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AX 01700180 iBox ユニバーサル （埋込部） ¥45,430
（¥41,300 税抜）

¥42,460
（¥38,600 税抜） d24

HG 01800180 iBox ユニバーサル （埋込部） ¥45,430
（¥41,300 税抜）

¥42,460
（¥38,600 税抜）

d24

AX 10001000 アクサースタルク シングルレバー洗面混合水栓 100 （ポップアップ引棒有） ¥79,200
（¥72,000 税抜）

¥74,030
（¥67,300 税抜） AX020 d01

AX 10003000 アクサースタルク シングルレバー洗面混合水栓 100 （ポップアップ引棒無） ¥79,200
（¥72,000 税抜）

¥74,030
（¥67,300 税抜）

AX020 d01

AX 10103000 アクサースタルク シングルレバー洗面混合水栓 250 （ポップアップ引棒無） ¥116,930
（¥106,300 税抜）

¥109,230
（¥99,300 税抜）

AX020 d01

AX 10111000 アクサースタルク シングルレバー洗面混合水栓 90 （ポップアップ引棒有） ¥123,310
（¥112,100 税抜）

¥115,280
（¥104,800 税抜）

AX020 d01

AX 10117000 アクサースタルク シングルレバー洗面混合水栓 90 （ポップアップ引棒無） ¥123,310
（¥112,100 税抜）

¥115,280
（¥104,800 税抜）

AX020 d01

AX 10123000 アクサースタルク シングルレバー洗面混合水栓 170 （ポップアップ引棒無） ¥138,930
（¥126,300 税抜）

¥129,800
（¥118,000 税抜） AX020 d01

AX 10129000 アクサースタルク シングルレバー洗面混合水栓 250 （ポップアップ引棒無） ¥187,000
（¥170,000 税抜）

¥174,790
（¥158,900 税抜） AX020 d01

AX 10303180 3ホール壁付式洗面混合水栓用 （埋込部） ¥55,880
（¥50,800 税抜）

¥52,250
（¥47,500 税抜） d11

AX 10452180 床付式バス水栓用 （埋込部） ¥129,800
（¥118,000 税抜）

¥121,330
（¥110,300 税抜） d31

AX 10456000 アクサースタルク 床付式シングルレバーバス・シャワー混合水栓 （化粧部） ¥433,730
（¥394,300 税抜）

¥405,350
（¥368,500 税抜） AX021 d31

AX 10625800 アクサー シャワー シャワーヘブン 720／720 3 ジェット ¥2,155,120
（¥1,959,200 税抜）

¥2,014,100
（¥1,831,000 税抜） AX103 d20

AX 10637000 アクサーシャワー シャワーヘブン 1200／300 4ジェット 
オーバーヘッドシャワー（化粧部）

¥2,337,500
（¥2,125,000 税抜）

¥2,184,600
（¥1,986,000 税抜） AX091 d20

AX 10650180 アクサー シャワー 埋込式ハンドシャワーモジュール用 120／120 （埋込部） ¥66,110
（¥60,100 税抜）

¥61,820
（¥56,200 税抜） d27

AX 10651000 アクサー シャワー 埋込式ハンドシャワーモジュール 120／120 （化粧部） ¥250,580
（¥227,800 税抜）

¥234,190
（¥212,900 税抜） AX105 d27

AX 10750180 アクサー シャワー 埋込式サーモスタットモジュール用 360／120 （埋込部） ¥307,780
（¥279,800 税抜）

¥287,650
（¥261,500 税抜） d27

AX 10751000 アクサー シャワー 埋込式サーモスタットモジュール 360／120（化粧部） ¥354,420
（¥322,200 税抜）

¥331,210
（¥301,100 税抜） AX105 d27

AX 10754180 アクサー シャワー 埋込式サーモスタットモジュール用 120／120 （埋込部） ¥116,930
（¥106,300 税抜）

¥109,230
（¥99,300 税抜） d27

AX 10755000 アクサー シャワー 埋込式サーモスタットモジュール 120／120 （化粧部） ¥229,900
（¥209,000 税抜）

¥214,830
（¥195,300 税抜） AX105 d27

AX 10820000 アクサースタルク セミプロ シングルレバーキッチンシャワー混合水栓 240 ¥187,000
（¥170,000 税抜）

¥174,790
（¥158,900 税抜） AX118 d14

AX 10821004 アクサースタルク シングルレバー引出式キッチンシャワー混合水栓 260 
QH300、SH450仕様

¥146,630
（¥133,300 税抜）

¥137,060
（¥124,600 税抜） AX118 d12

AX 10922180 シャワーヘブン 1200／300用 （埋込部） ¥155,760
（¥141,600 税抜）

¥145,530
（¥132,300 税抜） d20

AX 10924000 アクサー シャワー 天井埋込式オーバーヘッドシャワー 240／240 ¥276,650
（¥251,500 税抜）

¥258,500
（¥235,000 税抜） AX104 d20

AX 10932000 アクサー シャワー 埋込式2／3アウトレット切替バルブ 120／120 （化粧部） ¥89,540
（¥81,400 税抜）

¥83,710
（¥76,100 税抜） AX105 d27

AX 10941180 アクサー シャワー 滝状スパウト用 （埋込部） ¥80,520
（¥73,200 税抜）

¥75,240
（¥68,400 税抜） d27

AX 10942000 アクサー シャワー 滝状スパウト 240／120 （化粧部） ¥223,300
（¥203,000 税抜）

¥208,670
（¥189,700 税抜） AX104 d30

AX 10971180 アクサー シャワー 埋込式止水栓用 120／120 （埋込部） ¥48,070
（¥43,700 税抜）

¥44,880
（¥40,800 税抜） d27

AX 10972000 アクサー シャワー 埋込式止水栓 120／120 （化粧部） ¥74,030
（¥67,300 税抜）

¥69,190
（¥62,900 税抜） AX105 d27

AX 12112000 アクサースタルクV シングルレバー混合水栓 140 （ポップアップ引棒無） ¥322,080
（¥292,800 税抜）

¥300,960
（¥273,600 税抜） AX025 d01

AX 12114000 アクサースタルクV シングルレバー混合水栓 220 （ポップアップ引棒無） ¥403,810
（¥367,100 税抜）

¥377,410
（¥343,100 税抜） AX025 d01

AX 12626000 アクサーシャワー ポーターユニット 120／120 ¥123,310
（¥112,100 税抜）

¥115,280
（¥104,800 税抜） AX105 d17

HG 13085000 共通部品 エアレーター M24 7ℓ/min ¥3,322
（¥3,020 税抜）

¥3,102
（¥2,820 税抜） hg123

HG 13114000 エコスタット コンフォート バスサーモスタット 露出型 混合水栓 スパウト付 ¥82,610
（¥75,100 税抜）

¥77,220
（¥70,200 税抜） hg049 d33
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HG 13114670 エコスタット コンフォート バスサーモスタット 露出型 混合水栓 
スパウト付 マットブラック

¥107,360
（¥97,600 税抜）

¥100,386
（¥91,260 税抜） hg049 d33

HG 13116000 エコスタット コンフォート シャワーサーモスタット 露出型 混合水栓 ¥71,720
（¥65,200 税抜）

¥66,990
（¥60,900 税抜）

hg049 d33

HG 13116670 エコスタット コンフォート シャワーサーモスタット 露出型 混合水栓 マットブラック ¥93,170
（¥84,700 税抜）

¥87,087
（¥79,170 税抜） hg049 d33

HG 13132004 タリス S 単水栓 40 （ポップアップ引棒無） ¥33,660
（¥30,600 税抜）

¥31,460
（¥28,600 税抜）

hg077 d09

HG 13185000 共通部品 エアレーター M24 5ℓ/min ¥3,388
（¥3,080 税抜）

¥3,168
（¥2,880 税抜）

hg123

HG 13201000 エコスタット コンフォート バスサーモスタット 露出型 混合水栓 
1001 CL スパウト付 

¥69,410
（¥63,100 税抜）

¥64,900
（¥59,000 税抜）

hg049 d33

HG 13211000 エコスタット コンフォート シャワーサーモスタット 露出型 混合水栓 
1001 CL

¥57,640
（¥52,400 税抜）

¥53,900
（¥49,000 税抜）

hg049 d33

HG 13233180 3ホールリム付式バス混合水栓用（埋込部） ¥50,600
（¥46,000 税抜）

¥47,300
（¥43,000 税抜） d31

HG 13244180 4ホールリム付式バス混合水栓用（埋込部） ¥84,370
（¥76,700 税抜）

¥78,870
（¥71,700 税抜） d31

HG 13414004 タリス S バススパウト ¥29,810
（¥27,100 税抜）

¥27,830
（¥25,300 税抜） hg055 d30

HG 13440180 4ホールリム付式バス混合水栓用 sbox付 （埋込部） ¥110,660
（¥100,600 税抜）

¥103,400
（¥94,000 税抜） d31

AX 13444180 4ホールリム付式バス混合水栓用 （アクサー）（埋込部） ¥223,300
（¥203,000 税抜）

¥208,670
（¥189,700 税抜） d31

HG 13593000 共通部品 埋込式水栓用化粧部延長金具φ150スクエア ¥14,344
（¥13,040 税抜）

¥13,409
（¥12,190 税抜） hg119 d44

HG 13595000 共通部品 iBoxユニバーサル用埋込部延長台座 ¥14,278
（¥12,980 税抜）

¥13,343
（¥12,130 税抜） d44

HG 13597000 共通部品 埋込式水栓用化粧部延長金具φ150mm ラウンド ¥14,278
（¥12,980 税抜）

¥13,343
（¥12,130 税抜） hg119 d44

HG 13622180 シングルレバー壁付式洗面混合水栓用 （埋込部） ¥57,090
（¥51,900 税抜）

¥53,350
（¥48,500 税抜） d10

AX 13625180 セレクト壁付式洗面混合水栓用 （埋込部） ¥62,370
（¥56,700 税抜）

¥58,300
（¥53,000 税抜） d10

HG 13903000 止水栓 1／2×1／2 ¥6,589
（¥5,990 税抜）

¥6,160
（¥5,600 税抜） hg122 d44

HG 13914000 共通部品 エアレーター M24 25ℓ/min バス水栓用 ¥3,388
（¥3,080 税抜）

¥3,168
（¥2,880 税抜） hg123

HG 13958004 共通部品 止水栓付偏心脚 （2個入り、フランジ φ64.7mm） ¥21,032
（¥19,120 税抜）

¥19,657
（¥17,870 税抜） hg119 d45

HG 14095000 共通部品 ボールカートリッジセット可動域26° ¥24,420
（¥22,200 税抜）

¥22,825
（¥20,750 税抜） hg122

HG 14096000 共通部品 ボールカートリッジセット可動域38° バス水栓 ¥24,420
（¥22,200 税抜）

¥22,825
（¥20,750 税抜） hg120

HG 14820004 メトリス M71 シングルレバーキッチン混合水栓 
引出式 ハイスパウト 320 （シャワー切替）QH300、SH450仕様

¥124,630
（¥113,300 税抜）

¥116,490
（¥105,900 税抜） hg098 d12

HG 14834004 メトリス M71 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） QH300、SH450仕様

¥119,350
（¥108,500 税抜）

¥111,540
（¥101,400 税抜） hg098 d12

HG 15348000 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 ¥76,560
（¥69,600 税抜）

¥71,500
（¥65,000 税抜） hg049 d34

AX 15482180 4ホールリム付式サーモスタットバス・シャワー混合水栓用 （埋込部） ¥322,080
（¥292,800 税抜）

¥300,960
（¥273,600 税抜） d32

HG 15597000 共通部品 埋込式水栓用化粧部延長金具φ150mm ソフトキューブ ¥14,278
（¥12,980 税抜）

¥13,343
（¥12,130 税抜） hg119 d45

HG 15706000 エコスタットＥ シャワーサーモスタット 埋込式 ハイフロー 155／155 （化粧部） ¥114,290
（¥103,900 税抜）

¥106,810
（¥97,100 税抜） hg054 d24

HG 15707000 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 1アウトレット 
155／155 （化粧部）

¥122,100
（¥111,000 税抜）

¥114,070
（¥103,700 税抜） hg054 d24

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 
155／155 （化粧部）

¥137,610
（¥125,100 税抜）

¥128,590
（¥116,900 税抜） hg054 d24

HG 15755000 エコスタットS シャワーサーモスタット 埋込式 混合水栓 （化粧部） ¥58,080
（¥52,800 税抜）

¥54,230
（¥49,300 税抜） hg053 d24

HG 15757000 エコスタットS 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 （化粧部） ¥91,850
（¥83,500 税抜）

¥85,800
（¥78,000 税抜） hg053 d24

HG 15758000 エコスタットS 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） ¥103,620
（¥94,200 税抜）

¥96,800
（¥88,000 税抜） hg053 d24

HG 15758670 エコスタットS 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）マットブラック

¥144,980
（¥131,800 税抜）

¥135,520
（¥123,200 税抜） hg053 d24

3



brand 品名 （カタログ）
掲載ページ

節湯（図面）
JWWA

品番
メーカー希望小売価格

2022年7月1日より 2022年6月30日まで

HG 15760000 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 
155／155 （化粧部）

¥119,350
（¥108,500 税抜）

¥111,540
（¥101,400 税抜） hg051 d24

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）

¥163,570
（¥148,700 税抜）

¥152,900
（¥139,000 税抜）

hg051 d24 A1

HG 15762000 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 1アウトレット 
155／155 （化粧部）

