




タオルバー クローム ¥30,800ADF75-3010

洗面器New Zero ADF70-3010-001ホワイト / 陶器 ¥97,800P.12 W750×D500

タオルバー クローム ¥32,800ADF75-3001

洗面器 ADF70-3001-001ホワイト / 陶器 ¥128,600W1000×D500

タオルバー クローム ¥26,800ADF75-3005

洗面器 ADF70-3005-001ホワイト / 陶器 ¥75,600W500×D500

タオルバー クローム ¥28,800ADF75-3006

洗面器 ADF70-3006-001ホワイト / 陶器 ¥79,800P.13 W600×D500

タオルバー クローム ¥34,800ADF75-3004

洗面器 ADF70-3004ホワイト / 陶器 ¥148,600P.14 W1250×D500

タオルバー クローム ¥32,800ADF75-3001

洗面器 ADF70-3007ホワイト / 陶器 ¥128,600W1000×D500

タオルバー クローム ¥32,800ADF75-3001

洗面器　R.type ADF70-3009ホワイト / 陶器 ¥137,800P.15 W1000×D500

タオルバー クローム ¥32,800ADF75-3001

洗面器　L.type ADF70-3008ホワイト / 陶器 ¥137,800W1000×D500

タオルバー クローム ¥30,800ADF75-3010

洗面器　R.type ADF70-3002ホワイト / 陶器 ¥107,800W750×D500

タオルバー クローム ¥30,800ADF75-3010

洗面器　L.type ADF70-3003ホワイト / 陶器 ¥107,800W750×D500

タオルバー クローム ¥28,800ADF75-3025

洗面器 ADF70-3025ホワイト / 陶器 ¥78,800P.16 W550×D470

タオルバー クローム ¥34,800ADF75-3004

洗面器 ADF70-3011ホワイト / 陶器 ¥176,800W1250×D500

洗面器 ADF70-3020ホワイト / 陶器 ¥53,800P.17 W730×D300（ボウル内寸法）

洗面器 ADF70-3021ホワイト / 陶器 ¥43,600W530×D300（ボウル内寸法）

洗面器・手洗器 ADF70-3031-001ホワイト / 陶器 ¥63,600P.18 W600×D350

洗面器 ADF70-3030-001ホワイト / 陶器 ¥69,200W750×D350

手洗器 ADF70-3032-001ホワイト / 陶器 ¥58,200W450×D350

洗面器・手洗器 ADF70-0619ホワイト / 陶器 ¥63,200P.19 W600×D370

洗面器・手洗器 ADF70-0620ホワイト / 陶器 ¥61,600W500×D370

洗面器・手洗器 ADF70-3033ホワイト / 陶器 ¥62,800P.20 φ450

ADF70-3034ホワイト / 陶器 ¥52,400φ400

タオルバー クローム ¥18,800ADF75-3017

手洗器 ADF70-3017ホワイト / 陶器 ¥26,800W400×D230

タオルバー クローム ¥17,800ADF75-0609

手洗器 ADF70-0621-001ホワイト / 陶器 ¥45,600P.21 W500×D250

タオルバー クローム ¥17,800ADF75-0622

手洗器 ADF70-0622-001ホワイト / 陶器 ¥43,800W400×D230

マットホワイト / 陶器 ¥168,600ADF70-3001-008

タオルバー クローム ¥32,800ADF75-3001

洗面器 ADF70-3001-007セメントグレー / 陶器 ¥168,600P.22 W1000×D500

タオルバー クローム ¥30,800ADF75-3010

洗面器New Zero ADF70-3010-007セメントグレー / 陶器 ¥131,200

ADF70-3010-008マットホワイト / 陶器 ¥131,200

P.22 W750×D500

タオルバー クローム ¥28,800ADF75-3006

洗面器 ADF70-3006-007セメントグレー / 陶器 ¥108,800

ADF70-3006-008マットホワイト / 陶器 ¥108,800

W600×D500

タオルバー クローム ¥26,800ADF75-3005

洗面器 ADF70-3005-007セメントグレー / 陶器 ¥98,200

ADF70-3005-008マットホワイト / 陶器 ¥98,200

W500×D500

タオルバー クローム ¥17,800ADF75-0609

手洗器 ADF70-0621-007セメントグレー / 陶器 ¥63,800

ADF70-0621-008マットホワイト / 陶器 ¥63,800

P.23 W500×D250

タオルバー クローム ¥17,800ADF75-0622

手洗器 ADF70-0622-007セメントグレー / 陶器 ¥61,200

ADF70-0622-008マットホワイト / 陶器 ¥61,200

W400×D230

洗面器 ADF70-3030-006マットブラック / 陶器 ¥112,400P.24 W750×D350

セメントグレー / 陶器 ¥112,400ADF70-3030-007

マットホワイト / 陶器 ¥112,400ADF70-3030-008

洗面器・手洗器 ADF70-3031-006マットブラック / 陶器 ¥102,400W600×D350

セメントグレー / 陶器 ¥102,400ADF70-3031-007

マットホワイト / 陶器 ¥102,400ADF70-3031-008

手洗器 ADF70-3032-006マットブラック / 陶器 ¥92,400W450×D350

セメントグレー / 陶器 ¥92,400ADF70-3032-007

マットホワイト / 陶器 ¥92,400ADF70-3032-008

手洗器Sfera ADF70-0708ホワイト / 陶器 ¥39,800P.25 φ350

ADF70-0709ホワイト / 陶器 ¥43,600φ450

洗面器・手洗器 ADF70-0706ホワイト / 陶器 ¥52,400W700×D370

手洗器 ADF70-0707ホワイト / 陶器 ¥49,800W550×D350

タオルバー クローム ¥25,200ADF75-0401

洗面器Premium ADF70-2502ホワイト / 陶器 ¥94,800P.26 W800×D470

タオルバー クローム ¥26,800ADF75-0003

洗面器 ADF70-2501ホワイト / 陶器 ¥118,000W1000×D470

タオルバー クローム ¥32,400ADF75-2501

洗面器 ADF70-2508ホワイト / 陶器 ¥152,000W1200×D470

タオルバー クローム ¥19,800ADF75-0007

洗面器・手洗器 ADF70-2504ホワイト / 陶器 ¥69,000P.27 W500×D470

タオルバー クローム ¥22,800ADF75-0008

洗面器 ADF70-2503ホワイト / 陶器 ¥75,000W600×D470

手洗器 ADF70-2505ホワイト / 陶器 ¥39,000W400×D320

タオルバー クローム ¥33,600ADF75-2201

洗面器Star ADF70-2201ホワイト / 陶器 ¥156,000P.28 W1050×D480

洗面器・手洗器 ADF70-2203ホワイト / 陶器 ¥58,600W580×D450

タオルバー クローム ¥29,800ADF75-2202

洗面器 ADF70-2202ホワイト / 陶器 ¥124,000W800×D480

手洗器Velis ADF70-2109ホワイト / 陶器 ¥42,800P.29 φ420

洗面器 ADF70-2108ホワイト / 陶器 ¥48,800W600×D420
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洗面器Velis ADF70-2107ホワイト / 陶器 ¥59,800P.29 W700×D420

