
SR展示品リスト
brand article no. product name

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 スパウト付
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
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 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）
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 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
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 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）
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 15763670 エコスタットセレクト 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
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 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
hg 26336400 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
hg 26403400 ユニカコンフォート グラブバー 1100mm L
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 26453670 シャワー取出口 S （逆止弁付）マットブラック
hg 26455670 シャワー取出口スクエア（逆止弁付）マットブラック
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 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 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
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 26864000 レインフィニティ ハンドシャワー 130 3ジェット
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 ※展示予定
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
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
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 27413670 シャワーアーム 389mm マットブラック
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 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 28245004 イシフレックス シャワーホース 1750mm
hg 28328000 シャワーホルダー ポルターヴァリオ
hg 28331670 シャワーホルダー ポルターS マットブラック
hg 28387670 シャワーホルダー ポルターＥ マットブラック
hg 28535004 クロマ100 ハンドシャワー ヴァリオ 4ジェット
hg 28631670 ユニカ ウォールバー S プロ 900mm イシフレックスB 1600mm付 マットブラック
hg 28663000 ウォールバー S プロ レノ 1050mm
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 31171000 フォーカス自動洗面混合水栓 温度調節付
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 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）



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）
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 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）
hg 31820004 フォーカス シングルレバーキッチン混合水栓 ハイスパウト 260
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 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
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 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 ※展示予定
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 40448000 A51 ソープ・ローションディスペンサー
hg 71751000 タリスセレクトE 洗面混合水栓 110（ポップアップ引棒無）
hg 72017000 タリス S 単水栓 80
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）
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 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）
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）
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
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