハンドシャワー 110 ヴァリオ 3ジェット
hg 27114000 レインダンスS シャワーパイプ 300 1ジェット
hg 27135004 クロマ シャワーパイプ 160 1ジェット
hg 27270000 クロメッタS シャワーパイプ 240 1ジェット エコスマート レノ
hg 27271000 クロメッタE シャワーパイプ 240 1ジェット
hg 27361000 レインダンスE シャワーパイプ 300 1ジェット ST300
hg 27371000 レインダンス オーバーヘッドシャワー 壁付式 360／190 1ジェット エア（化粧部） 
hg 27373000 レインダンスE オーバーヘッドシャワー 壁付式 420／220 2ジェット エア（ 化粧部） 
hg 27413000 シャワーアーム 389mm
hg 27414004 シャワー取出口E（逆止弁付）
hg 27450000 クロマ オーバーヘッドシャワー 160 1ジェット
hg 27451004 シャワー取出口S（逆止弁付）
hg 27494000 レインダンス オーバーヘッドシャワー 天付式 300 1ジェット エア
hg 27609000 クロメッタ ウォールバー 900mm
hg 27610000 ウォールバー C 900mm
hg 27636000 レインダンス 900mm シャワーホース付
hg 28135004 センソフレックス シャワーホース 1750mm
hg 28168000 コンフォートフレックス シャワーホース 1600mm
hg 28245004 イシフレックス シャワーホース 1750mm
hg 28248000 イシフレックス シャワーホース 流量調節機能付
hg 28276000 イシフレックス シャワーホース 1600mm
hg 28328000 シャワーホルダー ポルターヴァリオ
hg 28535004 クロマ100 ハンドシャワー ヴァリオ 4ジェット
hg 28536004 クロマ100 ハンドシャワー マルチ 3ジェット
hg 28587000 レインダンス セレクトS ハンドシャワー 150 3ジェット
hg 28633004 ウォールバー S プロ 900mm
hg 28663000 ウォールバー S プロ レノ 1050mm
hg 31077000 メトリスクラシック シングルレバー洗面混合水栓 100 （ポップアップ引棒無）
hg 31078000 メトリスクラシック シングルレバー洗面混合水栓 250 ベッセルタイプ （ポップアップ引棒有）
hg 31080000 メトリス シングルレバー洗面混合水栓 110（ポップアップ引棒有）
hg 31166000 メトリス 単水栓 100
hg 31185000 メトリス シングルレバー洗面混合水栓 200 ベッセルタイプ（ポップアップ引棒無）



hg 31815004 フォーカス シングルレバーキッチン混合水栓 引出式 ハイスパウト 240（ シャワー切替）
hg 31917000 フォーカス シングルレバー洗面混合水栓 100 ケアハンドル
hg 32440000 タリス シングルレバーバス混合水栓 露出型 スパウト付
hg 32475000 タリス S シングルレバーシャワー混合水栓 埋込式 2アウトレット φ150（化粧部）
hg 32503000 メトロポール シングルレバー洗面混合水栓 100 ロングスパウト クールスタート (ポップアップ引棒無)
hg 32508000 メトロポール シングルレバー洗面混合水栓 110 クールスタート (ポップアップ引棒無)
hg 32512000 メトロポール シングルレバー洗面混合水栓 260 ベッセルタイプ (ポップアップ引棒無)
hg 32530000 メトロポール シングルレバー洗面混合水栓 （床付式）
hg 32675000 タリス S シングルレバーシャワー混合水栓 埋込式 1アウトレット φ150（ 化粧部）
hg 41711000 ロギスユニバーサル タオルフック
hg 41712000 ロギスユニバーサル タオルホルダー ダブル 600mm
hg 41713000 ロギスユニバーサル グラブバー 300mm
hg 41720000 ロギスユニバーサル タオルラック／タオルホルダー 600mm
hg 52054616 共通部品 ポップアップ（ヨーロッパ製洗面器用）
hg 52054652 共通部品 シャワーパイプ用延長部品
hg 71072004 ロギス シングルレバー洗面混合水栓 70 クールスタート（ポップアップ引棒有）
hg 71091000 ロギス シングルレバー洗面混合水栓 190 ベッセルタイプ（ポップアップ引棒無）
hg 71102004 ロギス シングルレバー洗面混合水栓 100 クールスタート（ポップアップ引棒有）
hg 71120000 ロギス 単水栓 70
hg 71131000 ロギス シングルレバー洗面混合水栓 210（ポップアップ引棒無）
hg 71135000 ロギスクラシック 単水栓 70
hg 71271000 ロギスクラシック 2ハンドル洗面混合水栓 150（ポップアップ引棒無）
hg 71300000 ロギス 3ホールリム付式バス混合水栓（化粧部）
hg 71400000 ロギス シングルレバーバス混合水栓 露出型 スパウト付
hg 71405000 ロギス シングルレバーシャワー混合水栓 埋込式 2アウトレット 150／150（化粧部）
hg 71410000 ロギス バススパウト
hg 71703000 タリス E シングルレバー洗面混合水栓 80 クールスタート（ポップアップ引棒有）
hg 71714000 タリス E シングルレバー洗面混合水栓 110 クールスタート（ポップアップ引棒無）
hg 71717000 タリス E シングルレバー洗面混合水栓 240 ベッセルタイプ（ポップアップ引棒無）
hg 71748000 タリス 4ホールリム付式バス混合水栓（化粧部）
hg 71750000 タリスセレクトE 洗面混合水栓 110 （ポップアップ引棒有）
hg 71814004 M42 シングルレバーキッチン混合水栓 引出式 150
hg 72013000 タリス S シングルレバー洗面混合水栓 80 クールスタート（ポップアップ引棒有）
hg 72017000 タリス S 単水栓 80
hg 72022000 タリス S シングルレバー洗面混合水栓 100 クールスタート（ポップアップ引棒有）
hg 72032000 タリス S シングルレバー洗面混合水栓 190 ベッセルタイプ（ポップアップ引棒無）
hg 72042000 タリスセレクトS 洗面混合水栓 100 （ポップアップ引棒有）
hg 72813800 タリス S シングルレバーキッチン混合水栓 引出式 200 ステンレススティールオプティック（シャワー切替）
hg 72814000 タリス S シングルレバーキッチン混合水栓 220 
hg 72820000 タリスセレクトS シングルレバーキッチン混合水栓 ハイスパウト 300
hg 73867004 M51 シングルレバーキッチン混合水栓 セレクト 引出式 ハイスパウト 300（シャワー切替）


	Sheet1