タオルバー クローム ¥28,600ADF75-2601

洗面器Green ADF70-2601ホワイト / 陶器 ¥94,600P.31 W1000×D500

タオルバー クローム ¥21,800ADF75-2603

洗面器 ADF70-2603ホワイト / 陶器 ¥56,800W600×D500

タオルバー クローム ¥27,200ADF75-2602

洗面器 ADF70-2602ホワイト / 陶器 ¥72,400W800×D500

タオルバー クローム ¥28,600ADF75-2601

洗面器 ADF70-2617ホワイト / 陶器 ¥139,400P.32 W1200×D520

タオルバー クローム ¥27,200ADF75-2602

洗面器 ADF70-2618ホワイト / 陶器 ¥111,400W1000×D520

タオルバー クローム ¥21,800ADF75-2603

洗面器 ADF70-2619ホワイト / 陶器 ¥87,200W800×D520

洗面器 ADF70-2614ホワイト / 陶器 ¥47,800P.33 W600×D475

洗面器 ADF70-2615ホワイト / 陶器 ¥39,800W550×D450

洗面器 ADF70-2623-001ホワイト / 陶器 ¥78,000P.34 W800×D400

洗面器・手洗器 ADF70-2624-001ホワイト / 陶器 ¥66,000P.35 W600×D400

手洗器 ADF70-2625-001ホワイト / 陶器 ¥59,600W400×D400

洗面器 ADF70-2628-001ホワイト / 陶器 ¥75,600P.36 W750×D400

洗面器・手洗器 ADF70-2612-001ホワイト / 陶器 ¥65,800W600×D380

手洗器 ADF70-2613-001ホワイト / 陶器 ¥58,800W400×D400

洗面器 ADF70-2620-001ホワイト / 陶器 ¥68,000P.37 W650×D420

洗面器・手洗器 ADF70-2621-001ホワイト / 陶器 ¥66,000W600×D400

手洗器 ADF70-2622-001ホワイト / 陶器 ¥58,000W420×D420

洗面器 ADF70-2623-006マットブラック / 陶器 ¥116,000P.38 W800×D400

セメントグレー / 陶器 ¥116,000ADF70-2623-007

マットホワイト / 陶器 ¥116,000ADF70-2623-008

手洗器 ADF70-2625-006マットブラック / 陶器 ¥94,800W400×D400

セメントグレー / 陶器 ¥94,800ADF70-2625-007

マットホワイト / 陶器 ¥94,800ADF70-2625-008

洗面器・手洗器 ADF70-2612-006マットブラック / 陶器 ¥106,800P.39 W600×D380

セメントグレー / 陶器 ¥106,800ADF70-2612-007

マットホワイト / 陶器 ¥106,800ADF70-2612-008

手洗器 ADF70-2613-006マットブラック / 陶器 ¥91,200W400×D400

セメントグレー / 陶器 ¥91,200ADF70-2613-007

マットホワイト / 陶器 ¥91,200ADF70-2613-008

洗面器 ADF70-2620-006マットブラック / 陶器 ¥106,000W650×D420

セメントグレー / 陶器 ¥106,000ADF70-2620-007

マットホワイト / 陶器 ¥106,000ADF70-2620-008

手洗器Green ADF70-2622-006マットブラック / 陶器 ¥94,000P.39 W420×D420

セメントグレー / 陶器 ¥94,000ADF70-2622-007

マットホワイト / 陶器 ¥94,000ADF70-2622-008

洗面器Gold & Silver ADF70-2623-0GBゴールド・ブラック / 陶器 ¥205,200P.41 W800×D400

ゴールド・ホワイト / 陶器 ¥205,200ADF70-2623-0GW

シルバー・ホワイト / 陶器 ¥205,200ADF70-2623-0SW

手洗器 ADF70-2625-0GBゴールド・ブラック / 陶器 ¥175,800W400×D400

ゴールド・ホワイト / 陶器 ¥175,800ADF70-2625-0GW

シルバー・ホワイト / 陶器 ¥175,800ADF70-2625-0SW

手洗器 ADF70-2109-0GBゴールド・ブラック / 陶器 ¥175,800φ420

ゴールド・ホワイト / 陶器 ¥175,800ADF70-2109-0GW

シルバー・ホワイト / 陶器 ¥175,800ADF70-2109-0SW

タオルバー クローム ¥23,800ADF75-2404

洗面器New Light ADF70-2404ホワイト / 陶器 ¥61,600P.42 W1000×D480

タオルバー クローム ¥18,800ADF75-2401

洗面器 ADF70-2411ホワイト / 陶器 ¥46,800W800×D480

ペデスタル ADF75-2001ホワイト / 陶器 ¥26,200ADF70-2404 / ADF70-2411用

タオルバー クローム ¥15,600ADF75-2405

洗面器・手洗器 ADF70-2405ホワイト / 陶器 ¥34,800P.43 W550×D485

タオルバー クローム ¥16,200ADF75-2402

洗面器・手洗器 ADF70-2402ホワイト / 陶器 ¥37,800W620×D485

ペデスタル ADF75-2001ホワイト / 陶器 ¥26,200ADF70-2405 / ADF70-2402用

タオルバー クローム ¥30,800ADF75-2302

洗面器Canova Royal ADF70-2301ホワイト / 陶器 ¥94,000P.44 W900×D500

タオルバー（１本） クローム ¥20,600ADF75-1610

キャビネット ADF75-2306ホワイト ¥389,000ADF70-2301用

キャビネットADF75-2306用

メタルフレーム ADF75-2305クローム ¥148,000ADF70-2301用

タオルバー クローム ¥28,800ADF75-2303

洗面器 ADF70-2307ホワイト / 陶器 ¥79,000W750×D500

ペデスタル（１本脚） ADF75-2301ホワイト / 陶器 ¥42,400ADF70-2301 / ADF70-2307用

タオルバー クローム ¥31,400ADF75-2307

洗面器 ADF70-2309ホワイト / 陶器 ¥51,000P.45 W600×D460

タオルバー クローム ¥28,800ADF75-2303

洗面器 ADF70-2312ホワイト / 陶器 ¥136,000W1050×D540

ペデスタル（2本脚） ADF75-2310ホワイト / 陶器 ¥88,000ADF70-2312用

ペデスタル（１本脚） ADF75-2301ホワイト / 陶器 ¥42,400ADF70-2309 / ADF70-2312用

タオルバー クローム ¥30,800ADF75-2302