¥163,570
（¥148,700 税抜）

¥152,900
（¥139,000 税抜） hg051 d24 A1

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）

¥179,190
（¥162,900 税抜）

¥167,420
（¥152,200 税抜）

hg051 d24 A1

HG 15763670 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）マットブラック

¥232,980
（¥211,800 税抜）

¥217,690
（¥197,900 税抜）

hg051 d24 A1

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） ¥119,350
（¥108,500 税抜）

¥111,540
（¥101,400 税抜）

hg051 d24

HG 15773000 エコスタットE シャワーサーモスタット露出型 混合水栓 ¥77,550
（¥70,500 税抜）

¥72,490
（¥65,900 税抜）

hg048 d34

HG 15774000 エコスタットE バスサーモスタット露出型 混合水栓 スパウト付 ¥89,320
（¥81,200 税抜）

¥83,490
（¥75,900 税抜） hg048 d34

HG 15930180 シャワー 3方向切替バルブ用 65ℓ/min "3/4 （埋込部） ¥77,880
（¥70,800 税抜）

¥72,820
（¥66,200 税抜） d27

HG 15932000 エコスタットS 3方向切替バルブ （化粧部） ¥30,580
（¥27,800 税抜）

¥28,600
（¥26,000 税抜） hg053 d27

HG 15970180 止水栓用 スピンドルバルブ 130ℓ/min "3/4 （埋込部） ¥28,600
（¥26,000 税抜）

¥26,730
（¥24,300 税抜） d28

HG 15972000 エコスタットS 止水バルブ （化粧部） ¥22,990
（¥20,900 税抜）

¥21,450
（¥19,500 税抜） hg053 d28

HG 15974180 止水栓用 セラミックバルブ 40ℓ/min "1/2 90°回転規制 （埋込部） ¥28,600
（¥26,000 税抜）

¥26,730
（¥24,300 税抜） d28

HG 15755000 エコスタットS シャワーサーモスタット 埋込式 混合水栓 （化粧部） ¥58,080
（¥52,800 税抜）

¥54,230
（¥49,300 税抜） hg053 d24

AX 16505000 アクサーモントルー 2ハンドル洗面混合水栓 160 （ポップアップ引棒有） ¥142,780
（¥129,800 税抜）

¥133,430
（¥121,300 税抜） AX073 d01

AX 16515000 アクサーモントルー シングルレバー洗面混合水栓 100 （ポップアップ引棒有） ¥116,930
（¥106,300 税抜）

¥109,230
（¥99,300 税抜） AX073 d01

AX 16535000 アクサーモントルー 3ホール洗面混合水栓 30 レバーハンドル 
（ポップアップ引棒有）

¥168,850
（¥153,500 税抜）

¥157,850
（¥143,500 税抜） AX073 d11

AX 16536000 アクサーモントルー 3ホール洗面混合水栓 30 クロスハンドル 
（ポップアップ引棒有）

¥168,850
（¥153,500 税抜）

¥157,850
（¥143,500 税抜） AX073 d11

AX 16572000 アクサーモントルー シャワーパイプ 240 ¥568,700
（¥517,000 税抜）

¥531,520
（¥483,200 税抜） AX073 d35

AX 16581000 アクサーモントルー シングルレバー引出式キッチンシャワー混合水栓 260 ¥145,530
（¥132,300 税抜）

¥135,960
（¥123,600 税抜） AX122 d12

AX 16930180 アクサー シャワー 3方向切替バルブ用 65ℓ/min "3/4 （埋込部） ¥77,880
（¥70,800 税抜）

¥72,820
（¥66,200 税抜） d27

AX 16970180 アクサー シャワー 止水栓用 スピンドルバルブ 130ℓ/min （埋込部） ¥28,600
（¥26,000 税抜）

¥26,730
（¥24,300 税抜） d28

AX 16974180 アクサー シャワー 止水栓用 セラミックバルブ 40ℓ/min （埋込部） ¥28,600
（¥26,000 税抜）

¥26,730
（¥24,300 税抜） d28

AX 16982180 アクサー シャワー 2方向切替バルブ用 65ℓ/min "3/4 （埋込部） ¥47,080
（¥42,800 税抜）

¥44,000
（¥40,000 税抜） d28

AX 18010000 アクサーマソー シングルレバー洗面混合水栓 110 （ポップアップ引棒無） ¥189,640
（¥172,400 税抜）

¥177,210
（¥161,100 税抜） AX057 d01

AX 18020000 アクサーマソー シングルレバー洗面混合水栓 220 （ポップアップ引棒無） ¥281,710
（¥256,100 税抜）

¥263,230
（¥239,300 税抜） AX057 d01

AX 18310180 サーモスタットモジュールセレクト 2アウトレット用 （埋込部） ¥220,660
（¥200,600 税抜）

¥206,250
（¥187,500 税抜） d29

AX 18311180 サーモスタットモジュールセレクト 3アウトレット用 （埋込部） ¥259,600
（¥236,000 税抜）

¥242,660
（¥220,600 税抜） d29

AX 18312180 サーモスタットモジュールセレクト 4アウトレット用 （埋込部） ¥298,760
（¥271,600 税抜）

¥279,180
（¥253,800 税抜） d29

AX 18313180 サーモスタットモジュールセレクト 5アウトレット用 （埋込部） ¥337,590
（¥306,900 税抜）

¥315,480
（¥286,800 税抜） d29

AX 18355000 アクサーシャワー サーモスタットモジュールセレクト460／90 
2アウトレット （化粧部）

¥363,550
（¥330,500 税抜）

¥339,790
（¥308,900 税抜） AX097 d29 A1

AX 18356000 アクサーシャワー サーモスタットモジュールセレクト530／90 3アウトレット 
（化粧部）

¥402,490
（¥365,900 税抜）

¥376,200
（¥342,000 税抜） AX097 d29 A1

AX 18357000 アクサーシャワー サーモスタットモジュールセレクト600／90 4アウトレット
 （化粧部）

¥441,540
（¥401,400 税抜）

¥412,610
（¥375,100 税抜） AX097 d30 A1

AX 18358000 アクサーシャワー サーモスタットモジュールセレクト670／90 5アウトレット
 （化粧部）

¥480,370
（¥436,700 税抜）

¥448,910
（¥408,100 税抜） AX097 d30 A1
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HG 22410007 キューブスタック ベッセル 800×500×150 オーバーフロー付／1ホール ¥110,660
（¥100,600 税抜）

¥103,400
（¥94,000 税抜） hg110 d38

HG 22413007 キューブスタック オーバーカウンター 650×390×132 オーバーフロー付 ¥110,660
（¥100,600 税抜）

¥103,400
（¥94,000 税抜）

hg110 d38

HG 22415007 キューブスタック ベッセル 500×460×130 オーバーフロー付／1ホール ¥102,410
（¥ 93,100 税抜）

¥95,700
（¥87,000 税抜） hg110 d38

HG 22417007 ムーンウェイク オーバーカウンター 800×500×133 オーバーフロー付/1ホール ¥122,430
（¥111,300 税抜）

¥114,400
（¥104,000 税抜）

hg111 d38

HG 22421007 ムーンウェイク オーバーカウンター 760×390×124 オーバーフロー付 ¥122,430
（¥111,300 税抜）

¥114,400
（¥104,000 税抜）

hg111 d38

HG 22422007 ムーンウェイク ベッセル 400×400×131 ¥102,410
（¥ 93,100 税抜）

¥95,700
（¥87,000 税抜）

hg111 d38

HG 24110000 パルシファイ セレクト ハンドシャワー 105 3ジェット リラクゼーション ¥10,780
（¥9,800 税抜）

¥10,120
（¥9,200 税抜）

hg025 d15

HG 24110670 パルシファイ セレクト ハンドシャワー 105 3ジェット リラクゼーション マットブラック ¥14,080
（¥12,800 税抜）

¥13,156
（¥11,960 税抜） hg025 d15

HG 24120000 パルシファイ セレクト ハンドシャワー 105 1ジェット ¥8,140
（¥7,400 税抜）

¥7,590
（¥6,900 税抜） hg025 d15

HG 24120670 パルシファイ セレクト ハンドシャワー 105 1ジェット マットブラック ¥10,560
（¥9,600 税抜）

¥9,867
（¥8,970 税抜） hg025 d15

HG 24140000 パルシファイ オーバーヘッドシャワー 260 1ジェット ¥71,830
（¥65,300 税抜）

¥67,100
（¥61,000 税抜） hg024 d20

HG 24140670 パルシファイ オーバーヘッドシャワー 260 1ジェット マットブラック ¥93,390
（¥84,900 税抜）

¥87,230
（¥79,300 税抜） hg024 d20

HG 24149000 パルシファイ オーバーヘッドシャワー 260用壁取付金具 ¥22,330
（¥20,300 税抜）

¥20,900
（¥19,000 税抜） hg024 d23

HG 24149670 パルシファイ オーバーヘッドシャワー 260用壁取付金具 マットブラック ¥29,040
（¥26,400 税抜）

¥27,170
（¥24,700 税抜） hg024 d23

HG 24170670 パルシファイ シャワーセット 105 3ジェット 900mm マットブラック ¥43,560
（¥39,600 税抜）

¥40,700
（¥37,000 税抜） hg029 d18

HG 24220000 パルシファイ シャワーパイプ 260 シャワータブレット400 ¥210,650
（¥191,500 税抜）

¥196,900
（¥179,000 税抜） hg027 d35 A1

HG 24230000 パルシファイ シャワーパイプ 260 シャワータブレット400スパウト付 ¥227,150
（¥206,500 税抜）

¥212,300
（¥193,000 税抜） hg027 d35 A1

HG 24240000 パルシファイ シャワーパイプ 260 2ジェット シャワータブレット400 ¥240,130
（¥218,300 税抜）

¥224,400
（¥204,000 税抜） hg026 d35 A1

HG 24240670 パルシファイ シャワーパイプ 260 2ジェット シャワータブレット400 マットブラック ¥312,180
（¥283,800 税抜）

¥291,720
（¥265,200 税抜） hg026 d35 A1

HG 24340000 シャワータブレットセレクト バスサーモスタット 400 露出型 ¥115,390
（¥104,900 税抜）

¥107,800
（¥98,000 税抜） hg028 d34 A1

HG 24340670 シャワータブレットセレクト バスサーモスタット 400 露出型 マットブラック ¥149,930
（¥136,300 税抜）

¥140,140
（¥127,400 税抜） hg028 d34 A1

HG 24360000 シャワータブレットセレクト シャワーサーモスタット 400 露出型 ¥95,370
（¥86,700 税抜）

¥89,100
（¥81,000 税抜） hg028 d34 A1

HG 24360670 シャワータブレットセレクト シャワーサーモスタット 400 露出型 マットブラック ¥123,970
（¥112,700 税抜）

¥115,830
（¥105,300 税抜） hg028 d34 A1

HG 24401000 ユニカウォールバー パルシファイ 900mm イシフレックス1600mm付 ¥23,760
（¥21,600 税抜）

¥22,220
（¥20,200 税抜） hg029 d18

AX 26050000 アクサー 120 ハンドシャワー 3ジェット ¥27,610
（¥25,100 税抜）

¥25,850
（¥23,500 税抜） AX109 d15

HG 26220000 クロマ オーバーヘッドシャワー 280 1ジェット エア ¥103,950
（¥94,500 税抜）

¥97,130
（¥88,300 税抜） hg039 d20

HG 26220670 クロマ オーバーヘッドシャワー 280 1ジェット エア マットブラック ¥135,080
（¥122,800 税抜）

¥126,280
（¥114,800 税抜） hg039 d20

HG 26230000 レインフィニティ オーバーヘッドシャワー壁付式 360 1ジェット ¥233,860
（¥212,600 税抜）

¥218,570
（¥198,700 税抜） hg036 d21

HG 26230670 レインフィニティ オーバーヘッドシャワー壁付式 360 1ジェット マットブラック ¥304,040
（¥276,400 税抜）

¥284,130
（¥258,300 税抜） hg036 d21

HG 26231000 レインフィニティ オーバーヘッドシャワー天付式 360 1ジェット ¥201,190
（¥182,900 税抜）

¥187,990
（¥170,900 税抜） hg036 d21

HG 26231670 レインフィニティ オーバーヘッドシャワー天付式 360 1ジェット マットブラック ¥261,580
（¥237,800 税抜）

¥244,420
（¥222,200 税抜） hg036 d21

HG 26238000 レインダンスE オーバーヘッドシャワー 300 1ジェット エア シャワーアーム付 ¥174,240
（¥158,400 税抜）

¥162,800
（¥148,000 税抜） hg038 d21

HG 26238670 レインダンスE オーバーヘッドシャワー 300 1ジェット エア シャワーアーム付 
マットブラック

¥243,870
（¥221,700 税抜）

¥227,920
（¥207,200 税抜） hg038 d21

HG 26250000 レインダンスE オーバーヘッドシャワー 300 1ジェット エア 
シーリングコネクター100付 

¥162,470
（¥147,700 税抜）

¥151,800
（¥138,000 税抜） hg038 d21
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HG 26250670 レインダンスE オーバーヘッドシャワー 300 1ジェット エア 
シーリングコネクター100付 マットブラック

