


2021年3月吉日

※2021年5月注文分より適用 NO.1

色 定価（税抜） 定価(税込)

Kitchen Faucet
Cassidy

4197-PN-DST ポリッシュドニッケル ¥101,000 ¥111,100

4197-RB-DST ヴェネチアンブロンズ ¥108,000 ¥118,800

Essa

9113-AR-DST アークティックステンレス ¥94,000 ¥103,400

9113-BL-DST マットブラック ¥101,000 ¥111,100

Essa - Touch

※ 9113T-AR-DST アークティックステンレス ¥125,000 ¥137,500

※ 9113T-BL-DST マットブラック ¥137,000 ¥150,700

Trinsic

9159-AR-DST アークティックステンレス ¥117,000 ¥128,700

9159-BL-DST マットブラック ¥115,000 ¥126,500

9159-CZ-DST シャンパンブロンズ ¥128,000 ¥140,800

9159-KS-DST ブラックステンレス ¥136,000 ¥149,600

Trinsic - Touch

※ 9159T-AR-DST アークティックステンレス ¥153,000 ¥168,300

※ 9159T-BL-DST マットブラック ¥153,000 ¥168,300

※ 9159T-CZ-DST シャンパンブロンズ ¥166,000 ¥182,600

9159T-KS-DST ブラックステンレス ¥178,000 ¥195,800

Leland - Touch

9178T-DST クローム ¥112,000 ¥123,200

9178T-RB-DST ヴェネチアンブロンズ ¥129,000 ¥141,900

Esque　- Touch

9181T-AR-DST アークティックステンレス ¥146,000 ¥160,600 在庫限り
9181T-BL-DST マットブラック

Mateo　- Touch

9183T-KS-DST ブラックステンレス ¥182,000 ¥200,200

Cassidy　- Touch

9197T-PN-PR-DST ポリッシュドニッケル ¥164,000 ¥180,400

9197T-CZ-PR-DST シャンパンブロンズ ¥183,000 ¥201,300

Pivotal　- Touch

9693T-KS-DST ブラックステンレス ¥193,000 ¥212,300

Beverage Faucet
Traditional

1914-DST クローム ¥47,000 ¥51,700

1914-CZ-DST シャンパンブロンズ ¥60,000 ¥66,000

1914-RB-DST ヴェネチアンブロンズ ¥60,000 ¥66,000

1914-PN-DST ポリッシュドニッケル ¥87,000 ¥95,700

Traditional - touch

1914T クローム

1914T-RB ヴェネチアンブロンズ

Transitional

1977-AR-DST アークティックステンレス ¥56,000 ¥61,600

1977-BL-DST マットブラック ¥56,000 ¥61,600

1977-CZ-DST シャンパンブロンズ ¥60,000 ¥66,000

Transitional - touch

1977T-AR アークティックステンレス

1977T-BL マットブラック

キッツマイクロフィルター 浄水器カートリッジセット

OAS9S-U-1 ¥55,100 ¥60,610

交換カートリッジ・13物質除去

OASC-9 ¥16,800 ¥18,480

シーガルフォー  浄水器カートリッジセット 通水量-毎分約4リットル

X-1B(SS) ¥123,900 ¥136,290

交換カートリッジ

RS-1SGH ¥21,000 ¥23,100

RS-1SGE ¥23,000 ¥25,300

シーガルフォー  浄水器カートリッジセット 通水量-毎分約8リットル

X-2B(SS) ¥162,300 ¥178,530

交換カートリッジ

RS-2SGH ¥42,500 ¥46,750

RS-2SGE ¥46,200 ¥50,820
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NO.2