洗面器 ADF70-2311ホワイト / 陶器 ¥189,000P.46 W1250×D540

ペデスタル（2本脚） ADF75-2310ホワイト / 陶器 ¥88,000ADF70-2311用

掲載頁シリーズ 写真 スペック カラー /材質 品番 税抜価格品名 掲載頁シリーズ 写真 スペック カラー /材質 品番 税抜価格品名

4 5



洗面器Canova Royal ADF70-2302ホワイト / 陶器 ¥59,800P.46 W700×D520

洗面器・手洗器 ADF70-2303ホワイト / 陶器 ¥52,000W560×D440

ペデスタル（1本脚） ADF75-2301ホワイト / 陶器 ¥42,400ADF70-2302 / ADF70-2303用

洗面器 ADF70-2310ホワイト / 陶器 ¥68,000P.47 W600×D400

洗面器 ADF70-2304ホワイト / 陶器 ¥35,000W510×D360（ボウル内寸法）

洗面器 ADF70-2308ホワイト / 陶器 ¥38,000W490×D320（ボウル内寸法）

洗面器・手洗器Il Bagno Alessi GAR70-0001ホワイト / 陶器 ¥388,600P.48 W520×D530

洗面器・手洗器 GAR70-0002ホワイト / 陶器 ¥336,200P.49 W520×D525

洗面器・手洗器 GAR70-0005ホワイト / 陶器 ¥226,800φ500

洗面器・手洗器 GAR70-0004ホワイト / 陶器 ¥237,800φ520

洗面器・手洗器Val GAR70-2001ホワイト / 陶器 ¥179,800P.50 W500×D400

洗面器・手洗器 GAR70-2002ホワイト / 陶器 ¥197,600W550×D360

洗面器・手洗器 GAR70-2005ホワイト / 陶器 ¥183,600P.51 W550×D360

トレイ GAR74-2003ホワイト / 陶器 ¥38,800φ325

トレイ GAR74-2004ホワイト / 陶器 ¥38,800W360×D280

洗面器　L.typeIno GAR70-1904ホワイト / 陶器 ¥279,800P.52 W900×D450

洗面器　R.type GAR70-1903ホワイト / 陶器 ¥279,800W900×D450

洗面器 GAR70-1902ホワイト / 陶器 ¥98,800P.53 W560×D450

洗面器・手洗器 GAR70-1901ホワイト / 陶器 ¥85,600W450×D410

手洗器Living Saphirkeramik GAR70-0311ホワイト / 陶器 ¥112,400P.54 W360×D360

洗面器・手洗器 GAR70-0312ホワイト / 陶器 ¥141,600W600×D340

洗面器・手洗器Kartell GAR70-1801ホワイト / 陶器 ¥139,800P.55 φ420

洗面器Living City GAR70-1501ホワイト / 陶器 ¥69,800P.56 W500×D460

洗面器 GAR70-1502ホワイト / 陶器 ¥82,600W600×D460

洗面器 GAR70-1503ホワイト / 陶器 ¥136,200W800×D460

洗面器Living City GAR70-1504ホワイト / 陶器 ¥174,200P.56 W1000×D460

手洗器 GAR70-1505ホワイト / 陶器 ¥88,600P.57 W450×D380

洗面器 GAR70-1506ホワイト / 陶器 ¥91,200W500×D425

GAR70-1507ホワイト / 陶器 ¥100,800W600×D425

手洗器 GAR70-0313ホワイト / 陶器 ¥68,600φ400（ボウル内寸法）

メタルフレーム クローム ¥95,600GAR75-0904

洗面器Laufen Pro GAR70-0904ホワイト / 陶器 ¥95,800P.58 W850×D480

洗面器 GAR70-0905ホワイト / 陶器 ¥129,800W1050×D480

洗面器 GAR70-0908ホワイト / 陶器 ¥43,800W600×D480

洗面器 GAR70-0901ホワイト / 陶器 ¥29,800P.59 W550×D480

GAR70-0902ホワイト / 陶器 ¥33,600W600×D480

GAR70-0903ホワイト / 陶器 ¥38,200W650×D480

洗面器 GAR70-0919ホワイト / 陶器 ¥71,200W600×D400（ボウル内寸法）

手洗器Florakids GAR70-1701-001ホワイト / 陶器 ¥38,800P.61 W450×D410

GAR70-1701-003ホワイト・レッド / 陶器 ¥52,400

手洗器Miena FLN70-0003-001ホワイト / 鋼板ホーロー ¥152,800P.62 W400×D400

ブラック / 鋼板ホーロー ¥189,200FLN70-0003-003

マットブラック / 鋼板ホーロー ¥189,200FLN70-0003-006

洗面器・手洗器 FLN70-0004-001ホワイト / 鋼板ホーロー ¥181,800W580×D380

ブラック / 鋼板ホーロー ¥228,800FLN70-0004-003

マットブラック / 鋼板ホーロー ¥228,800FLN70-0004-006

手洗器 FLN70-0001-001ホワイト / 鋼板ホーロー ¥149,200P.63 φ450

ブラック / 鋼板ホーロー ¥189,200FLN70-0001-003

マットブラック / 鋼板ホーロー ¥189,200FLN70-0001-006

FLN70-0002-001ホワイト / 鋼板ホーロー ¥118,600φ380

ブラック / 鋼板ホーロー ¥152,800FLN70-0002-003

マットブラック / 鋼板ホーロー ¥152,800FLN70-0002-006

洗面器Silenio FLN70-6909-201ホワイト / 鋼板ホーロー ¥198,600P.64 W1200×D460（水栓 2 つ穴）

FLN70-6909-101 ¥198,600ホワイト / 鋼板ホーローW1200×D460（水栓1つ穴）

洗面器 FLN70-6908ホワイト / 鋼板ホーロー ¥170,600W900×D460

洗面器 FLN70-6907ホワイト / 鋼板ホーロー ¥124,800W600×D460

洗面器 FLN70-6903ホワイト / 鋼板ホーロー ¥111,800P.65 W594×D352（ボウル内寸法）

洗面器 FLN70-6904ホワイト / 鋼板ホーロー ¥153,600W894×D352（ボウル内寸法）

洗面器 FLN70-6901ホワイト / 鋼板ホーロー ¥138,600P.66 W600×D460

洗面器 FLN70-6902ホワイト / 鋼板ホーロー ¥186,800W900×D460

GAR70-1701-002ホワイト・グリーン / 陶器 ¥52,400
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洗面器Puro FLN70-6501ホワイト / 鋼板ホーロー ¥99,800P.67 W600×D460