¥227,370
（¥206,700 税抜）

¥212,520
（¥193,200 税抜） hg038 d21

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） ¥257,070
（¥233,700 税抜）

¥240,240
（¥218,400 税抜）

hg037 d21

HG 26254180 レインダンスE オーバーヘッドシャワー用 400×400 （埋込部） ¥38,940
（¥35,400 税抜）

¥36,410
（¥33,100 税抜） d21

HG 26271000 ベルニスブレンド オーバーヘッドシャワー 200 1ジェット ¥35,090
（¥31,900 税抜）

¥32,780
（¥29,800 税抜）

hg039 d21

HG 26274000 ベルニスブレンド シャワーパイプ 200 1ジェット スパウト付 ¥151,580
（¥137,800 税抜）

¥141,680
（¥128,800 税抜）

hg045 d35

HG 26276000 ベルニスブレンド シャワーパイプ 200 1ジェット ¥116,270
（¥105,700 税抜）

¥108,680
（¥98,800 税抜）

hg045 d35

HG 26329000 ユニカ フットサポート コンフォート ¥44,110
（¥40,100 税抜）

¥41,250
（¥37,500 税抜）

hg061 d18

HG 26336404 クロメッタ ハンドシャワー 110 2ジェット ヴァリオ グリーン ¥7,370
（¥6,700 税抜）

¥6,930
（¥6,300 税抜） hg033 d15

HG 26403400 ユニカ シャワーバー コンフォート 1100mm L ¥101,310
（¥92,100 税抜）

¥94,710
（¥86,100 税抜） hg061 d18

HG 26404400 ユニカ シャワーバー コンフォート 1100mm R ¥101,310
（¥92,100 税抜）

¥94,710
（¥86,100 税抜） hg061 d19

AX 26434180 アクサーシャワー 天付式オーバーヘッドシャワー 300／300 （埋込部） ¥69,190
（¥62,900 税抜）

¥64,680
（¥58,800 税抜） d21

HG 26453000 シャワー取出口 S （逆止弁付） ¥14,410
（¥13,100 税抜）

¥13,420
（¥12,200 税抜） hg062 d17

HG 26453670 シャワー取出口 S （逆止弁付） マットブラック ¥20,130
（¥18,300 税抜）

¥18,788
（¥17,080 税抜） hg062 d17

HG 26455000 シャワー取出口スクエア（逆止弁付） ¥14,410
（¥13,100 税抜）

¥13,420
（¥12,200 税抜） hg062 d17

HG 26455670 シャワー取出口スクエア（逆止弁付） マットブラック ¥20,130
（¥18,300 税抜）

¥18,788
（¥17,080 税抜） hg062 d17

HG 26471180 レインダンス オーバーヘッドシャワー用 240×240 （埋込部） ¥28,600
（¥26,000 税抜）

¥26,730
（¥24,300 税抜） d21

HG 26472000 レインダンス オーバーヘッドシャワー 260 1ジェット エア （化粧部） ¥127,270
（¥115,700 税抜）

¥118,910
（¥108,100 税抜） hg037 d21

HG 26486000 ホルダー付 シャワー取出口 スクエア （逆止弁付） ¥28,600
（¥26,000 税抜）

¥26,730
（¥24,300 税抜） hg062 d17

HG 26530404 レインダンス セレクトS ハンドシャワー 120 3ジェット ¥25,080
（¥22,800 税抜）

¥23,430
（¥21,300 税抜） hg033 d15

HG 26530670 レインダンス セレクトS ハンドシャワー 120 3ジェット マットブラック ¥32,560
（¥29,600 税抜）

¥30,470
（¥27,700 税抜） hg033 d15

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 ¥65,010
（¥59,100 税抜）

¥60,720
（¥55,200 税抜） hg039 d21

HG 26790000 クロマ セレクトS シャワーパイプ 280 1ジェット ¥257,070
（¥233,700 税抜）

¥240,240
（¥218,400 税抜） hg043 d36

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 ¥296,010
（¥269,100 税抜）

¥276,650
（¥251,500 税抜） hg043 d36

HG 26793000 クロマ セレクトS シャワーパイプ 280 1ジェット レノ ¥218,240
（¥198,400 税抜）

¥203,940
（¥185,400 税抜） hg043 d36

HG 26800400 クロマ セレクトS ハンドシャワー 110 マルチ 3ジェット ¥20,020
（¥18,200 税抜）

¥18,700
（¥17,000 税抜） hg033 d15

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 ¥14,960
（¥13,600 税抜）

¥13,970
（¥12,700 税抜） hg033 d15

HG 26864000 レインフィニティ　ハンドシャワー 130 3ジェット ¥27,500
（¥25,000 税抜）

¥25,740
（¥23,400 税抜） hg032 d15

HG 26864670 レインフィニティ　ハンドシャワー 130 3ジェット マットブラック ¥35,750
（¥32,500 税抜）

¥33,440
（¥30,400 税抜） hg032 d15

HG 26866000 レインフィニティ　バトンハンドシャワー 100 1ジェット ¥22,440
（¥20,400 税抜）

¥21,010
（¥19,100 税抜） hg032 d15

HG 26866670 レインフィニティ　バトンハンドシャワー 100 1ジェット マットブラック ¥29,260
（¥26,600 税抜）

¥27,390
（¥24,900 税抜） hg032 d15

HG 26890670 クロマ セレクトS シャワーパイプ 280 1ジェット マットブラック ¥334,180
（¥303,800 税抜）

¥312,290
（¥283,900 税抜） hg042 d36

AX 26909180 アクサー壁付式オーバーヘッドシャワー用 （埋込部） ¥125,950
（¥114,500 税抜）

¥117,700
（¥107,000 税抜） d21

HG 27114000 レインダンスS シャワーパイプ 300 1ジェット ¥336,270
（¥305,700 税抜）

¥314,270
（¥285,700 税抜） hg042 d36

HG 27267000 クロメッタS シャワーパイプ 240 1ジェット ¥179,190
（¥162,900 税抜）

¥167,420
（¥152,200 税抜） hg044 d35
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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 ¥140,250
（¥127,500 税抜）

¥131,120
（¥119,200 税抜） hg044 d37

HG 27320000 クロメッタS シャワーパイプ 240 1ジェット スパウト付 ¥218,240
（¥198,400 税抜）

¥203,940
（¥185,400 税抜）

hg044 d37

HG 27393000 シーリングコネクター S10 ¥16,390
（¥14,900 税抜）

¥15,290
（¥13,900 税抜） hg036 d23

HG 27393670 シーリングコネクター S10 マットブラック ¥21,340
（¥19,400 税抜）

¥19,910
（¥18,100 税抜）

hg036 d23

HG 27413000 シャワーアーム 389mm ¥31,240
（¥28,400 税抜）

¥29,150
（¥26,500 税抜）

hg039 d23

HG 27413670 シャワーアーム 389mm マットブラック ¥40,590
（¥36,900 税抜）

¥37,950
（¥34,500 税抜）

hg039 d23

HG 27414004 シャワー取出口 E （逆止弁付） ¥16,830
（¥15,300 税抜）

¥15,730
（¥14,300 税抜）

hg062 d17

AX 27419000 アクサーチッテリオ オーバーヘッドシャワー用エスカッチョン ¥30,910
（¥28,100 税抜）

¥28,930
（¥26,300 税抜） hg120 d23

AX 27451004 シャワー取出口 S （逆止弁付） ¥14,410
（¥13,100 税抜）

¥13,420
（¥12,200 税抜） AX109 d17

HG 27493000 レインダンスS オーバーヘッドシャワー 壁付式 300 1ジェット エア ¥205,260
（¥186,600 税抜）

¥191,840
（¥174,400 税抜） hg038 d22

HG 27494000 レインダンスS オーバーヘッドシャワー 天付式 300 1ジェット エア ¥187,000
（¥170,000 税抜）

¥174,790
（¥158,900 税抜） hg038 d22

AX 27515000 アクサースタルク シャワーホルダー ¥12,760
（¥11,600 税抜）

¥11,880
（¥10,800 税抜） AX021 d18

HG 27610000 ユニカ ウォールバー C 900mm ¥25,850
（¥23,500 税抜）

¥24,200
（¥22,000 税抜） hg059 d19

HG 27636000 ユニカ ウォールバー レインダンス 900mm シャワーホース付 ¥76,670
（¥69,700 税抜）

¥71,610
（¥65,100 税抜） hg059 d19

HG 27804000 ベルニスブレンド シーリングコネクター 100mm ¥13,420
（¥12,200 税抜）

¥12,500
（¥11,400 税抜） hg039 d23

HG 27809000 ベルニスブレンド シャワーアーム 240mm ¥16,280
（¥14,800 税抜）

¥15,200
（¥13,800 税抜） hg039 d23

AX 27831000 アクサー チッテリオ ウォールバー 900 ¥89,540
（¥81,400 税抜）

¥83,710
（¥76,100 税抜） AX033 d19

HG 27966670 ウォールストーリス バスバンドル マットブラック 
（ウォールバー70cm シェルフ バスケット）

¥21,560
（¥19,600 税抜）

¥20,130
（¥18,300 税抜） hg091 d41

HG 27967670 ウォールストーリス シャワーバンドル マットブラック 
（ウォールバー50cm フック バスケット 眼鏡置き）

¥16,280
（¥14,800 税抜）

¥15,180
（¥13,800 税抜） hg091 d41

HG 27969670 ウォールストーリス トイレバンドル マットブラック 
（トイレブラシ、シェルフ付ペーパーホルダー）

¥20,130
（¥18,300 税抜）

¥18,810
（¥17,100 税抜） hg091 d41

AX 27980000 アクサースタルク シャワーセット 900 ¥151,800
（¥138,000 税抜）

¥141,900
（¥129,000 税抜） AX021 d19

AX 27984000 アクサーシャワー シャワーパイプ 800サーモスタット／350オーバーヘッドシャワー ¥1,038,840
（¥944,400 税抜）

¥970,860
（¥882,600 税抜） AX101 d37 A1

HG 28134000 センソフレックス シャワーホース 2000mm ¥16,830
（¥15,300 税抜）

¥15,730
（¥14,300 税抜） hg063 d16

HG 28135004 センソフレックス シャワーホース 1750mm ¥16,280
（¥14,800 税抜）

¥15,180
（¥13,800 税抜） hg063 d16

HG 28136000 センソフレックス シャワーホース 1600mm ¥15,620
（¥14,200 税抜）

¥14,630
（¥13,300 税抜） hg063 d16

HG 28245004 イシフレックス シャワーホース 1750mm ¥12,320
（¥11,200 税抜）

¥11,550
（¥10,500 税抜） hg063 d16

HG 28248000 イシフレックス シャワーホース 1600mm （流量調整機能付） ¥18,810
（¥17,100 税抜）

¥17,600
（¥16,000 税抜） hg063 d16

HG 28274000 イシフレックス シャワーホース 2000mm ¥12,980
（¥11,800 税抜）

¥12,100
（¥11,000 税抜） hg063 d16

HG 28276000 イシフレックス シャワーホース 1600mm ¥11,660
（¥10,600 税抜）

¥10,890
（¥9,900 税抜） hg063 d16

HG 28276670 イシフレックス シャワーホース 1600mm マットブラック ¥15,180
（¥13,800 税抜）

¥14,190
（¥12,900 税抜） hg063 d16

AX 28282000 アクサー メタルエフェクト シャワーホース 1250mm ¥16,280
（¥14,800 税抜）

¥15,180
（¥13,800 税抜） AX109 d16

AX 28282670 アクサー メタルエフェクト シャワーホース 1250mm マットブラック ¥22,770
（¥20,700 税抜）

¥21,252
（¥19,320 税抜） AX109 d16

AX 28286000 アクサー シャワーホース 1600mm ¥17,490
（¥15,900 税抜）

¥16,390
（¥14,900 税抜） AX021 d16

HG 28331000 シャワーホルダー ポルターS ¥8,800
（¥8,000 税抜）

¥8,250
（¥7,500 税抜） hg063 d18
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HG 28331670 シャワーホルダー ポルターS マットブラック ¥11,440
（¥10,400 税抜）

¥10,670
（¥9,700 税抜） hg063 d18

HG 28387000 シャワーホルダー ポルターＥ ¥15,070
（¥13,700 税抜）

¥14,080
（¥12,800 税抜）

hg063 d18

HG 28387670 シャワーホルダー ポルターＥ マットブラック ¥19,690
（¥17,900 税抜）

¥18,370
（¥16,700 税抜） hg063 d18

AX 28470180 アクサーシャワー シャワーモジュール （天井取付用埋込部） ¥79,200
（¥72,000 税抜）

¥74,030
（¥67,300 税抜）

d22

AX 28486180 アクサーシャワー シャワーモジュール用 （埋込部） ¥43,010
（¥39,100 税抜）

¥40,150
（¥36,500 税抜）

d22

AX 28491000 アクサーシャワー シャワーモジュール （化粧部） ¥105,270
（¥95,700 税抜）

¥98,340
（¥89,400 税抜）

AX104 d22

AX 28532000 アクサースタルク バトンハンドシャワー ¥48,070
（¥43,700 税抜）

¥44,880
（¥40,800 税抜）

AX021 d15

AX 28624000 アクサーシャワーホース 2000mm ¥12,980
（¥11,800 税抜）

¥12,100
（¥11,000 税抜） AX109 d16

AX 28626000 アクサーシャワーホース 1600mm ¥11,660
（¥10,600 税抜）

¥10,890
（¥9,900 税抜） AX109 d16

HG 28631670 ユニカ ウォールバー S プロ 900mm イシフレックス 1600mm付 マットブラック ¥55,770
（¥50,700 税抜）

¥52,140
（¥47,400 税抜） hg059 d19

HG 28633004 ユニカ ウォールバー S プロ 900mm ¥31,240
（¥28,400 税抜）

¥29,150
（¥26,500 税抜） hg059 d19

HG 28637004 ユニカ ウォールバー S プロ 1200mm ¥40,260
（¥36,600 税抜）

¥37,620
（¥34,200 税抜） hg059 d19

HG 28663000 ユニカ ウォールバー S プロ レノ 1050mm ¥38,940
（¥35,400 税抜）

¥36,410
（¥33,100 税抜） hg059 d19

HG 28679000 共通部品 カセッタSプロ ソープデッシュ ¥10,362
（¥9,420 税抜）

¥9,680
（¥8,800 税抜） hg059 d45

HG 31121000 メトリス シングルレバー洗面混合水栓  110 クールスタート
 （ポップアップ引棒有）

¥71,390
（¥64,900 税抜）

¥66,770
（¥60,700 税抜） hg075 d02 C1

HG 31121004 メトリス 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）

¥71,390
（¥64,900 税抜）

¥66,770
（¥60,700 税抜） hg075 d02 C1

HG 31166000 メトリス 単水栓 100 （ポップアップ引棒無） ¥49,280
（¥44,800 税抜）

¥46,090
（¥41,900 税抜） hg075 d09

HG 31171000 フォーカス自動洗面混合水栓 温度調節付 ¥93,940
（¥85,400 税抜）

¥87,780
（¥79,800 税抜） hg083 d08

HG 31183000 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
 （ポップアップ引棒有）

¥92,290
（¥83,900 税抜）

¥86,240
（¥78,400 税抜） hg075 d02

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）

¥92,290
（¥83,900 税抜）

¥86,240
（¥78,400 税抜） hg075 d02

HG 31509000 フォーカス シングルレバー洗面混合水栓  100 クールスタート
 （ポップアップ引棒無）

¥42,460
（¥38,600 税抜）

¥39,710
（¥36,100 税抜） hg083 d02 C1

HG 31539000 フォーカス 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）

¥35,200
（¥32,000 税抜）

¥32,890
（¥29,900 税抜） hg083 d02 C1

HG 31539004 フォーカス シングルレバー洗面混合水栓  70 クールスタート
 （ポップアップ引棒無）

¥35,200
（¥32,000 税抜）

¥32,890
（¥29,900 税抜） hg083 d02 C1

HG 31621000 フォーカス 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）

¥42,460
（¥38,600 税抜）

¥39,710
（¥36,100 税抜） hg083 d02 C1

HG 31815004 フォーカス M41 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）

¥89,540
（¥81,400 税抜）

¥83,710
（¥76,100 税抜） hg103 d12

HG 31815674 フォーカス M41 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）マットブラック QH300、SH450仕様