Lavatory Faucet
Tesla - Touch&Sensor

552TLF クローム ¥112,000 ¥123,200

552TLF-PN ポリッシュドニッケル ¥147,000 ¥161,700

Lahara - Touch&Sensor

【追加】 538T-DST クローム ¥81,000 ¥89,100

【追加】 538T-CZ-DST シャンパンブロンズ ¥100,000 ¥110,000

Addison - Touch&Sensor

592T-DST クローム

592T-CZ-DST シャンパンブロンズ

Trinsic

559LF-MPU クローム ¥48,000 ¥52,800

559LF-BLMPU マットブラック ¥67,000 ¥73,700

559LF-CZMPU シャンパンブロンズ ¥72,000 ¥79,200

559LF-RBMPU ヴェネチアンブロンズ ¥72,000 ¥79,200

Linden 

2594-MPU-DST クローム ¥48,000 ¥52,800

2594-CZMPU-DST シャンパンブロンズ ¥72,000 ¥79,200

2594-RBMPU-DST ヴェネチアンブロンズ ¥72,000 ¥79,200

Windemere

B3596LF クローム ¥60,000 ¥66,000

B3596LF-OB オイルラヴドゥブロンズ ¥84,000 ¥92,400

Soap Dispenser
Soap/Lotion Dispenser

RP50781 クローム ¥13,000 ¥14,300

RP50781PN ポリッシュドニッケル ¥17,000 ¥18,700

RP50781AR アークティックステンレス ¥18,000 ¥19,800

RP50781BL マットブラック ¥18,000 ¥19,800

RP50781CZ シャンパンブロンズ ¥19,000 ¥20,900

RP50781RB ヴェネチアンブロンズ ¥19,000 ¥20,900

RP50781KS ブラックステンレス ¥12,000 ¥13,200

Traditional Soap-Touch&Sensor

72045T-CZ シャンパンブロンズ

72045T-PN ポリッシュドニッケル

72045T-RB ヴェネチアンブロンズ

Transitional Soap-Touch&Sensor

72055T クローム

72055T-AR アークティックステンレス

72055T-BL マットブラック

72055T-RB ヴェネチアンブロンズ

Contemporary Soap-Touch&Sensor

72065T クローム

72065T-AR アークティックステンレス

72065T-SS ステンレススチール

72065T-CZ シャンパンブロンズ

72065T-BL マットブラック

Glass Rinser
Metal Glass Rinser

【追加】 GR250 クローム ¥56,000 ¥61,600

【追加】 GR250-AR アークティックステンレス ¥63,000 ¥69,300

【追加】 GR250-PN ポリッシュドニッケル ¥63,000 ¥69,300

【追加】 GR250-BL マットブラック ¥65,000 ¥71,500

【追加】 GR250-CZ シャンパンブロンズ ¥68,000 ¥74,800

【追加】 GR250-KS ブラックステンレス ¥68,000 ¥74,800

【追加】 GR250-RB ヴェネチアンブロンズ ¥68,000 ¥74,800

AC-Adapter
AC-Adapter

【追加】 ROC-EP73954 ¥13,000 ¥14,300

Parts
Sトラップ

R4336 ¥4,900 ¥5,390

Pトラップ

R4337 ¥4,000 ¥4,400

ストレート止水栓

R7091FN ¥12,000 ¥13,200

アングル止水栓

R7057FN ¥8,000 ¥8,800

水受容器

R4345 ¥3,000 ¥3,300

片ナットフレキ用チーズ 13

【追加】 6462 ¥1,540 ¥1,694
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※2021年5月注文分より適用 2021年3月吉日

色 定価（税抜） 定価(税込)

Kitchen Faucet

Sollna Pull-Out

63220LF-SS ステンレススチール ¥130,000 ¥143,000

63220LF-BL マットブラック ¥135,000 ¥148,500

BELO

63052LF-PC クローム

Vud Base-花瓶

RP49587-PC クローム

Soap dispensor

RP49589-PC クローム

Solna Articulating

63221LF-SS ステンレススチール ¥203,000 ¥223,300

63221LF-BL マットブラック ¥212,000 ¥233,200

Solna Articulating - Touch

64221LF-SS ステンレススチール ¥245,000 ¥269,500

64221LF-BL マットブラック ¥254,000 ¥279,400

Litze - Touch

64063LF-PN ポリッシュドニッケル ¥201,000 ¥221,100

64063LF-BLGL マットブラック/ルクゼゴールド ¥221,000 ¥243,100

Litze Articulating - Touch

64243LF-PC クローム ¥208,000 ¥228,800

64243LF-GL ルクゼゴールド ¥283,000 ¥311,300

POT FILLER-Euro

62720LF-PC クローム ¥146,000 ¥160,600

62720LF-PN ポリッシュドニッケル ¥176,000 ¥193,600

62720LF-SS ステンレススチール ¥183,000 ¥201,300

62720LF-BL マットブラック ¥191,000 ¥210,100

62720LF-GL ルクゼゴールド ¥212,000 ¥233,200

Lavatory Faucet
Jason Wu - Touch&Sensor

65675LF-BL マットブラック ¥183,000 ¥201,300

RP72414BL マットブラック ¥22,000 ¥24,200

Litze

65035LF-PN ポリッシュドニッケル ¥120,000 ¥132,000

RP72414PN ポリッシュドニッケル ¥20,000 ¥22,000

65035LF-GL ルクゼゴールド ¥144,000 ¥158,400

RP72414GL ルクゼゴールド ¥24,000 ¥26,400

Levoir

65098LF-PN ポリッシュドニッケル ¥122,000 ¥134,200

65098LF-GL ルクゼゴールド ¥147,000 ¥161,700

65098LF-SL ルクゼスチール ¥147,000 ¥161,700

Sotria

65350LF-PC クローム ¥117,000 ¥128,700

65350LF-BL マットブラック ¥152,000 ¥167,200

Rockies Corporation.
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