洗面器 FLN70-6508-201ホワイト / 鋼板ホーロー ¥187,800W1200×D460（水栓 2 つ穴）

FLN70-6508-101ホワイト / 鋼板ホーロー ¥187,800W1200×D460（水栓1つ穴）

洗面器 FLN70-6502ホワイト / 鋼板ホーロー ¥143,800W900×D460

洗面器 FLN70-6505ホワイト / 鋼板ホーロー ¥94,200P.68 W561×D354（ボウル内寸法）

洗面器 FLN70-6506ホワイト / 鋼板ホーロー ¥135,200W860×D354（ボウル内寸法）

洗面器 FLN70-6503ホワイト / 鋼板ホーロー ¥106,200P.69 W600×D460

洗面器 FLN70-6504ホワイト / 鋼板ホーロー ¥152,800W900×D460

洗面器P3 Comforts FAA70-3406ホワイト / 陶器 ¥226,800P.70 W1250×D495

洗面器 FAA70-3407ホワイト / 陶器 ¥186,200W1050×D495

洗面器 FAA70-3408ホワイト / 陶器 ¥142,800W850×D495

洗面器 FAA70-3409ホワイト / 陶器 ¥84,200P.71 W650×D495

洗面器 FAA70-3401ホワイト / 陶器 ¥71,400W650×D500

FAA70-3402ホワイト / 陶器 ¥63,000W600×D470

洗面器ME by Starck FAA70-3510ホワイト / 陶器 ¥187,200P.72 W1030×D490

洗面器 FAA70-3511ホワイト / 陶器 ¥131,600W830×D490

洗面器 FAA70-3501ホワイト / 陶器 ¥48,800P.73 W650×D490

FAA70-3502ホワイト / 陶器 ¥46,800W600×D460

FAA70-3503ホワイト / 陶器 ¥42,800W550×D440

手洗器 FAA70-3512ホワイト / 陶器 ¥71,200W310×D310

洗面器Vero Air FAA70-0522ホワイト / 陶器 ¥192,800P.74 W1000×D470

洗面器 FAA70-0523ホワイト / 陶器 ¥162,400W800×D470

洗面器 FAA70-0524ホワイト / 陶器 ¥97,800W600×D470

洗面器・手洗器 FAA70-0525ホワイト / 陶器 ¥88,200P.75 W500×D470

洗面器 FAA70-0527ホワイト / 陶器 ¥109,800W550×D470

洗面器・手洗器 FAA70-0526ホワイト / 陶器 ¥79,200W600×D380

洗面器・手洗器Durasquare FAA70-1030ホワイト / 陶器 ¥152,800P.76 W600×D470

洗面器・手洗器Bacino FAA70-2003ホワイト / 陶器 ¥89,800P.77 W420×D420

洗面器・手洗器Bacino FAA70-2002ホワイト / 陶器 ¥106,800P.77 W550×D420

洗面器・手洗器 FAA70-2001ホワイト / 陶器 ¥89,800φ420

手洗器Architec FAA70-0111ホワイト / 陶器 ¥131,200P.78 W575×D520

手洗器 FAA70-0101ホワイト / 陶器 ¥49,800W360×D380

洗面器 FAA70-0103ホワイト / 陶器 ¥96,800W575×D520

手洗器 FAA70-0104ホワイト / 陶器 ¥81,200P.79 W450×D450

手洗器　R.type FAA70-0106ホワイト / 陶器 ¥84,600W645×D410

手洗器　L.type FAA70-0105ホワイト / 陶器 ¥84,600W645×D410

手洗器 FAA70-0110ホワイト / 陶器 ¥77,200φ470

洗面器・手洗器 FAA70-0107ホワイト / 陶器 ¥98,800φ400（ボウル内寸法）

洗面器・手洗器 FAA70-0108ホワイト / 陶器 ¥76,800φ400（ボウル内寸法）・オーバーフロー無

FAA70-0109ホワイト / 陶器 ¥80,200φ400（ボウル内寸法）・オーバーフロー付

手洗器 FAA70-0112ホワイト / 陶器 ¥68,200φ325（ボウル内寸法）

FAA70-0113ホワイト / 陶器 ¥63,400φ275（ボウル内寸法）

洗面器Starck3 FAA70-2222ホワイト / 陶器 ¥124,600P.80 W850×D485

ペデスタル ホワイト/ 陶器 ¥32,600FAA75-2203

洗面器 FAA70-2221ホワイト / 陶器 ¥153,800W1050×D485

洗面器 FAA70-2223ホワイト / 陶器 ¥104,600W700×D545

洗面器 FAA70-2201ホワイト / 陶器 ¥44,200P.81 W650×D485

FAA70-2202ホワイト / 陶器 ¥35,400W600×D450

FAA70-2203ホワイト / 陶器 ¥32,400W550×D430

ペデスタル FAA75-2203ホワイト / 陶器 ¥32,600

洗面器・手洗器 FAA70-2216ホワイト / 陶器 ¥48,400P.82 W560×D460

洗面器・手洗器 FAA70-2217ホワイト / 陶器 ¥51,000W490×D365（ボウル内寸法）

洗面器 FAA70-2218ホワイト / 陶器 ¥58,000W490×D355（ボウル内寸法）

洗面器・手洗器 FAA70-2224ホワイト / 陶器 ¥51,200W550×D460

手洗器 FAA70-2204ホワイト / 陶器 ¥32,400P.83 W500×D360

手洗器 FAA70-2213ホワイト / 陶器 ¥26,800W450×D320

手洗器 FAA70-2214ホワイト / 陶器 ¥29,400W500×D260

FAA70-2222 / FAA70-2221用

FAA70-2201 / FAA70-2202 /
FAA70-2203用

掲載頁シリーズ 写真 スペック カラー /材質 品番 税抜価格品名 掲載頁シリーズ 写真 スペック カラー /材質 品番 税抜価格品名
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手洗器Starck3 FAA70-2225ホワイト / 陶器 ¥29,600P.83 W400×D260