¥108,900
（¥99,000 税抜）

¥101,816
（¥92,560 税抜） hg103 d12

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）

¥84,370
（¥76,700 税抜）

¥78,870
（¥71,700 税抜） hg069 d02 C1

HG 32506000 メトロポール シングルレバー洗面混合水栓  110 （ポップアップ引棒有） ¥84,370
（¥76,700 税抜）

¥78,870
（¥71,700 税抜） hg069 d02

HG 32507670 メトロポール シングルレバー洗面混合水栓 110 （ポップアップ引棒無）
マットブラック

¥118,140
（¥107,400 税抜）

¥110,418
（¥100,380 税抜） hg069 d02

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）

¥88,330
（¥80,300 税抜）

¥82,500
（¥75,000 税抜） hg069 d02 C1

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）

¥122,100
（¥111,000 税抜）

¥114,070
（¥103,700 税抜） hg069 d02

HG 32512670 メトロポール シングルレバー洗面混合水栓 260 （ポップアップ引棒無）
 マットブラック

¥170,830
（¥155,300 税抜）

¥159,698
（¥145,180 税抜） hg069 d02

HG 32530000 メトロポール シングルレバー床付式洗面混合水栓  （化粧部） ¥353,210
（¥321,100 税抜）

¥330,110
（¥300,100 税抜） hg069 d08

AX 34010000 アクサーチッテリオM シングルレバー洗面混合水栓 100 （ポップアップ引棒有） ¥87,010
（¥79,100 税抜）

¥81,290
（¥73,900 税抜） AX048 d02

8



brand 品名 （カタログ）
掲載ページ

節湯（図面）
JWWA

品番
メーカー希望小売価格

2022年7月1日より 2022年6月30日まで

AX 34017000 アクサーチッテリオM シングルレバー洗面混合水栓 100 （ポップアップ引棒無） ¥87,010
（¥79,100 税抜）

¥81,290
（¥73,900 税抜） AX048 d02

AX 34113000 アクサーチッテリオM シングルレバー壁付式洗面混合水栓 167 （化粧部） ¥110,440
（¥100,400 税抜）

¥103,180
（¥93,800 税抜）

AX048 d10

AX 34127000 アクサーチッテリオM シングルレバー洗面混合水栓 250 （ポップアップ引棒無） ¥136,400
（¥124,000 税抜）

¥127,490
（¥115,900 税抜） AX048 d02

AX 34130000 アクサーチッテリオM 単水栓 90 （ポップアップ引棒無） ¥66,110
（¥60,100 税抜）

¥61,820
（¥56,200 税抜）

AX048 d09

AX 34410000 アクサーチッテリオM バススパウト 182mm ¥65,010
（¥59,100 税抜）

¥60,720
（¥55,200 税抜）

AX049 d30

AX 34444000 アクサーチッテリオM 4ホールリム付式バス混合水栓 （化粧部） ¥284,350
（¥258,500 税抜）

¥265,760
（¥241,600 税抜）

AX049 d32

AX 34705000 アクサーチッテリオM 埋込式サーモスタット混合水栓 1アウトレット （化粧部） ¥142,780
（¥129,800 税抜）

¥133,430
（¥121,300 税抜）

AX049 d25

AX 34725000 アクサーチッテリオM 埋込式サーモスタット混合水栓 2アウトレット （化粧部） ¥155,760
（¥141,600 税抜）

¥145,530
（¥132,300 税抜） AX049 d25

AX 34822000 アクサーチッテリオM 2ホール引出式キッチンシャワー混合水栓 220 ¥124,630
（¥113,300 税抜）

¥116,490
（¥105,900 税抜） AX120 d12

AX 35277000 アクサーシャワー 天付式オーバーヘッドシャワー 460／300 1ジェット（化粧部） ¥545,270
（¥495,700 税抜）

¥509,630
（¥463,300 税抜） AX095 d22

AX 35281000 アクサーシャワー 天付式オーバーヘッドシャワー 460／300 3ジェット（化粧部） ¥727,100
（¥661,000 税抜）

¥679,580
（¥617,800 税抜） AX095 d22

AX 35283000 アクサーシャワー 壁付式オーバーヘッドシャワー 250／580 3ジェット （化粧部） ¥882,970
（¥802,700 税抜）

¥825,220
（¥750,200 税抜） AX095 d22

AX 35300000 アクサーシャワー 壁付式オーバーヘッドシャワー 300 1ジェット 
パウダーレイン （化粧部）

¥371,250
（¥337,500 税抜）

¥346,940
（¥315,400 税抜） AX093 d22

AX 35301000 アクサーシャワー 天付式オーバーヘッドシャワー 300 1ジェット 
パウダーレイン （化粧部）

¥328,350
（¥298,500 税抜）

¥306,900
（¥279,000 税抜） AX093 d22

AX 35316000 アクサーシャワー 天付式オーバーヘッドシャワー 300／300 1ジェット 
パウダーレイン （化粧部）

¥328,350
（¥298,500 税抜）

¥306,900
（¥279,000 税抜） AX093 d22

AX 35317000 アクサーシャワー 天井埋込式オーバーヘッドシャワー 300／300 1ジェット 
パウダーレイン （化粧部）

¥328,350
（¥298,500 税抜）

¥306,900
（¥279,000 税抜） AX093 d22

AX 35363180 アクサーシャワー 天井埋込式オーバーヘッドシャワー 300／300 （埋込部） ¥27,610
（¥25,100 税抜）

¥25,850
（¥23,500 税抜） d23

AX 36100000 アクサーチッテリオＥ シングルレバー洗面混合水栓 125 （ポップアップ引棒有） ¥110,440
（¥100,400 税抜）

¥103,180
（¥93,800 税抜） AX040 d03

AX 36101000 アクサーチッテリオＥ シングルレバー洗面混合水栓 125 （ポップアップ引棒無） ¥110,440
（¥100,400 税抜）

¥103,180
（¥93,800 税抜） AX040 d03

AX 36103000 アクサーチッテリオＥ シングルレバー洗面混合水栓 190 （ポップアップ引棒無） ¥149,380
（¥135,800 税抜）

¥139,590
（¥126,900 税抜） AX040 d03

AX 36104000 アクサーチッテリオＥ シングルレバー洗面混合水栓 250 （ポップアップ引棒無） ¥171,380
（¥155,800 税抜）

¥160,160
（¥145,600 税抜） AX040 d03

AX 36105000 アクサーチッテリオＥ 単水栓 115（ポップアップ引棒無） ¥89,540
（¥81,400 税抜）

¥83,710
（¥76,100 税抜） AX040 d09

AX 36108000 アクサーチッテリオＥ 3ホール洗面混合水栓 170 （ポップアップ引棒有） ¥175,230
（¥159,300 税抜）

¥163,790
（¥148,900 税抜） AX040 d11

AX 36114000 アクサーチッテリオＥ シングルレバー壁付式洗面混合水栓 220 （プレート付） ¥177,980
（¥161,800 税抜）

¥166,320
（¥151,200 税抜） AX040 d10

AX 36140000 アクサーチッテリオＥ 壁付式サーモスタットバス・シャワー混合水栓 ¥123,310
（¥112,100 税抜）

¥115,280
（¥104,800 税抜） AX041 d34

AX 36411000 アクサーチッテリオＥ 4ホールリム付式サーモスタット混合水栓 （化粧部） ¥328,460
（¥298,600 税抜）

¥307,010
（¥279,100 税抜） AX041 d32

AX 36416000 アクサーチッテリオＥ 床付式サーモスタットバス・シャワー混合水栓 （化粧部） ¥537,570
（¥488,700 税抜）

¥502,370
（¥456,700 税抜） AX041 d31

AX 36425000 アクサーチッテリオＥ バススパウト 181 ¥79,200
（¥72,000 税抜）

¥74,030
（¥67,300 税抜） AX041 d30

AX 36701180 サーモスタット 38×12  2アウトレット用 （埋込部） ¥194,810
（¥177,100 税抜）

¥182,050
（¥165,500 税抜） d28

AX 36702000 アクサーチッテリオＥ 埋込式ハイフローサーモスタット混合水栓 120／120 
（化粧部）

¥131,120
（¥119,200 税抜）

¥122,540
（¥111,400 税抜） AX042 d28

AX 36703000 アクサーチッテリオＥ 埋込式ハイフローサーモスタット混合水栓 380／120  
2アウトレット （化粧部）

¥223,300
（¥203,000 税抜）

¥208,670
（¥189,700 税抜） AX042 d28

AX 36704000 アクサーチッテリオＥ 埋込式ハイフローサーモスタット混合水栓 380／120  
3アウトレット （化粧部）

¥231,110
（¥210,100 税抜）

¥216,040
（¥196,400 税抜） AX042 d28

AX 36705000 アクサーシャワーセレクト 埋込式 サーモスタット混合水栓 
1アウトレット 170／170 （化粧部）

¥189,640
（¥172,400 税抜）

¥177,210
（¥161,100 税抜） AX099 d25 A1

AX 36706000 アクサーシャワーセレクト 埋込式 ハイフローサーモスタット混合水栓 
1アウトレット 170／170 （化粧部）

¥189,640
（¥172,400 税抜）

¥177,210
（¥161,100 税抜） AX099 d25 A1

9



brand 品名 （カタログ）
掲載ページ

節湯（図面）
JWWA

品番
メーカー希望小売価格

2022年7月1日より 2022年6月30日まで

AX 36707000 アクサーシャワーセレクト 埋込式 サーモスタット混合水栓 2アウトレット
170／170（化粧部）

¥207,790
（¥188,900 税抜）

¥194,150
（¥176,500 税抜） AX099 d25 A1

AX 36708180 サーモスタット 38×12  3アウトレット用 （埋込部） ¥194,810
（¥177,100 税抜）

¥182,050
（¥165,500 税抜）

d28

AX 36711000 アクサーシャワーセレクト 埋込式 ハイフローサーモスタット混合水栓
170／170 （化粧部）

¥137,610
（¥125,100 税抜）

¥128,590
（¥116,900 税抜） AX099 d25

AX 36724000 アクサー シャワー取出機能付きポーターユニット 120／120 ¥45,430
（¥41,300 税抜）

¥42,460
（¥38,600 税抜）

AX042 d17

AX 36725000 アクサー オーバーヘッドシャワー用壁付プレート 120／120 ¥27,302
（¥24,820 税抜）

¥25,520
（¥23,200 税抜）

hg120 d23

AX 36731000 アクサー取出口 ソフトキューブ ¥16,830
（¥15,300 税抜）

¥15,730
（¥14,300 税抜）

AX109 d17

AX 36771000 アクサーチッテリオＥ 埋込式止水バルブ 120／120 （化粧部） ¥43,010
（¥39,100 税抜）

¥40,150
（¥36,500 税抜）

AX042 d28

AX 36772000 アクサーチッテリオＥ 埋込式3アウトレット切替バルブ 120／120 （化粧部） ¥48,070
（¥43,700 税抜）

¥44,880
（¥40,800 税抜） AX042 d28

AX 36773000 アクサーシャワーセレクト 埋込式 3アウトレット切替バルブ 170／170 （化粧部） ¥137,610
（¥125,100 税抜）

¥128,590
（¥116,900 税抜） AX099 d25

AX 36822000 アクサーチッテリオＥ シャワーモジュール 120／120（化粧部） ¥100,100
（¥91,000 税抜）

¥93,500
（¥85,000 税抜） AX042 d23

AX 38815000 アクサーウノ 壁付式シングルレバー引出式キッチン混合水栓 ¥166,210