手洗器 FAA70-2215ホワイト / 陶器 ¥52,200W310×D310

洗面器Slim ASN70-0001ホワイト / 陶器 ¥193,000P.84 W700×D535

洗面器 ASN70-0002ホワイト / 陶器 ¥232,000P.85 W850×D507

洗面器・手洗器Unica ALC70-0001-001ホワイト / 陶器 ¥128,800P.86 φ500

マットブラック / 陶器 ¥192,800ALC70-0001-008

洗面器・手洗器 ALC70-0003-001ホワイト / 陶器 ¥128,800P.87 W500×D400

マットブラック / 陶器 ¥192,800ALC70-0003-008

洗面器・手洗器 ALC70-0002-001ホワイト / 陶器 ¥128,800W400×D400

マットブラック / 陶器 ¥192,800ALC70-0002-008

ペデスタル（2 本脚） ホワイト/ 陶器 ¥118,600ABA75-0001

洗面器Dolcevita ABA70-0001ホワイト / 陶器 ¥186,800P.88 W1000×D550

ペデスタル（1本脚） ホワイト/ 陶器 ¥56,800ABA75-0002

洗面器 ABA70-0003ホワイト / 陶器 ¥142,800W750×D550

ABA70-0001 / ABA70-0003用

洗面器 ABA70-0006ホワイト / 陶器 ¥108,800P.89 W650×D480

洗面器 ABA70-0004ホワイト / 陶器 ¥142,800W750×D575

ペデスタル（1本脚） ホワイト/ 陶器 ¥56,800ABA75-0002

洗面器 ABA70-0005ホワイト / 陶器 ¥118,600W700×D550

ABA70-0004 / ABA70-0005用

洗面器Daytime ABA70-1501ホワイト / 陶器 ¥96,800P.90 W1105×D500

洗面器　R.type ABA70-1503ホワイト / 陶器 ¥73,600W860×D500

サイフォンカバー ホワイト/ 陶器 ¥33,600ABA75-1501

洗面器　L.type ABA70-1502ホワイト / 陶器 ¥73,600W860×D500

ABA70-1503 / ABA70-1502用

洗面器 ABA70-1505ホワイト / 陶器 ¥42,800P.91 W620×D500

サイフォンカバー ホワイト/ 陶器 ¥33,600ABA75-1501

洗面器

Daytime

ABA70-1504ホワイト / 陶器 ¥56,800

P.91

W700×D500

ABA70-1505 / ABA70-1504用

洗面器・手洗器 ABA70-1506ホワイト / 陶器 ¥55,600W615×D430

洗面器Nuda AAA70-0702ホワイト / 陶器 ¥103,600P.92 W950×D545

洗面器 AAA70-0701ホワイト / 陶器 ¥83,600W860×D580

洗面器 AAA70-0704ホワイト / 陶器 ¥62,800W600×D540

洗面器Madre AAA70-1502ホワイト / 陶器 ¥119,200P.93 W750×D500

洗面器 AAA70-1501ホワイト / 陶器 ¥128,800W950×D500

洗面器Acquagrande AAA70-1001ホワイト / 陶器 ¥182,600P.94 W1000×D550

洗面器 AAA70-1002ホワイト / 陶器 ¥114,600W600×D550

洗面器 AAA70-1003ホワイト / 陶器 ¥132,800W600×D550

手洗器Plate AAA70-1202ホワイト / 陶器 ¥132,400P.95 W640×D480

AAA70-1201ホワイト / 陶器 ¥104,800W540×D460

洗面器Volo AAA70-1301ホワイト / 陶器 ¥132,400P.95 W660×D520

手洗器Miniwash AAA70-1401ホワイト / 陶器 ¥72,200P.95 W250×D400

手洗器First BRS70-0101-006ホワイト / 

Cristalplant（人工大理石）
¥169,800P.96 W840×D380

手洗器 BRS70-0102-001ホワイト / 陶器 ¥76,800P.97 W360×D218

手洗器 BRS70-0104-001ホワイト / 陶器 ¥104,800W360×D280

手洗器 BRS70-0103-001ホワイト / 陶器 ¥86,800W395×D246

手洗器New Flush BRS70-0414-009ホワイト / ALUITE（人工大理石） ¥127,800P.98 W380×D180

手洗器 BRS70-0413-009ホワイト / ALUITE（人工大理石） ¥112,800W350×D180

手洗器 BRS70-0411-009ホワイト / ALUITE（人工大理石） ¥112,800W280×D270

単水栓・排水金具セット BRS73-0801-008マットブラック ¥82,600L106×H159

Clouブランド手洗器専用（一部を除く）

手洗器 BRS70-0411-001ホワイト / 陶器 ¥68,600P.99 W280×D270

手洗器 BRS70-0412-001ホワイト / 陶器 ¥68,600W355×D245

手洗器 BRS70-0413-001ホワイト / 陶器 ¥68,600W350×D180

ABA70-0001用

掲載頁シリーズ 写真 スペック カラー /材質 品番 税抜価格品名 掲載頁シリーズ 写真 スペック カラー /材質 品番 税抜価格品名

HATRIA

ALICE CERAMICA

NIC DESIGN FLAMINIA

CLOU
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手洗器New Flush BRS70-0414-001ホワイト / 陶器 ¥73,600P.99 W380×D180

手洗器Flush BRS70-0402-008マットブラック / 陶器 ¥88,800P.100 W280×D270

手洗器 BRS70-0403-008マットブラック / 陶器 ¥88,800W360×D180

手洗器 BRS70-0401-001ホワイト / 陶器 ¥63,600W280×D270

手洗器　R.type BRS70-0405-001ホワイト / 陶器 ¥63,600W360×D180

手洗器　L.type BRS70-0403-001ホワイト / 陶器 ¥63,600W360×D180

単水栓・排水金具セット BRS73-0801-008マットブラック ¥82,600L106×H159

Clouブランド手洗器専用（一部を除く）

手洗器 BRS70-0406-001ホワイト / 陶器 ¥63,600P.101 W360×D245

手洗器 BRS70-0407-001ホワイト / 陶器 ¥92,400W425×D290

手洗器 BRS70-0409-001ホワイト / 陶器 ¥63,600W270×D270

手洗器 BRS70-0410-001ホワイト / 陶器 ¥89,800W270×D315

BRS70-0410-002プラチナ・ホワイト / 陶器 ¥176,800

BRS70-0410-003ブラック / 陶器 ¥124,200

手洗器　R.typeMini Wash Me BRS70-0203-001ホワイト / 陶器 ¥124,800P.102 W560×D190

手洗器　L.type BRS70-0204-001ホワイト / 陶器 ¥124,800W560×D190

手洗器　R.type BRS70-0201-001ホワイト / 陶器 ¥89,800W450×D190

手洗器　L.type BRS70-0202-001ホワイト / 陶器 ¥89,800W450×D190

排水目皿 BRS73-0201ポリッシュ / ステンレス ¥13,800Clou Mini Wash Meシリーズ専用

排水栓 BRS73-0202-022ホワイト ¥2,560Clou Mini Wash Meシリーズ専用

BRS73-0202-023ブラック ¥2,560

BRS73-0202-024ブルー ¥2,560

BRS73-0202-025グリーン ¥2,560

BRS73-0202-026イエロー ¥2,560

BRS73-0202-027オレンジ ¥2,560

手洗器Hammock BRS70-0001ホワイト / ミネラルマーブル

（天然石配合人造石）
¥124,600P.103 W450×D180

掲載頁シリーズ 写真 スペック カラー /材質 品番 税抜価格品名 掲載頁シリーズ 写真 スペック カラー /材質 品番 税抜価格品名
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手洗器Hand Washbasin
[high grade]

BRS70-0101-006ホワイト / 

Cristalplant（人工大理石）
¥169,800P.110 W840×D380

手洗器 FLN70-0001-001ホワイト / 鋼板ホーロー ¥149,200φ450

FLN70-0002-001ホワイト / 鋼板ホーロー ¥118,600φ380

洗面器・手洗器 GAR70-0312ホワイト / 陶器 ¥141,600W600×D340

手洗器 GAR70-0311ホワイト / 陶器 ¥112,400W360×D360

洗面器・手洗器 GAR70-1801ホワイト / 陶器 ¥139,800φ420

洗面器・手洗器 ALC70-0001-008マットブラック / 陶器 ¥192,800P.111 φ500

洗面器・手洗器 GAR70-0001ホワイト / 陶器 ¥388,600W520×D530

洗面器・手洗器 ALC70-0002-001ホワイト / 陶器 ¥128,800W400×D400

ALC70-0003-001ホワイト / 陶器 ¥128,800W500×D400

洗面器 ADF70-2623-0SWシルバー・ホワイト / 陶器 ¥205,200W800×D400

洗面器Under Counter ALC70-0301ホワイト / 陶器 ¥76,800P.112 W780×D395（ボウル内寸法）

洗面器 FLN70-6904ホワイト / 鋼板ホーロー ¥153,600W894×D352（ボウル内寸法）

洗面器 FLN70-6903ホワイト / 鋼板ホーロー ¥111,800W594×D352（ボウル内寸法）

洗面器 FLN70-6506ホワイト / 鋼板ホーロー ¥135,200W860×D354（ボウル内寸法）

洗面器 FLN70-6505ホワイト / 鋼板ホーロー ¥94,200W561×D354（ボウル内寸法）

洗面器・手洗器 FAA70-2217ホワイト / 陶器 ¥51,000P.113 W490×D365（ボウル内寸法）

洗面器 FAA70-2218ホワイト / 陶器 ¥58,000W490×D355（ボウル内寸法）

洗面器 FAA70-0514ホワイト / 陶器 ¥63,800W485×D315（ボウル内寸法）

洗面器 GAR70-0919ホワイト / 陶器 ¥71,200W600×D400（ボウル内寸法）

洗面器 FAA70-3108ホワイト / 陶器 ¥33,600W495×D290（ボウル内寸法）

洗面器 ADF70-3020ホワイト / 陶器 ¥53,800W730×D300（ボウル内寸法）

手洗器 FAA70-0112ホワイト / 陶器 ¥68,200P.114 φ325（ボウル内寸法）

FAA70-0113ホワイト / 陶器 ¥63,400φ275（ボウル内寸法）

洗面器・手洗器 FAA70-0107ホワイト / 陶器 ¥98,800φ400（ボウル内寸法）

洗面器・手洗器 FLN70-5701-001ホワイト / 鋼板ホーロー ¥90,600φ420（ボウル内寸法）

FLN70-5701-003ブラック / 鋼板ホーロー ¥117,200

FLN70-5702-001ホワイト / 鋼板ホーロー ¥73,800φ360（ボウル内寸法）

FLN70-5702-003ブラック / 鋼板ホーロー ¥95,800

手洗器 ADF70-2305ホワイト / 陶器 ¥33,600φ330（ボウル内寸法）

洗面器 ADF70-2304ホワイト / 陶器 ¥35,000W510×D360（ボウル内寸法）

タオルバー クローム ¥17,800ADF75-0609

手洗器Hand Washbasin
[compact]

ADF70-0621-001ホワイト / 陶器 ¥45,600P.106 W500×D250

タオルバー クローム ¥17,800ADF75-0624

手洗器 ADF70-0622-001ホワイト / 陶器 ¥43,800W400×D230

タオルバー クローム ¥18,800ADF75-3017

手洗器 ADF70-3017ホワイト / 陶器 ¥26,800W400×D230

手洗器 FAA70-2225ホワイト / 陶器 ¥29,600W400×D260

手洗器 GAR70-0916ホワイト / 陶器 ¥21,800W360×D250

手洗器 FAA70-0101ホワイト / 陶器 ¥49,800W360×D380

手洗器 ALC70-0201ホワイト / 陶器 ¥46,800P.107 W520×D260

手洗器・単水栓セット BRS70-0501ホワイト / 陶器 ¥71,200W290×D270

※単水栓・排水目皿・壁用排水トラップ付属（止水栓別途）

手洗器 ADF70-2505ホワイト / 陶器 ¥39,000W400×D320

手洗器 FAA70-2213ホワイト / 陶器 ¥26,800W450×D320

手洗器 FAA70-3512ホワイト / 陶器 ¥71,200W310×D310

手洗器 FAA70-2215ホワイト / 陶器 ¥52,200W310×D310

手洗器Hand Washbasin
[counter top]