（¥151,100 税抜）

¥155,320
（¥141,200 税抜） AX121 d12

AX 39001000 アクサーチッテリオ シングルレバー洗面混合水栓 90 ロンビックカット
 （ポップアップ引棒有）

¥114,180
（¥103,800 税抜）

¥106,700
（¥97,000 税抜） AX031 d03

AX 39010000 アクサーチッテリオ シングルレバー洗面混合水栓 110 ピンハンドル
 （ポップアップ引棒有）

¥146,630
（¥133,300 税抜）

¥137,060
（¥124,600 税抜） AX032 d03

AX 39021000 アクサーチッテリオ シングルレバー洗面混合水栓 280 （ポップアップ引棒無） ¥188,320
（¥171,200 税抜）

¥176,000
（¥160,000 税抜） AX031 d03

AX 39022000 アクサーチッテリオ シングルレバー洗面混合水栓 90 （ポップアップ引棒有） ¥103,620
（¥94,200 税抜）

¥96,800
（¥88,000 税抜） AX031 d03

AX 39024000 アクサーチッテリオ シングルレバー洗面混合水栓 160 （ポップアップ引棒無） ¥124,740
（¥113,400 税抜）

¥116,600
（¥106,000 税抜） AX031 d03

AX 39031000 アクサーチッテリオ シングルレバー洗面混合水栓 160 ピンハンドル
 （ポップアップ引棒有）

¥163,570
（¥148,700 税抜）

¥152,900
（¥139,000 税抜） AX032 d03

AX 39032000 アクサーチッテリオ シングルレバー洗面混合水栓 160 ピンハンドル 
（ポップアップ引棒無）

¥163,570
（¥148,700 税抜）

¥152,900
（¥139,000 税抜） AX032 d03

AX 39034000 アクサーチッテリオ シングルレバーハイスパウト洗面混合水栓 190 
ピンハンドル （ポップアップ引棒有）

¥163,570
（¥148,700 税抜）

¥152,900
（¥139,000 税抜） AX032 d03

AX 39081000 アクサーチッテリオ シングルレバー洗面混合水栓 160 ロンビックカット
 （ポップアップ引棒無）

¥136,510
（¥124,100 税抜）

¥127,600
（¥116,000 税抜） AX031 d03

AX 39133000 アクサーチッテリオ 3ホール洗面混合水栓 170 クロスハンドル
 （ポップアップ引棒有）

¥180,400
（¥164,000 税抜）

¥168,630
（¥153,300 税抜） AX032 d11

AX 39151000 アクサーチッテリオ シングルレバー洗面混合水栓 280 ロンビックカット
 （ポップアップ引棒無）

¥204,820
（¥186,200 税抜）

¥191,400
（¥174,000 税抜） AX031 d03

AX 39313000 アクサーチッテリオ 3ホール壁付式洗面混合水栓 162 クロスハンドル
 （化粧部）

¥129,800
（¥118,000 税抜）

¥121,330
（¥110,300 税抜） AX032 d11

AX 39410000 アクサーチッテリオ バススパウト 165mm ¥77,880
（¥70,800 税抜）

¥72,820
（¥66,200 税抜） AX033 d30

AX 39436000 アクサーチッテリオ 3ホールリム付式バス混合水栓 クロスハンドル （化粧部） ¥229,900
（¥209,000 税抜）

¥214,830
（¥195,300 税抜） AX035 d32

AX 39445000 アクサーチッテリオ 4ホールリム付式バス混合水栓 クロスハンドル （化粧部） ¥332,420
（¥302,200 税抜）

¥310,640
（¥282,400 税抜） AX035 d32

AX 39525000 アクサーチッテリオ シャワーホルダー ¥33,660
（¥30,600 税抜）

¥31,460
（¥28,600 税抜） AX033 d18

AX 39705000 アクサーチッテリオ 埋込式サーモスタット混合水栓 1アウトレット （化粧部） ¥202,510
（¥184,100 税抜）

¥189,310
（¥172,100 税抜） AX035 d25

AX 39725000 アクサーチッテリオ 埋込式サーモスタット混合水栓 2アウトレット （化粧部） ¥215,490
（¥195,900 税抜）

¥201,410
（¥183,100 税抜） AX035 d25

AX 39835004 アクサーチッテリオ シングルレバー引出式キッチンシャワー混合水栓 240 ¥137,170
（¥124,700 税抜）

¥128,150
（¥116,500 税抜） AX119 d12

AX 39840000 アクサーチッテリオ セミプロ シングルレバーキッチンシャワー混合水栓 230 ¥187,550
（¥170,500 税抜）

¥175,230
（¥159,300 税抜） AX120 d12

AX 39863004 アクサーチッテリオ セレクト シングルレバー引出式キッチンシャワー
混合水栓 230

¥149,710
（¥136,100 税抜）

¥139,920
（¥127,200 税抜） AX119 d12 A1

HG 40448000 A51 ソープ・ローションディスペンサー ¥18,700
（¥17,000 税抜）

¥17,490
（¥15,900 税抜） hg108 d41

HG 40448670 A51 ソープ・ローションディスペンサー マットブラック ¥24,310
（¥22,100 税抜）

¥22,770
（¥20,700 税抜） hg108 d41
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AX 40872000 アクサー シャワー シェルフ 120／120 ¥134,970
（¥122,700 税抜）

¥126,170
（¥114,700 税抜） AX105 d41

AX 40873000 アクサー シャワー ロングシェルフ 240／120 ¥166,210
（¥151,100 税抜）

¥155,320
（¥141,200 税抜）

AX105 d41

HG 40961000 F16 カッティングボード オーク ¥23,760
（¥21,600 税抜）

¥22,220
（¥20,200 税抜） hg108 d41

HG 40963000 F14 マルチファンクショナル ストレーナー ¥4,950
（¥4,500 税抜）

¥4,620
（¥4,200 税抜）

hg095 d41

HG 41711000 ロギスユニバーサル タオルフック ¥2,090
（¥1,900 税抜）

¥1,980
（¥1,800 税抜）

hg090 d41

HG 41712000 ロギスユニバーサル タオルホルダー ダブル 600mm ¥13,860
（¥12,600 税抜）

¥12,980
（¥11,800 税抜）

hg090 d41

HG 41713000 ロギスユニバーサル グラブバー 300mm ¥11,550
（¥10,500 税抜）

¥10,780
（¥9,800 税抜）

hg090 d41

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 ¥17,380
（¥15,800 税抜）

¥16,280
（¥14,800 税抜） hg090 d41

HG 41723000 ロギスユニバーサル ロールホルダー ¥9,130
（¥8,300 税抜）

¥8,580
（¥7,800 税抜） hg090 d42

HG 41741670 アドストーリス コーナーバスケット マットブラック ¥19,140
（¥17,400 税抜）

¥17,930
（¥16,300 税抜） hg089 d42

HG 41744670 アドストーリス グラブバー 348mm マットブラック ¥26,620
（¥24,200 税抜）

¥24,860
（¥22,600 税抜） hg089 d42

HG 41747670 アドストーリス バスタオルレール 648mm マットブラック ¥27,060
（¥24,600 税抜）

¥25,300
（¥23,000 税抜） hg089 d42

HG 41751670 アドストーリス タオルラック／タオルホルダー 648mm マットブラック ¥74,140
（¥67,400 税抜）

¥69,300
（¥63,000 税抜） hg089 d42

HG 41755670 アドストーリス ダブルフック マットブラック ¥10,120
（¥9,200 税抜）

¥9,460
（¥8,600 税抜） hg089 d42

HG 41756670 アドストーリス スペアロールホルダー マットブラック ¥16,500
（¥15,000 税抜）

¥15,400
（¥14,000 税抜） hg089 d42

HG 41772670 アドストーリス シェルフ付ロールホルダー マットブラック ¥22,330
（¥20,300 税抜）

¥20,900
（¥19,000 税抜） hg089 d42

AX 42300000 アクサーマソー 洗面ボウル 800 ¥199,980
（¥181,800 税抜）

¥186,890
（¥169,900 税抜） AX057 d39

AX 42305000 アクサーマソー 洗面ボウル 600 ¥171,380
（¥155,800 税抜）

¥160,160
（¥145,600 税抜） AX057 d39

AX 42801000 アクサーユニバーサルアクセサリー シングルフック ¥14,410
（¥13,100 税抜）

¥13,420
（¥12,200 税抜） AX113 d42

AX 42802000 アクサーユニバーサルアクセサリー シェルフ、シャワー用 ¥41,580
（¥37,800 税抜）

¥38,830
（¥35,300 税抜） AX114 d42

AX 42803000 アクサーユニバーサルアクセサリー ソープディッシュ ¥38,940
（¥35,400 税抜）

¥36,410
（¥33,100 税抜） AX114 d42

AX 42812000 アクサーユニバーサルサーキュラーアクセサリー タオルフック ダブル ¥12,980
（¥11,800 税抜）

¥12,100
（¥11,000 税抜） AX111 d42

AX 42812670 アクサーユニバーサルサーキュラーアクセサリー タオルフック ダブル 
マットブラック

¥18,150
（¥16,500 税抜）

¥16,940
（¥15,400 税抜） AX111 d42

AX 42818000 アクサー ソープ・ローションディスペンサー ¥18,810
（¥17,100 税抜）

¥17,600
（¥16,000 税抜） AX123

AX 42818330 アクサー ソープ・ローションディスペンサー ポリッシュドブラッククロム ¥28,270
（¥25,700 税抜）

¥26,400
（¥24,000 税抜） AX123

AX 42818340 アクサー ソープ・ローションディスペンサー ブラッシュドブラッククロム ¥28,270
（¥25,700 税抜）

¥26,400
（¥24,000 税抜） AX123

AX 42819000 アクサーユニバーサルアクセサリー シェルフ兼ソープディスペンサー ¥58,410
（¥53,100 税抜）

¥54,560
（¥49,600 税抜） AX114 d43

AX 42821000 アクサーユニバーサルアクセサリー ダブルタオルハンガー ¥74,030
（¥67,300 税抜）

¥69,190
（¥62,900 税抜） AX113 d43

AX 42822000 アクサーユニバーサルサーキュラーアクセサリー タオルホルダー 
ダブルハンドル

¥45,870
（¥41,700 税抜）

¥42,900
（¥39,000 税抜） AX111 d43

AX 42822670 アクサーユニバーサルサーキュラーアクセサリー タオルホルダー 
ダブルハンドル マットブラック

¥64,240
（¥58,400 税抜）

¥60,060
（¥54,600 税抜） AX111 d43

AX 42830000 アクサーユニバーサルアクセサリー レール／タオルバー300mm ¥53,240
（¥48,400 税抜）

¥49,720
（¥45,200 税抜） AX114 d43

AX 42832000 アクサーユニバーサルアクセサリー レール／タオルバー600mm ¥63,690
（¥57,900 税抜）

¥59,510
（¥54,100 税抜） AX114 d43

AX 42833000 アクサーユニバーサルアクセサリー レール／タオルバー800mm ¥72,710
（¥66,100 税抜）

¥67,980
（¥61,800 税抜） AX114 d43

AX 42834000 アクサーユニバーサルアクセサリー トゥースブラシホルダー ¥45,430
（¥41,300 税抜）

¥42,460
（¥38,600 税抜） AX114 d43
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AX 42836000 アクサーユニバーサルアクセサリー ロールペーパーホルダー ¥41,580
（¥37,800 税抜）