ADF70-3032-001ホワイト / 陶器 ¥58,200P.108 W450×D350

手洗器 ADF70-2622-001ホワイト / 陶器 ¥58,000W420×D420

手洗器 ADF70-2613-001ホワイト / 陶器 ¥58,800W400×D400

洗面器・手洗器 AAA70-1101ホワイト / 陶器 ¥76,800W540×D400

洗面器・手洗器 ADF70-0620ホワイト / 陶器 ¥61,600W500×D370

洗面器・手洗器 FAA70-2002ホワイト / 陶器 ¥106,800W550×D420

洗面器・手洗器 FAA70-2003ホワイト / 陶器 ¥89,800W420×D420

手洗器 ADF70-0708ホワイト / 陶器 ¥39,800P.109 φ350

ADF70-0709ホワイト / 陶器 ¥43,600φ450

手洗器 ADF70-0707ホワイト / 陶器 ¥49,800W550×D350

手洗器 ADF70-3033ホワイト / 陶器 ¥62,800φ450

ADF70-3034ホワイト / 陶器 ¥52,400φ400

手洗器 ADF70-2109-001ホワイト / 陶器 ¥42,800φ420

洗面器 ADF70-2108ホワイト / 陶器 ¥48,800W600×D420

洗面器・手洗器 FAA70-2001ホワイト / 陶器 ¥89,800φ420

掲載頁シリーズ 写真 スペック カラー /材質 品番 税抜価格品名 掲載頁シリーズ 写真 スペック カラー /材質 品番 税抜価格品名
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手洗器Under Counter GAR70-0313ホワイト / 陶器 ¥68,600P.114 φ400（ボウル内寸法）

洗面器Over Counter FLN70-6907ホワイト / 鋼板ホーロー ¥124,800P.115 W600×D460

洗面器 FLN70-6502ホワイト / 鋼板ホーロー ¥143,800W900×D460

洗面器 FLN70-6908ホワイト / 鋼板ホーロー ¥170,600W900×D460

洗面器 GAR70-0309ホワイト / 陶器 ¥69,000W650×D470

洗面器 ADF70-3021ホワイト / 陶器 ¥43,600W600×D370

洗面器・手洗器 ADF70-2203ホワイト / 陶器 ¥58,600W580×D450

洗面器・手洗器 FAA70-3107ホワイト / 陶器 ¥31,800P.116 W545×D435

洗面器 ADF70-0302ホワイト / 陶器 ¥49,000W610×D510

ADF70-0003ホワイト / 陶器 ¥43,000W570×D470

洗面器・手洗器 ABA70-1506ホワイト / 陶器 ¥55,600W615×D430

洗面器 ADF70-0303ホワイト / 陶器 ¥62,200W600×D450

手洗器 FAA70-0110ホワイト / 陶器 ¥77,200φ470

洗面器・手洗器 FAA70-2216ホワイト / 陶器 ¥48,400P.117 W560×D460

洗面器 GAR70-0914ホワイト / 陶器 ¥63,800W560×D440

洗面器 ABA70-0006ホワイト / 陶器 ¥108,800W650×D480

洗面器 GAR70-0918ホワイト / 陶器 ¥46,800W560×D440

洗面器 ADF70-2310ホワイト / 陶器 ¥68,000W600×D400

洗面器For Wheelchair ADF70-0710ホワイト / 陶器 ¥89,600P.118 W700×D550

洗面器 FAA70-2223ホワイト / 陶器 ¥104,600W700×D545

手洗器 FAA70-0111ホワイト / 陶器 ¥131,200W575×D520

スペースセービングトラップ ATB73-9982クローム ¥64,800オーバーフロー付  洗面器用

ATB73-9975クローム ¥64,800オーバーフロー無  洗面器用

洗面器用固定フレーム（昇降機能付）For Barrier-Free FAC75-0302バックパネル : ガラス

サイホンカバー :クローム
¥467,200P.119

洗面器For Utility Sink GAR70-1413ホワイト / 陶器 ¥132,600P.119 W600×D455

洗面器 AAG70-1501ホワイト / 陶器 ¥66,800W610×D460

掲載頁シリーズ 写真 スペック カラー /材質 品番 税抜価格品名 掲載頁シリーズ 写真 スペック カラー /材質 品番 税抜価格品名
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ポップアップ排水金具排水目皿 ATB73-1903-001クローム ¥8,680P.122 ダイレクトプッシュ式
ヘアキャッチャー付属

ポップアップ排水金具 ATB73-1901-001クローム ¥7,820ダイレクトプッシュ式

ATB73-1901-002ホワイト / 陶器 ¥9,260

ポップアップ排水金具 AWK73-9933クローム ¥9,800ダイレクトプッシュ式

ポップアップ排水金具 SFG73-9901クローム ¥4,800

ポップアップ排水金具 GAR73-0006-001ホワイト / 陶器 ¥15,200

排水目皿 FAC73-5121ステンレス ¥3,260P.123 ゴム栓付き

排水目皿 ATB73-1902-001クローム ¥7,820

ATB73-1902-002ホワイト / 陶器 ¥9,260

排水目皿 FAC73-5125ステンレス ¥3,580

排水目皿 BRS73-0201ポリッシュ / ステンレス ¥13,800Clou Mini Wash Meシリーズ専用

排水栓 BRS73-0202-022ホワイト ¥2,560Clou Mini Wash Meシリーズ専用

BRS73-0202-023ブラック ¥2,560

BRS73-0202-024ブルー ¥2,560

BRS73-0202-025グリーン ¥2,560

BRS73-0202-026イエロー ¥2,560

BRS73-0202-027オレンジ ¥2,560

排水カバー BRS73-0101-021ブラッシュドステンレス ¥3,960Clou First / New Flush / Flush
シリーズ専用（※一部適用外）

排水ゴム栓 BRS73-0001-028オレンジ ¥2,780Clou Hammockシリーズ専用

BRS73-0001-029グレー ¥2,780

スタンダードボトルトラップ排水トラップ AWK73-9903クローム ¥16,500P.124

シリンダーボトルトラップ M AWK73-9905クローム ¥23,000

シリンダーボトルトラップ L AWK73-9904クローム ¥26,000

ボトルトラップ AWK73-9906クローム ¥28,800

エコノミーボトルトラップ QDH73-9908クローム ¥6,400

スモールボトルトラップ BRS73-0504-020クローム ¥33,600コンパクト手洗器用

フレキシブル Pトラップ ATB73-2101クローム ¥18,400

スペースセービングトラップ ATB73-9982クローム ¥64,800オーバーフロー付  洗面器用

ATB73-9975クローム ¥64,800オーバーフロー無  洗面器用

ボトルトラップ延長用ツバ付管 FAC73-9901クローム ¥4,980

Sトラップ TFM73-7001クローム ¥8,900P.125

床接続排水管排水トラップ FAC73-9915クローム ¥10,480P.125

洗面器用固定フレーム（昇降機能付）固定フレーム FAC75-0302バックパネル : ガラス
サイホンカバー :クローム

¥467,200P.125

洗面器用固定フレーム FAC75-0301 ¥43,600

目皿カバー　プッシュタイプスペアパーツ・
取付金具

ATB73-9989-001クローム ¥4,280P.125

目皿カバー AWK73-9994-001クローム ¥2,400

スペーサー AWK73-9996クローム ¥3,900

オーバーフロー化粧カバー ADF73-0001-020クローム ¥2,200Catalanoブランド専用

取付金具 FAE73-0010 ¥1,680

取付金具 FAA73-9921 ¥5,680Duravit Starck3 / Architecシリーズ
アンダーカウンター設置用固定金具

マットホワイト ¥15,800ATB73-1903-024

ポップアップ排水金具カラーパーツ ATB73-1903-013マットブラック ¥15,800P.126 ヘアキャッチャー付属

ブラッシュドローズゴールド ¥21,800ATB73-1903-034

ブラッシュドブラックメタリック ¥21,800ATB73-1903-075

ブラッシュドメタリック ¥18,800ATB73-1903-077

ブラッシュドオールドブラス ¥18,800ATB73-1903-092

マットホワイト ¥13,800ATB73-1902-024

排水目皿 ATB73-1902-013マットブラック ¥13,800

ブラッシュドローズゴールド ¥19,800ATB73-1902-034

ブラッシュドブラックメタリック ¥19,800ATB73-1902-075

ブラッシュドメタリック ¥17,800ATB73-1902-077

ブラッシュドオールドブラス ¥17,800ATB73-1902-092

セメントグレー ¥13,600ADF73-1903-007

ポップアップ排水金具 ADF73-1903-006マットブラック ¥13,600P.127

マットホワイト ¥13,600ADF73-1903-008

セメントグレー ¥13,200ADF73-1902-007

排水目皿 ADF73-1902-006マットブラック ¥13,200

マットホワイト ¥13,200ADF73-1902-008

単水栓・排水金具セット BRS73-0801-008マットブラック ¥82,600L106×H159

Clouブランド手洗器専用（一部を除く）

マットホワイト ¥48,200ATB73-2002-024

ボトルトラップ ATB73-2002-013マットブラック ¥48,200

ブラッシュドローズゴールド ¥48,200ATB73-2002-034

ブラッシュドブラックメタリック ¥48,200ATB73-2002-075

ブラッシュドメタリック ¥39,800ATB73-2002-077

ブラッシュドオールドブラス ¥39,800ATB73-2002-092

水栓金具取付穴あけ加工（4ヶ所以上）
※１～3ヶ所までは無償

追加料金 1ヶ所につき　¥4,500P.130

掲載頁シリーズ 写真 スペック カラー /材質 品番 税抜価格品名 掲載頁シリーズ 写真 スペック カラー /材質 品番 税抜価格品名
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タオルバー クローム ¥30,800ADF75-3010

洗面器New Zero ADF70-3010-001ホワイト / 陶器 ¥97,800P.12 W750×D500

タオルバー クローム ¥32,800ADF75-3001

洗面器 ADF70-3001-001ホワイト / 陶器 ¥128,600W1000×D500

掲載頁シリーズ 写真 カラー /材質 品番 税抜価格品名 スペック

20 21

プライスリストの見方

「Tform WASHBASIN CATALOGUE vol.2」
の掲載ページを示しております。

排水目皿がセットされた写真を使用していますが、一部の商品を除いては排水目皿は別途となります。

商品によって、タオルバーやペデスタルなどのオプション品とセットされた写真を使用していますが、特に記述がない限り、
オプション品は別途となります。あらかじめご了承ください。

掲載の写真は簡略的なものであり、水栓穴の有無などが完全には反映されておりません。水栓穴の有無・位置については、
洗面カタログ「Tform WASHBASIN CATALOGUE vol.2」の各ページ、もしくは図面（ウェブサイトに掲載）にてご確認ください。

商品によってはカラーバリエーションのご用意があるものがございます。カラーについては、洗面カタログ「Tform 
WASHBASIN CATALOGUE vol.2」の各ページ、もしくはウェブサイトにてご確認ください。

掲載頁 写真

ご採用にあたってのご注意とお願い

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

表記価格は 2020年3月現在の価格であり、税別価格となっております。 また表記価格は本体のみの価格です。特記されていない排水金具や工事費および運賃は含まれません。

当社では、取付工事を承っておりません。取付工事費用を含む見積請求およびご購入は、ご依頼の工事業者様にてお手配ください。

当社は、工務店や設備工事会社などの施工業者様、住設機器販売などの材料商社様に販売いたします。原則、お施主様や設計事務所様には販売しておりません。（ご購入後のパーツやオプショ
ン品は除く）見積請求およびご購入は、ご依頼の施工業者様にてお手配ください。

見積のご請求およびご購入につきましては、当社ティーフォルム事業部（FAX 06-6633-7790）までお問い合わせください。

取扱商品は一部を除き国内在庫品です。納期はご契約成立後、約1週間ですが、在庫切れの場合は納期が 3～ 4ヵ月必要となる場合がございます。納期および在庫の有無については、当社
へあらかじめお問い合わせください。

製品の不良、瑕疵以外で当社正式受注後にお客様のご都合による返品、交換、キャンセルは原則としてお受けできませんので、あらかじめご了承ください。

当社取扱商品は一部の部品類を除き海外輸入品です。海外メーカーの事情により予告なく生産中止となる場合や、仕様を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。商品の
最新情報は当社ウェブサイト（www.tform.jp）にてご確認ください。

掲載頁シリーズ 写真 カラー /材質 品番 税抜価格品名 スペック
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