¥38,830
（¥35,300 税抜） AX113 d43

AX 42837000 アクサーユニバーサルアクセサリー シャワードアハンドル 444mm ¥84,370
（¥76,700 税抜）

¥78,870
（¥71,700 税抜）

AX113 d43

AX 42838000 アクサーユニバーサルアクセサリー シェルフ 300mm ¥54,450
（¥49,500 税抜）

¥50,930
（¥46,300 税抜） AX114 d43

AX 42841000 アクサーユニバーサルアクセサリー レール取付金具 （ガラスドア両サイド用） ¥7,370
（¥6,700 税抜）

¥6,930
（¥6,300 税抜）

AX113 d43

AX 42842000 アクサーユニバーサルアクセサリー バスタオルシェルフ 600 ¥85,690
（¥77,900 税抜）

¥80,080
（¥72,800 税抜）

AX113 d44

AX 42843000 アクサーユニバーサルサーキュラーアクセサリー タオルラック ホルダー付 ¥63,580
（¥57,800 税抜）

¥59,400
（¥54,000 税抜）

AX111 d44

AX 42843670 アクサーユニバーサルサーキュラーアクセサリー タオルラック ホルダー付 
マットブラック

¥88,990
（¥80,900 税抜）

¥83,160
（¥75,600 税抜）

AX111 d44

AX 42848000 アクサーユニバーサルサーキュラーアクセサリー ウォールミラー ¥85,910
（¥78,100 税抜）

¥80,300
（¥73,000 税抜） AX111 d44

AX 42848670 アクサーユニバーサルサーキュラーアクセサリー ウォールミラー マットブラック ¥120,340
（¥109,400 税抜）

¥112,420
（¥102,200 税抜） AX111 d44

AX 42858000 アクサーユニバーサルサーキュラーアクセサリー ペーパーホルダー カバー付 ¥34,100
（¥31,000 税抜）

¥31,900
（¥29,000 税抜） AX111 d44

AX 42858670 アクサーユニバーサルサーキュラーアクセサリー ペーパーホルダー カバー付 
マットブラック

¥47,740
（¥43,400 税抜）

¥44,660
（¥40,600 税抜） AX111 d44

AX 42860000 アクサーユニバーサルサーキュラーアクセサリー タオルバー 600mm ¥29,480
（¥26,800 税抜）

¥27,500
（¥25,000 税抜） AX111 d44

AX 42860670 アクサーユニバーサルサーキュラーアクセサリー タオルバー 600mm 
マットブラック

¥41,250
（¥37,500 税抜）

¥38,500
（¥35,000 税抜） AX111 d44

AX 42870000 アクサーユニバーサルアクセサリー アダプターセット ¥13,090
（¥11,900 税抜）

¥12,210
（¥11,100 税抜） AX113 d44

AX 42871000 アクサーユニバーサルアクセサリー レール用カバー ¥15,840
（¥14,400 税抜）

¥14,850
（¥13,500 税抜） AX113

AX 43041104 アクサーモンターノ N-100 XL シリカラックス トップマウント ポラリス ¥200,090
（¥181,900 税抜）

¥187,000
（¥170,000 税抜） AX124 d39

AX 43041504 アクサーモンターノ N-100 XL シリカラックス トップマウント マグマ ¥200,090
（¥181,900 税抜）

¥187,000
（¥170,000 税抜） AX124 d39

HG 43431144 ハンスグローエキッチンシンク S510-U450 シリカテック アンダーマウント 
アルパインホワイト

¥99,220
（¥90,200 税抜）

¥92,730
（¥84,300 税抜） hg107 d39

HG 43431174 ハンスグローエキッチンシンク S510-U450 シリカテック アンダーマウント 
グラファイトブラック

¥99,220
（¥90,200 税抜）

¥92,730
（¥84,300 税抜） hg107 d39

HG 43432144 ハンスグローエキッチンシンク S510-U660 シリカテック アンダーマウント 
アルパインホワイト

¥121,990
（¥110,900 税抜）

¥113,960
（¥103,600 税抜） hg107 d39

HG 43432174 ハンスグローエキッチンシンク S510-U660 シリカテック アンダーマウント 
グラファイトブラック

¥121,990
（¥110,900 税抜）

¥113,960
（¥103,600 税抜） hg107 d39

AX 43450104 アクサーモンターノ N-100 XLY シリカラックス アンダーマウント ポラリス ¥213,730
（¥194,300 税抜）

¥199,760
（¥181,600 税抜） AX124 d39

AX 43450504 アクサーモンターノ N-100 XLY シリカラックス アンダーマウント マグマ ¥213,730
（¥194,300 税抜）

¥199,760
（¥181,600 税抜） AX124 d39

HG 43452144 ハンスグローエキッチンシンク フォンタナ S520-U720 シリカテック 
オーバー・アンダーマウント アルパインホワイト

¥114,070
（¥103,700 税抜）

¥106,590
（¥96,900 税抜） hg106 d40

HG 43452174 ハンスグローエキッチンシンク フォンタナ S520-U720 シリカテック 
オーバー・アンダーマウント グラファイトブラック

¥114,070
（¥103,700 税抜）

¥106,590
（¥96,900 税抜） hg106 d40

AX 43929004 キッチンシンク 排水トラップセット ¥12,430
（¥11,300 税抜）

¥11,660
（¥10,600 税抜） AX124 d40

AX 45001000 アクサーウノ 洗面混合水栓 110 ゼロハンドル （ポップアップ引棒有） ¥89,540
（¥81,400 税抜）

¥83,710
（¥76,100 税抜） AX067 d04

AX 45004000 アクサーウノ 洗面混合水栓 260 ゼロハンドル （ポップアップ引棒無） ¥140,250
（¥127,500 税抜）

¥131,120
（¥119,200 税抜） AX067 d04

AX 45010000 アクサーウノセレクト 洗面混合水栓 110 （ポップアップ引棒有） ¥107,800
（¥98,000 税抜）

¥100,760
（¥91,600 税抜） AX067 d04

AX 45014000 アクサーウノセレクト 洗面混合水栓 260 （ポップアップ引棒無） ¥158,400
（¥144,000 税抜）

¥148,060
（¥134,600 税抜） AX067 d04

AX 45016000 アクサーウノセレクト ハイスパウト洗面混合水栓 220 （ポップアップ引棒有） ¥155,760
（¥141,600 税抜）

¥145,530
（¥132,300 税抜） AX069 d04

AX 45037000 アクサーウノ 床付式洗面混合水栓 ゼロハンドル （化粧部） ¥415,470
（¥377,700 税抜）

¥388,300
（¥353,000 税抜） AX069 d08

AX 45130000 アクサーウノセレクト 単水栓 80 （ポップアップ引棒無） ¥85,690
（¥77,900 税抜）

¥80,080
（¥72,800 税抜） AX069 d09

AX 45412000 アクサーシャワー 床付式バススパウト （化粧部） ¥311,630
（¥283,300 税抜）

¥291,280
（¥264,800 税抜） AX069 d30

12



brand 品名 （カタログ）
掲載ページ

節湯（図面）
JWWA

品番
メーカー希望小売価格

2022年7月1日より 2022年6月30日まで

AX 45710180 アクサーワン サーモスタット混合水栓用 （埋込部） ¥85,910
（¥78,100 税抜）

¥80,300
（¥73,000 税抜） d26

AX 45711000 アクサーワン サーモスタット混合水栓 1アウトレット （化粧部） ¥176,550
（¥160,500 税抜）

¥165,000
（¥150,000 税抜）

AX084 d26 A1

AX 45711670 アクサーワン サーモスタット混合水栓 1アウトレット （化粧部） マットブラック ¥247,170
（¥224,700 税抜）

¥231,000
（¥210,000 税抜） AX084 d26 A1

AX 45712000 アクサーワン サーモスタット混合水栓 2アウトレット （化粧部） ¥220,110
（¥200,100 税抜）

¥205,700
（¥187,000 税抜）

AX084 d26 A1

AX 45712670 アクサーワン サーモスタット混合水栓 2アウトレッ ト（化粧部） マットブラック ¥308,110
（¥280,100 税抜）

¥287,980
（¥261,800 税抜）

AX084 d26 A1

AX 45713000 アクサーワン サーモスタット混合水栓 3アウトレット （化粧部） ¥287,210
（¥261,100 税抜）

¥268,400
（¥244,000 税抜）

AX084 d26 A1

AX 45713670 アクサーワン サーモスタット混合水栓 3アウトレット （化粧部） マットブラック ¥402,050
（¥365,500 税抜）

¥375,760
（¥341,600 税抜）

AX084 d26 A1

AX 45720000 アクサーワン ハンドシャワー 2ジェット ¥41,250
（¥37,500 税抜）

¥38,500
（¥35,000 税抜） AX081 d15

AX 45720670 アクサーワン ハンドシャワー 2ジェット マットブラック ¥57,640
（¥52,400 税抜）

¥53,900
（¥49,000 税抜） AX081 d15

AX 45721000 アクサーワン シャワーホルダー ¥17,710
（¥16,100 税抜）

¥16,500
（¥15,000 税抜） AX084 d18

AX 45722000 アクサーワン  シャワーセット 2ジェット 900mm ¥68,310
（¥62,100 税抜）

¥63,800
（¥58,000 税抜） AX082 d19

AX 45723000 アクサーワン ポーターユニット ¥48,290
（¥43,900 税抜）

¥45,100
（¥41,000 税抜） AX084 d17

AX 45723670 アクサーワン ポーターユニット マットブラック ¥67,540
（¥61,400 税抜）

¥63,140
（¥57,400 税抜） AX084 d17

AX 45770180 アクサーワン 止水栓用 （埋込部） ¥53,020
（¥48,200 税抜）

¥49,500
（¥45,000 税抜） d26

AX 45771000 アクサーワン 止水栓 （化粧部） ¥82,390
（¥74,900 税抜）

¥77,000
（¥70,000 税抜） AX084 d26

AX 45771670 アクサーワン 止水栓 （化粧部） マットブラック ¥115,390
（¥104,900 税抜）

¥107,800
（¥98,000 税抜） AX084 d26

AX 46011000 アクサーエッジ シングルレバー洗面混合水栓 130 （ポップアップ引棒無） ¥271,810
（¥247,100 税抜）

¥253,990
（¥230,900 税抜） AX053 d04

AX 46021000 アクサーエッジ シングルレバー洗面混合水栓 160 （ポップアップ引棒無） ¥352,330
（¥320,300 税抜）

¥329,230
（¥299,300 税抜） AX053 d04

AX 46031000 アクサーエッジ シングルレバー洗面混合水栓 280 （ポップアップ引棒無） ¥353,540
（¥321,400 税抜）

¥330,440
（¥300,400 税抜） AX053 d04

AX 47012000 アクサーマイエディション シングルレバー洗面混合水栓 70
 （ポップアップ引棒無&プレート200無）

¥137,170
（¥124,700 税抜）

¥128,150
（¥116,500 税抜） AX061 d04

AX 47022000 アクサーマイエディション シングルレバー洗面混合水栓 230
 （ポップアップ引棒無&プレート245無）

¥174,900
（¥159,000 税抜）

¥163,460
（¥148,600 税抜） AX061 d04

AX 47052000 アクサーマイエディション 3ホール洗面混合水栓 70 
（ポップアップ引棒無＆プレート200無）

¥187,550
（¥170,500 税抜）

¥175,230
（¥159,300 税抜） AX063 d11

AX 47900000 アクサーマイエディション プレート200 ミラーグラス ¥30,250
（¥27,500 税抜）

¥28,270
（¥25,700 税抜） AX061

AX 47900600 アクサーマイエディション プレート200 ブラックグラス ¥30,250
（¥27,500 税抜）

¥28,270
（¥25,700 税抜） AX061

AX 47901000 アクサーマイエディション プレート245 ミラーグラス ¥40,260
（¥36,600 税抜）

¥37,620
（¥34,200 税抜） AX061

AX 47901600 アクサーマイエディション プレート245 ブラックグラス ¥40,260
（¥36,600 税抜）

¥37,620
（¥34,200 税抜） AX061

AX 47903000 アクサーマイエディション プレート200 クロム ¥30,250
（¥27,500 税抜）

¥28,270
（¥25,700 税抜） AX061

AX 47904000 アクサーマイエディション プレート245 クロム ¥40,260
（¥36,600 税抜）

¥37,620
（¥34,200 税抜） AX061

AX 47906000 アクサーマイエディション プレート200 ブラックウォルナット ¥93,060
（¥84,600 税抜）

¥87,010
（¥79,100 税抜） AX061

AX 47907000 アクサーマイエディション プレート245 ブラックウォルナット ¥120,780
（¥109,800 税抜）

¥112,860
（¥102,600 税抜） AX061

AX 47909000 アクサーマイエディション プレート200 マーブル・ビアンコ ¥93,060
（¥84,600 税抜）

¥87,010
（¥79,100 税抜） AX060

AX 47910000 アクサーマイエディション プレート245 マーブル・ビアンコ ¥120,780
（¥109,800 税抜）

¥112,860
（¥102,600 税抜） AX060

AX 47913000 アクサーマイエディション プレート200 マーブル・ネロ ¥93,060
（¥84,600 税抜）

¥87,010
（¥79,100 税抜） AX060

AX 47914000 アクサーマイエディション プレート245 マーブル・ネロ ¥120,780
（¥109,800 税抜）

¥112,860
（¥102,600 税抜） AX060
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AX 47916000 アクサーマイエディション プレート200 レザー ¥93,060
（¥84,600 税抜）

¥87,010
（¥79,100 税抜） AX060

AX 47917000 アクサーマイエディション プレート245 レザー ¥120,780
（¥109,800 税抜）

¥112,860
（¥102,600 税抜）

AX060

AX 48000000 アクサーワン シングルレバー洗面混合水栓 70 （ポップアップ引棒有） ¥85,910
（¥78,100 税抜）

¥80,300
（¥73,000 税抜） AX080 d04

AX 48000670 アクサーワン シングルレバー洗面混合水栓 70 （ポップアップ引棒有） 
マットブラック

¥120,340
（¥109,400 税抜）

¥112,420
（¥102,200 税抜）

AX080 d04

AX 48002000 アクサーワン シングルレバー洗面混合水栓 260 （ポップアップ引棒無） ¥109,450
（¥99,500 税抜）

¥102,300
（¥93,000 税抜）

AX080 d04

AX 48002670 アクサーワン シングルレバー洗面混合水栓 260 （ポップアップ引棒有） 
マットブラック

¥153,230
（¥139,300 税抜）

¥143,220
（¥130,200 税抜）

AX080 d04

AX 48010000 アクサーワン セレクト洗面混合水栓 140 ¥104,720
（¥95,200 税抜）

¥97,900
（¥89,000 税抜）

AX078 d05

AX 48010670 アクサーワン セレクト洗面混合水栓 140 マットブラック ¥146,630
（¥133,300 税抜）

¥137,060
（¥124,600 税抜） AX078 d05

AX 48020000 アクサーワン セレクト洗面混合水栓 170 ¥109,450
（¥99,500 税抜）

¥102,300
（¥93,000 税抜） AX078 d05

AX 48020670 アクサーワン セレクト洗面混合水栓 170 マットブラック ¥153,230
（¥139,300 税抜）

¥143,220
（¥130,200 税抜） AX078 d05

AX 48030000 アクサーワン セレクト洗面混合水栓 260 ¥142,450
（¥129,500 税抜）

¥133,100
（¥121,000 税抜） AX078 d05

AX 48030670 アクサーワン セレクト洗面混合水栓 260 マットブラック ¥199,430
（¥181,300 税抜）

¥186,340
（¥169,400 税抜） AX078 d05

AX 48112000 アクサーワン セレクト壁付式洗面混合水栓 220 ¥103,620
（¥94,200 税抜）

¥96,800
（¥88,000 税抜） AX080 d10

AX 48112670 アクサーワン セレクト壁付式洗面混合水栓 220 マットブラック ¥144,980
（¥131,800 税抜）

¥135,520
（¥123,200 税抜） AX080 d10

AX 48440000 アクサーワン 床付式バス混合水栓 ¥386,100
（¥351,000 税抜）

¥360,800
（¥328,000 税抜） AX082 d31

AX 48440670 アクサーワン 床付式バス混合水栓 マットブラック ¥540,430
（¥491,300 税抜）

¥505,120
（¥459,200 税抜） AX082 d31

AX 48491000 アクサーワン オーバーヘッドシャワー 280 1ジェット （壁付式） ¥231,880
（¥210,800 税抜）

¥216,700
（¥197,000 税抜） AX081 d23

AX 48491670 アクサーワン オーバーヘッドシャワー 280 1ジェット （壁付式） マットブラック ¥324,610
（¥295,100 税抜）

¥303,380
（¥275,800 税抜） AX081 d23

AX 48493000 アクサーワン オーバーヘッドシャワー 280 1ジェット （天付式） ¥207,130
（¥188,300 税抜）

¥193,600
（¥176,000 税抜） AX081 d23

AX 48493670 アクサーワン オーバーヘッドシャワー 280 1ジェット （天付式） マットブラック ¥289,960
（¥263,600 税抜）

¥271,040
（¥246,400 税抜） AX081 d23

AX 48651000 アクサーワン ハンドシャワー 75 1ジェット エコスマート ¥27,060
（¥24,600 税抜）

¥25,300
（¥23,000 税抜） AX081 d15

AX 48651670 アクサーワン ハンドシャワー 75 1ジェット エコスマート マットブラック ¥37,950
（¥34,500 税抜）

¥35,420
（¥32,200 税抜） AX081 d15

AX 48790000 アクサーワン シャワーパイプ 280 1ジェット （化粧部） ¥257,730
（¥234,300 税抜）

¥240,900
（¥219,000 税抜） AX083 d37

AX 48790670 アクサーワン シャワーパイプ 280 1ジェット （化粧部） マットブラック ¥360,910
（¥328,100 税抜）

¥337,260
（¥306,600 税抜） AX083 d37

AX 48792000 アクサーワン ウォールバー （シャワーホース1.6m付） ¥63,580
（¥57,800 税抜）

¥59,400
（¥54,000 税抜） AX082 d19

AX 48792670 アクサーワン ウォールバー （シャワーホース1.6m付） マットブラック ¥88,990
（¥80,900 税抜）

¥83,160
（¥75,600 税抜） AX082 d19

AX 48798180 アクサーワン シャワーパイプ用（埋込部） ¥31,790
（¥28,900 税抜）

¥29,700
（¥27,000 税抜） d37

HG 50001000 排水栓セット （ヨーロッパ製洗面器用） ¥11,044
（¥10,040 税抜）

¥10,318
（¥9,380 税抜） hg121 d45

HG 50100000 排水栓セット プッシュオープン式ポップアップ （ヨーロッパ製洗面器用） ¥10,395
（¥9,450 税抜）

¥9,713
（¥8,830 税抜） hg121 d45

AX 51300000 アクサー排水栓セット プッシュオープン式ポップアップ （ヨーロッパ製洗面器用） ¥10,395
（¥9,450 税抜）

¥9,713
（¥8,830 税抜） hg121 d45

AX 51301000 アクサー排水栓セット 止水機能無 （ヨーロッパ製洗面器用） ¥11,044
（¥10,040 税抜）

¥10,318
（¥9,380 税抜） hg121 d45

AX 51302000 アクサー ポップアップ （ヨーロッパ製洗面器用） ¥11,616
（¥10,560 税抜）

¥10,857
（¥9,870 税抜） hg121 d45

HG 51390004 共通部品 排水金具用連結金具 φ6.2mm ¥2,585
（¥2,350 税抜）

¥2,420
（¥2,200 税抜） hg122 d45

HG 52054605 共通部品 水栓用アダプター （水栓側 KVK） ¥1,573
（¥1,430 税抜）

¥1,474
（¥1,340 税抜） hg120
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HG 52054607 共通部品 バス水栓用回転エルボ ¥4,862
（¥4,420 税抜）

¥4,543
（¥4,130 税抜） hg120 d45

HG 52054616 共通部品 ポップアップ （ヨーロッパ製洗面器用） ¥12,595
（¥11,450 税抜）

¥11,770
（¥10,700 税抜）

hg121 d45

HG 52054617 共通部品 ポップアップ （日本製洗面器用） ¥12,595
（¥11,450 税抜）

¥11,770
（¥10,700 税抜） hg121 d45

HG 52054618 共通部品 Pトラップ （ヨーロッパ製洗面器用） ¥10,395
（¥9,450 税抜）

¥9,713
（¥8,830 税抜）

hg121 d45

HG 52054619 共通部品 Pトラップ （日本製洗面器用） ¥10,395
（¥9,450 税抜）

¥9,713
（¥8,830 税抜）

hg121 d45

HG 52054620 共通部品 Sトラップ （ヨーロッパ製洗面器用） ¥16,885
（¥15,350 税抜）

¥15,785
（¥14,350 税抜）

hg121 d46

HG 52054621 共通部品 Sトラップ （日本製洗面器用） ¥16,885
（¥15,350 税抜）

¥15,785
（¥14,350 税抜）

hg121 d46

HG 52054622 共通部品 ボトルトラップ （ヨーロッパ製洗面器用） ¥27,269
（¥24,790 税抜）

¥25,487
（¥23,170 税抜） hg121 d46

HG 52054624 止水栓 （床付式） ¥10,934
（¥9,940 税抜）

¥10,219
（¥9,290 税抜） hg122 d46

HG 52054625 共通部品 逆止弁付きアダプター （1個） ¥2,420
（¥2,200 税抜）

¥2,266
（¥2,060 税抜） hg122 d46

HG 52054633 共通部品 バス水栓アダプターグレー4種類 ¥726
（¥660 税抜）

¥682
（¥620 税抜） hg120

HG 52054637 共通部品 シャワーホースアダプターホワイト3種類 ¥726
（¥660 税抜）

¥682
（¥620 税抜） hg120

HG 52054638 共通部品 シャワーホースアダプターグレー3種類 ¥726
（¥660 税抜）

¥682
（¥620 税抜） hg120

HG 52054639 共通部品 シャワーハンガーアダプターホワイト ¥979
（¥890 税抜）

¥913
（¥830 税抜） hg120

HG 52054640 共通部品 シャワーハンガーアダプターグレー ¥979
（¥890 税抜）

¥913
（¥830 税抜） hg120

HG 52054652 共通部品 シャワーパイプ用延長部品 ¥3,652
（¥3,320 税抜）

¥3,410
（¥3,100 税抜） hg120 d46

HG 52054664 共通部品 止水栓付偏心脚 （2個入り、ストレーナー付、フランジφ47.5mm） ¥19,679
（¥17,890 税抜）

¥18,392
（¥16,720 税抜） hg119 d46

HG 52054674 共通部品 偏心管 （2個入） 偏心寸法±6mm ¥9,416
（¥8,560 税抜）

¥8,800
（¥8,000 税抜） hg119 d46

HG 52054675 共通部品 水受けトレー （壁床固定式） ¥6,688
（¥6,080 税抜）

¥6,248
（¥5,680 税抜） hg122 d46

HG 52054688 共通部品 バス水栓取付用ストレート管 50mm （2個入） ¥5,181
（¥4,710 税抜）

¥4,840
（¥4,400 税抜） hg119 d46

BE 52054689 A214 ベッテ クラフトシェル 450×450×120 カラー：ホワイト ¥205,810
（¥187,100 税抜）

¥192,390
（¥174,900 税抜） hg111 d40

BE 52054690 A214 ベッテ クラフトシェル 450×450×120 カラー：レイヴェン
 （セミマットブラック）

¥234,300
（¥213,000 税抜）

¥219,010
（¥199,100 税抜） hg111 d40

HG 52054703 キッチンシンク 排水トラップセット 180φ用 ¥22,242
（¥20,220 税抜）

¥20,790
（¥18,900 税抜） hg106 d40

HG 52054706 共通部品 自動水栓用 AC-DCアダプター ¥10,593
（¥9,630 税抜）

¥9,900
（¥9,000 税抜） hg083 d46

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） ¥30,800
（¥28,000 税抜）

¥28,820
（¥26,200 税抜） hg085 d05 C1

HG 71073004 ロギス シングルレバー洗面混合水栓  70 クールスタート （ポップアップ引棒無） ¥30,800
（¥28,000 税抜）

¥28,820
（¥26,200 税抜） hg085 d05 C1

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）

¥46,090
（¥41,900 税抜）

¥43,120
（¥39,200 税抜） hg085 d05

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） ¥40,150
（¥36,500 税抜）

¥37,510
（¥34,100 税抜） hg085 d05 C1

HG 71103004 ロギス シングルレバー洗面混合水栓  100 クールスタート （ポップアップ引棒無） ¥40,150
（¥36,500 税抜）

¥37,510
（¥34,100 税抜） hg085 d05 C1

HG 71120000 ロギス 単水栓 70 （ポップアップ引棒無） ¥24,200
（¥22,000 税抜）

¥22,660
（¥20,600 税抜） hg085 d09

HG 71220000 ロギス シングルレバー洗面混合水栓  壁付式 195 （化粧部） ¥49,280
（¥44,800 税抜）

¥46,090
（¥41,900 税抜） hg085 d10

HG 71254000 ロギス シングルレバー洗面混合水栓 110ファイン クールスタート
 （ポップアップ引棒有）

¥36,740
（¥33,400 税抜）

¥34,320
（¥31,200 税抜） hg084 d05 C1

HG 71255000 ロギス シングルレバー洗面混合水栓 110ファイン クールスタート 
（ポップアップ引棒無）

¥36,740
（¥33,400 税抜）

¥34,320
（¥31,200 税抜） hg084 d05 C1

HG 71258000 ロギス シングルレバー洗面混合水栓 240ファイン （ポップアップ引棒無） ¥58,520
（¥53,200 税抜）

¥54,670
（¥49,700 税抜） hg084 d05
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HG 71420000 ベルニスブレンド バススパウト ¥23,320
（¥21,200 税抜）

¥21,780
（¥19,800 税抜） hg055 d30

HG 71440000 ベルニスブレンド シングルレバーバス混合水栓  露出型 スパウト付 ¥38,610
（¥35,100 税抜）

¥36,080
（¥32,800 税抜）

hg050 d34

HG 71456000 ベルニスブレンド 4ホールリム付式バス混合水栓 （化粧部） ¥88,000
（¥80,000 税抜）

¥82,280
（¥74,800 税抜） hg057 d32

HG 71466000 ベルニスブレンド 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）

¥30,140
（¥27,400 税抜）

¥28,160
（¥25,600 税抜）

hg055 d25

HG 71534004 ベルニスブレンド シングルレバー洗面混合水栓 70 クールスタート 
（ポップアップ引棒無）

¥28,050
（¥25,500 税抜）

¥26,180
（¥23,800 税抜）

hg087 d06 C1

HG 71535004 ベルニスシェイプ シングルレバー洗面混合水栓 70 クールスタート 
（ポップアップ引棒無）

¥31,570
（¥28,700 税抜）

¥29,480
（¥26,800 税抜）

hg086 d06 C1

HG 71551000 ベルニスブレンド シングルレバー洗面混合水栓  100 （ポップアップ引棒有） ¥36,300
（¥33,000 税抜）

¥33,880
（¥30,800 税抜）

hg087 d05

HG 71554000 ベルニスブレンド ハイスパウトシングルレバー洗面混合水栓 200 
（ポップアップ引棒有）

¥48,400
（¥44,000 税抜）

¥45,210
（¥41,100 税抜） hg087 d05

HG 71561000 ベルニスシェイプ シングルレバー洗面混合水栓  100 （ポップアップ引棒有） ¥38,610
（¥35,100 税抜）

¥36,080
（¥32,800 税抜） hg086 d05

HG 71569000 ベルニスシェイプ シングルレバー洗面混合水栓  100 （ポップアップ引棒無） ¥38,610
（¥35,100 税抜）

¥36,080
（¥32,800 税抜） hg086 d05

HG 71580000 ベルニスブレンド シングルレバー洗面混合水栓  100 （ポップアップ引棒無） ¥36,300
（¥33,000 税抜）

¥33,880
（¥30,800 税抜） hg087 d06

HG 71583000 ベルニスブレンド 単水栓  70 （ポップアップ引棒無） ¥22,110
（¥20,100 税抜）

¥20,680
（¥18,800 税抜） hg087 d09

HG 71584000 ベルニスブレンド 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）

¥28,050
（¥25,500 税抜）

¥26,180
（¥23,800 税抜） hg087 d06 C1

HG 71593000 ベルニスシェイプ 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）

¥31,570
（¥28,700 税抜）

¥29,480
（¥26,800 税抜） hg086 d06 C1

HG 71667000 ベルニスブレンド 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 
150／150 （化粧部）

¥26,950
（¥24,500 税抜）

¥25,190
（¥22,900 税抜） hg055 d25

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）

¥41,360
（¥37,600 税抜）

¥38,610
（¥35,100 税抜） hg079 d06 C1

HG 71704000 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
 （ポップアップ引棒無）

¥41,360
（¥37,600 税抜）

¥38,610
（¥35,100 税抜） hg079 d06 C1

HG 71713000 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
 （ポップアップ引棒有）

¥47,300
（¥43,000 税抜）

¥44,220
（¥40,200 税抜） hg079 d06 C1

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）

¥47,300
（¥43,000 税抜）

¥44,220
（¥40,200 税抜） hg079 d06 C1

HG 71714670 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）マットブラック

¥61,490
（¥55,900 税抜）

¥57,486
（¥52,260 税抜） hg079 d06 C1

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）

¥80,190
（¥72,900 税抜）

¥74,910
（¥68,100 税抜） hg079 d06

HG 71717670 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）マットブラック

¥104,170
（¥94,700 税抜）

¥97,383
（¥88,530 税抜） hg079 d06

HG 71718000 タリスE 洗面混合水栓 110 セルフクローズ機構付 （ポップアップ引棒無） ¥49,390
（¥44,900 税抜）

¥46,200
（¥42,000 税抜） hg080 d06

HG 71719000 タリスE 単水栓 110 セルフクローズ機構付 （ポップアップ引棒無） ¥44,770
（¥40,700 税抜）

¥41,800
（¥38,000 税抜） hg080 d09

HG 71747000 タリス E 3ホールリム付式バス混合水栓 （化粧部） ¥85,690
（¥77,900 税抜）

¥80,080
（¥72,800 税抜） hg057 d33

HG 71748000 タリス E 4ホールリム付式バス混合水栓 （化粧部） ¥134,970
（¥122,700 税抜）

¥126,170
（¥114,700 税抜） hg057 d33

HG 71835004 ロギス M31 シングルレバーキッチン混合水栓 ハイスパウト 260 SH450仕様 ¥50,600
（¥46,000 税抜）

¥47,300
（¥43,000 税抜） hg105 d14

HG 71836000 ロギス M31 シングルレバーキッチン混合水栓 壁付式 ¥50,600
（¥46,000 税抜）

¥47,300
（¥43,000 税抜） hg105 d14

HG 71839000 ロギス M31 シングルレバーキッチン混合水栓 160 クールスタート ¥46,860
（¥42,600 税抜）

¥43,780
（¥39,800 税抜） hg105 d14 C1

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） ¥42,570
（¥38,700 税抜）

¥39,820
（¥36,200 税抜） hg077 d06 C1

HG 72014000 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 （ポップアップ引棒無） ¥42,570
（¥38,700 税抜）

¥39,820
（¥36,200 税抜） hg077 d06 C1

HG 72017000 タリス S 単水栓 80 （ポップアップ引棒無） ¥37,620
（¥34,200 税抜）

¥35,200
（¥32,000 税抜） hg077 d09

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） ¥50,270
（¥45,700 税抜）

¥46,970
（¥42,700 税抜） hg077 d06 C1

HG 72023000 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 （ポップアップ引棒無） ¥50,270
（¥45,700 税抜）

¥46,970
（¥42,700 税抜） hg077 d06 C1
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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）

¥74,140
（¥67,400 税抜）

¥69,300
（¥63,000 税抜） hg077 d06

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） ¥62,700
（¥57,000 税抜）

¥58,630
（¥53,300 税抜）

hg081 d07

HG 72043000 タリスセレクトS 洗面混合水栓 100 （ポップアップ引棒無） ¥62,700
（¥57,000 税抜）

¥58,630
（¥53,300 税抜） hg081 d07

HG 72045000 タリスセレクトS 洗面混合水栓  190 （ポップアップ引棒無） ¥86,790
（¥78,900 税抜）

¥81,070
（¥73,700 税抜）

hg081 d07

HG 72400000 タリス シングルレバーバス混合水栓  露出型 スパウト付 ¥63,690
（¥57,900 税抜）

¥59,510
（¥54,100 税抜）

hg050 d34

HG 72405000 タリスS 埋込式シングルレバー混合水栓 2アウトレット（化粧部） ¥44,110
（¥40,100 税抜）

¥41,250
（¥37,500 税抜）

hg055 d26

HG 72605000 タリスS 埋込式シングルレバー混合水栓 1アウトレット（化粧部） ¥38,940
（¥35,400 税抜）

¥36,410
（¥33,100 税抜）

hg055 d26

HG 72800004 タリス M54 シングルレバーキッチン混合水栓 引出式 210 （シャワー切替） ¥87,010
（¥79,100 税抜）

¥81,290
（¥73,900 税抜） hg102 d13

HG 72800674 タリス M54 シングルレバーキッチン混合水栓 引出式 210 （シャワー切替）
マットブラック PH1500、SH450仕様

¥113,080
（¥102,800 税抜）

¥105,677
（¥96,070 税抜） hg102 d13

HG 72810004 タリス M51 シングルレバーキッチン混合水栓 ハイスパウト 260 SH450仕様 ¥89,540
（¥81,400 税抜）

¥83,710
（¥76,100 税抜） hg101 d14

HG 72813004 タリス M51 シングルレバーキッチン混合水栓 引出式 200 （シャワー切替） ¥100,540
（¥91,400 税抜）

¥93,940
（¥85,400 税抜） hg101 d13

HG 72813800 タリス M51 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）

¥150,700
（¥137,000 税抜）

¥140,800
（¥128,000 税抜） hg101 d13

HG 72820000 タリスセレクト M51 シングルレバーキッチン混合水栓 ハイスパウト 300 ¥102,080
（¥92,800 税抜）

¥95,370
（¥86,700 税抜） hg099 d14 A1

HG 72823004 タリスセレクト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）

¥105,820
（¥96,200 税抜）

¥98,890
（¥89,900 税抜） hg099 d13 A1

HG 73819000 メトリスセレクト M71 2ホールシングルレバーキッチン混合水栓 引出式 200
 （シャワー切替）

¥168,850
（¥153,500 税抜）

¥157,850
（¥143,500 税抜） hg097 d13 A1

HG 73819800 メトリスセレクト M71 2ホール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）

¥218,240
（¥198,400 税抜）

¥203,940
（¥185,400 税抜） hg097 d13 A1

HG 73837004 アクノセレクト M81 シングルレバーキッチン混合水栓 引出式 170 3ジェット
 （シャワー切替） PH1500、QH300、SH450仕様

¥162,470
（¥147,700 税抜）

¥151,800
（¥138,000 税抜） hg095 d13

HG 73837674 アクノセレクト M81 シングルレバーキッチン混合水栓 引出式 170 3ジェット
 （シャワー切替） マットブラック PH1500、QH300、SH450仕様

¥211,200
（¥192,000 税抜）

¥197,340
（¥179,400 税抜） hg095 d13

HG 74800004 チェシス M33 シングルレバーキッチン混合水栓 引出式 150 2ジェット 
（シャワー切替）

¥44,770
（¥40,700 税抜）

¥41,800
（¥38,000 税抜） hg104 d13

HG 74800674 チェシス M33 シングルレバーキッチン混合水栓 引出式 150 2ジェット
 （シャワー切替） マットブラック

¥62,590
（¥56,900 税抜）

¥58,520
（¥53,200 税抜） hg104 d13

HG 74813000 チェシス M33 シングルレバーキッチン混合水栓 150 クールスタート・エコスマート ¥32,890
（¥29,900 税抜）

¥30,690
（¥27,900 税抜） hg104 d14 C1

HG 75010000 ヴィヴニス シングルレバー洗面混合水栓 80 （ポップアップ引棒有） ¥41,250
（¥37,500 税抜）

¥38,500
（¥35,000 税抜） hg073 d07

HG 75012000 ヴィヴニス シングルレバー洗面混合水栓 80 （ポップアップ引棒無） ¥41,250
（¥37,500 税抜）

¥38,500
（¥35,000 税抜） hg073 d07

HG 75012670 ヴィヴニス シングルレバー洗面混合水栓 80 （ポップアップ引棒無） マットブラック ¥57,640
（¥52,400 税抜）

¥53,900
（¥49,000 税抜） hg073 d07

HG 75013000 ヴィヴニス単水栓 80 （ポップアップ引棒無） ¥36,520
（¥33,200 税抜）

¥34,100
（¥31,000 税抜） hg073 d09

HG 75013670 ヴィヴニス単水栓 80 （ポップアップ引棒無） マットブラック ¥51,040
（¥46,400 税抜）

¥47,740
（¥43,400 税抜） hg073 d09

HG 75020000 ヴィヴニス シングルレバー洗面混合水栓 110 （ポップアップ引棒有） ¥44,770
（¥40,700 税抜）

¥41,800
（¥38,000 税抜） hg073 d07

HG 75022000 ヴィヴニス シングルレバー洗面混合水栓 110 （ポップアップ引棒無） ¥44,770
（¥40,700 税抜）

¥41,800
（¥38,000 税抜） hg073 d07

HG 75022670 ヴィヴニス シングルレバー洗面混合水栓 110 （ポップアップ引棒無）
マットブラック

¥62,590
（¥56,900 税抜）

¥58,520
（¥53,200 税抜） hg073 d07

HG 75032000 ヴィヴニス ハイスパウトシングルレバー洗面混合水栓 210 （ポップアップ引棒無） ¥68,310
（¥62,100 税抜）

¥63,800
（¥58,000 税抜） hg073 d07

HG 75032670 ヴィヴニス ハイスパウトシングルレバー洗面混合水栓 210 （ポップアップ引棒無）
マットブラック

¥95,590
（¥86,900 税抜）

¥89,320
（¥81,200 税抜） hg073 d07

HG 75042000 ヴィヴニス シングルレバー洗面混合水栓 250 （ポップアップ引棒無） ¥68,310
（¥62,100 税抜）

¥63,800
（¥58,000 税抜） hg073 d07

HG 75042670 ヴィヴニス シングルレバー洗面混合水栓 250 （ポップアップ引棒無） 
マットブラック

¥95,590
（¥86,900 税抜）

¥89,320
（¥81,200 税抜） hg073 d07

HG 75410000 ヴィヴニス バススパウト 202 ¥33,000
（¥30,000 税抜）

¥30,800
（¥28,000 税抜） hg054 d30
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HG 75410670 ヴィヴニス バススパウト 202 マットブラック ¥46,090
（¥41,900 税抜）

¥43,120
（¥39,200 税抜） hg054 d30

HG 75415000 ヴィヴニス 埋込式シングルレバー混合水栓 2 アウトレット （化粧部） ¥49,390
（¥44,900 税抜）

¥46,200
（¥42,000 税抜）

hg054 d26

HG 75415670 ヴィヴニス 埋込式シングルレバー混合水栓 2 アウトレット （化粧部） 
マットブラック

¥69,190
（¥62,900 税抜）

¥64,680
（¥58,800 税抜） hg054 d26

HG 75420000 ヴィヴニス シングルレバーバス混合水栓 露出型 スパウト付 ¥62,370
（¥56,700 税抜）

¥58,300
（¥53,000 税抜）

hg050 d34

HG 75420670 ヴィヴニス シングルレバーバス混合水栓 露出型 スパウト付 マットブラック ¥87,340
（¥79,400 税抜）

¥81,620
（¥74,200 税抜）

hg050 d34

HG 75444000 ヴィヴニス 4ホールリム付式バス混合水栓 （化粧部） ¥155,320
（¥141,200 税抜）

¥145,200
（¥132,000 税抜）

hg056 d33

HG 75444670 ヴィヴニス 4ホールリム付式バス混合水栓 （化粧部） マットブラック ¥217,470
（¥197,700 税抜）

¥203,280
（¥184,800 税抜）

hg056 d33

HG 75615000 ヴィヴニス 埋込式シングルレバー混合水栓 1 アウトレット （化粧部） ¥43,560
（¥39,600 税抜）

¥40,700
（¥37,000 税抜） hg054 d26

HG 75615670 ヴィヴニス 埋込式シングルレバー混合水栓 1 アウトレット （化粧部） 
マットブラック

¥60,940
（¥55,400 税抜）

¥56,980
（¥51,800 税抜） hg054 d26

HG 76013000 フィノリス 単水栓 100 （ポップアップ引棒無） ¥43,560
（¥39,600 税抜）

¥40,700
（¥37,000 税抜） hg071 d09

HG 76013670 フィノリス 単水栓 100 （ポップアップ引棒無） マットブラック ¥56,650
（¥51,500 税抜）

¥52,910
（¥48,100 税抜） hg071 d09

HG 76020000 フィノリス シングルレバー洗面混合水栓 110 （ポップアップ引棒有） ¥56,540
（¥51,400 税抜）

¥52,800
（¥48,000 税抜） hg071 d07

HG 76024000 フィノリス 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）

¥56,540
（¥51,400 税抜）

¥52,800
（¥48,000 税抜） hg071 d07 C1

HG 76024670 フィノリス 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）マットブラック

¥73,480
（¥66,800 税抜）

¥68,640
（¥62,400 税抜） hg071 d07 C1

HG 76063000 フィノリス シングルレバー洗面混合水栓 引出式 230 2ジェット （シャワー切替） ¥75,350
（¥68,500 税抜）

¥70,400
（¥64,000 税抜） hg071 d08

HG 76063670 フィノリス シングルレバー洗面混合水栓 引出式 230 2ジェット 
（シャワー切替）マットブラック

¥105,490
（¥95,900 税抜）

¥98,560
（¥89,600 税抜） hg071 d08

HG 76070000 フィノリス シングルレバー洗面混合水栓 260 （ポップアップ引棒無） ¥78,870
（¥71,700 税抜）

¥73,700
（¥67,000 税抜） hg071 d07

HG 76070670 フィノリス シングルレバー洗面混合水栓 260 （ポップアップ引棒無） 
マットブラック

¥102,520
（¥93,200 税抜）

¥95,810
（¥87,100 税抜） hg071 d07

HG 92730000 共通部品 M2/M3 セラミックカートリッジ ¥13,882
（¥12,620 税抜）

¥12,969
（¥11,790 税抜） hg122

HG 94005000 共通部品 スタルク用エアレーター M24 7ℓ/min ¥5,434
（¥4,940 税抜）

¥5,082
（¥4,620 税抜） hg123

HG 94008000 共通部品 セラミック止水カートリッジ左回転止水／水 ¥8,701
（¥7,910 税抜）

¥8,129
（¥7,390 税抜） hg122

HG 94009000 共通部品 セラミック止水カートリッジ右回転止水／湯 ¥8,701
（¥7,910 税抜）

¥8,129
（¥7,390 税抜） hg122

HG 94010000 共通部品 スタルク用エアレーター3ホール用 M22 7ℓ/min ¥8,701
（¥7,910 税抜）

¥8,129
（¥7,390 税抜） hg123

HG 94142000 共通部品 スピンドル止水ユニット （バス用） ¥6,831
（¥6,210 税抜）

¥6,380
（¥5,800 税抜） hg122

HG 94149000 共通部品 右回転止水カートリッジ・セラミック180° （バス・洗面用） ¥6,831
（¥6,210 税抜）

¥6,380
（¥5,800 税抜） hg122

HG 94246000 共通部品 ハンドシャワー用 フィルターパッキン 1ヶ入り ¥561
（¥510 税抜）

¥528
（¥480 税抜） hg119

HG 94282000 共通部品 MTC サーモスタットカートリッジ ¥30,426
（¥27,660 税抜）

¥28,435
（¥25,850 税抜） hg120

HG 95160000 シャワーホルダー クロメッタ＆リフト用 ¥13,882
（¥12,620 税抜）

¥12,969
（¥11,790 税抜） hg119

HG 95379000 共通部品 スタルク用エアレーター M24 5ℓ/min ¥8,701
（¥7,910 税抜）

¥8,129
（¥7,390 税抜） hg123

HG 95455000 共通部品 エアレーター M22 5ℓ/min ¥6,831
（¥6,210 税抜）

¥6,380
（¥5,800 税抜） hg123

HG 95730000 共通部品 ミキシングカートリッジ・エコ ¥8,701
（¥7,910 税抜）

¥8,129
（¥7,390 税抜） hg122

HG 95824000 共通部品 エアレーター M22 15ℓ/min ¥4,367
（¥3,970 税抜）

¥4,081
（¥3,710 税抜） hg123

HG 95908000 共通部品 アクサーキッチンハンドスプレー ¥39,369
（¥35,790 税抜）

¥36,795
（¥33,450 税抜） hg122

HG 96190000 シャワーホルダー D用 ¥17,105
（¥15,550 税抜）

¥15,983
（¥14,530 税抜） hg119
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brand 品名 （カタログ）
掲載ページ

節湯（図面）
JWWA

品番
メーカー希望小売価格

2022年7月1日より 2022年6月30日まで

HG 96339000 共通部品 ジョイスティックカートリッジ ¥17,105
（¥15,550 税抜）

¥15,983
（¥14,530 税抜） hg122

HG 96467000 共通部品 エスカッチョン φ68 （1個入） ¥4,367
（¥3,970 税抜）

¥4,081
（¥3,710 税抜）

hg119

HG 96509000 共通部品 止水カートリッジ ¥20,966
（¥19,060 税抜）

¥19,591
（¥17,810 税抜） hg120

HG 96633000 共通部品 大型サーモスタットカートリッジ ¥30,426
（¥27,660 税抜）

¥28,435
（¥25,850 税抜）

hg120

HG 96737000 共通部品 逆止弁 （壁付けバス水栓用） 1個 ¥6,831
（¥6,210 税抜）

¥6,380
（¥5,800 税抜）

hg120

HG 96765000 共通部品 スタルク用止水カートリッジ左回転止水／水 ¥10,857
（¥9,870 税抜）

¥10,142
（¥9,220 税抜）

hg122

HG 96766000 共通部品 スタルク用止水カートリッジ右回転止水／湯 ¥10,857
（¥9,870 税抜）

¥10,142
（¥9,220 税抜）

hg122

HG 97356000 共通部品 エアレーター M24 25ℓ/min ¥8,701
（¥7,910 税抜）

¥8,129
（¥7,390 税抜） hg123

AX 97407000 共通部品 埋込式水栓用化粧部延長金具φ170アクサースクエア用 ¥14,124
（¥12,840 税抜）

¥13,200
（¥12,000 税抜） hg119

HG 97651000 シャワーホルダー Sプロ用 ¥20,966
（¥19,060 税抜）

¥19,591
（¥17,810 税抜） hg119

HG 97685000 共通部品 M1 セラミックカートリッジ ¥13,882
（¥12,620 税抜）

¥12,969
（¥11,790 税抜） hg122

HG 97999000 共通部品 タリスSキッチンハンドスプレー ¥30,426
（¥27,660 税抜）

¥28,435
（¥25,850 税抜） hg122

HG 98058000 共通部品 シャワーホース用 パッキン 1ヶ入り ¥561
（¥510 税抜）

¥528
（¥480 税抜） hg119

HG 98282000 共通部品 サーモスタットカートリッジ T30 ¥24,420
（¥22,200 税抜）

¥22,825
（¥20,750 税抜） hg120

HG 98283000 共通部品 止水バルブ AUV32 ¥17,105
（¥15,550 税抜）

¥15,983
（¥14,530 税抜） hg120

HG 98459000 共通部品 グースネックキッチンハンドスプレー （HG用） ¥24,420
（¥22,200 税抜）

¥22,825
（¥20,750 税抜） hg122

HG 98753000 シャワーホルダー C用 ¥8,701
（¥7,910 税抜）

¥8,129
（¥7,390 税抜） hg119

AX 98860000 共通部品 埋込式水栓用化粧部延長金具φ170アクサーソフトキューブ用 ¥12,947
（¥11,770 税抜）

¥12,100
（¥11,000 税抜） hg119
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