
お客様各位 2020 年 2 月 21 日 

施主支給専門店ホーム・デポ 

本店事業部 

新型コロナウイルスの影響による商品供給について(第 4 報) 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

中国における新型コロナウイルスの感染拡大を受け、住設機器メーカー各社の商品供給に支障が 

発生しております。一部の商品に受注停止も始まり、非常に厳しい状況になっております。 

つきましては、各社の現状を以下の通りご報告申し上げます。 

敬具 

記 

メーカー 商品 対象 状況 

クリナップ 食器洗浄乾燥機：ミーレ社を除く全機種 

IH クッキングヒーター：全機種 

レンジフード：洗エール 

スマートスクエアフード 

オートムーブ：全機種 

水栓 

 

 

 

 

 

電気温水器 

システムキッチン全シリーズ 

システムキッチン全シリーズ 

システムキッチン全シリーズ 

コルティ 

システムキッチン全シリーズ 

ZZJFAB466SYX(N) 

ZZSF-NA451S(N) 

ZZJFAB461SX(N) 

ZZJFNA466SJW 

ZZJA497MN9NTN01 

ZZJA497MK9NTN01 

ZZEV-K18N3 

ZZEV-F12N1 

ZZEV-H12V1 

ご注文済みの一部に納期遅延が 

発生しております。 

今後のご注文分は納期回答ができない 

情況となっています。 

TOTO システムキッチン 

トイレ 

 

システムトイレ 

LD：洗面化粧台 

水栓金具 

 

 

 

 

 

 

クリーンドライ 

 

 

三乾王： 

ザ・クラッソ ミッテ 

ウォシュレットシートタイプ全機種 

ウォシュレット一体型便器全機種 

暖房便座：普通便座：レストパル：レストパル F 

全機種 

横水栓 T23/T200/T31/T131/T248/T95 

立水栓 T136/T210 

定量止水付壁付サーモスタット混合栓 TMF47 

自動水栓 TEN481/TENA22 

大便器自動フラッシュバルブ TEVN30 

台付シングルレバー混合栓 

TLG01302/TLG01305/TN126 

ピタットくん TW11 

温風タイプ TYC120 

高速両面タイプ TYC420 

浴室換気暖房乾燥機(戸建住宅向け) TYB31 

2 月 17 日～受注停止 

2 月 17 日～受注停止 

2 月 17 日～受注停止 

2 月 17 日～受注停止 

標準+7 日前後かかります。回復時は未定。 

通常より納品までに時間がかかります。 



 

小型電気温水器 

浴室換気暖房乾燥機(集合住宅向け) TYB40 

湯ぽっと(自動水栓一体型) REA03 

湯ぽっと(自動水栓一体型･低消費電力タイプ)  

RECK03 

湯ぽっと(専用水栓一体型) REKB 

湯ぽっと(パブリック飲料･洗い物用) REWF03 

トクラス IH クッキングヒーター：日立/パナソニック 

食器洗浄乾燥機：パナソニック 

全システムキッチン 25 日お届け分以降に関しては後報。 

タカギ みず工房クリーン ワンホール型 

みず工房エコ 分岐対応型 

JL307MN 

JL327MN 

みず工房エコの蛇口本体に、 

みず工房クリーンの浄水器を背として出荷

(性能は従来と同じ) 

タカラ シャワー＆トイレユニット 

 

IH クッキングヒーター 

 

 

 

 

食器洗浄乾燥機 

TCA312 便座取付用ボルト 

TCF5012R#NW1 温水洗浄便座タイプ 

CH-11CTA/12CTA/11CTD/12CTD 

CS-G318M 

HTB-TS8TLWSF/TS8TLSF/TS250LKF/ 

TS7TLS/TS100LXF 

HT-K60ST/K6KT/K6ST 

EW-45R2SM EW-45R2S 

RKW-404A-B RKW-404A-SV 

標準納期での回答ができない場合や、 

欠品により出荷できない場合があります。 

ウッドワン パナ：食器洗浄乾燥機+IH クッキング エレクトロラックス：IH クッキング 日立グローバルライフソリューション：IH クッキングの納期は一時未定。 

大建工業 リビングドア：おもいやりドア 

 

クローク収納：玄関収納：造作・手摺部材 

 

スライドタラップ：ロフトタラップ 

ハンドル：丁番：吊車：引手：箱錠：戸車：レール：

金具 

ハンドル：丁番：吊車：レール：プッシュオープン

金具 

手摺付アルミ製 

3 月中旬までは、平常出荷の場合影響は 

ありません。 

需要増加や現地の沈静化が遅れる場合

は、今後影響を受ける可能性があります。 

ノーリツ IH クッキングヒーター：日立/三菱/パナ 

食器洗浄乾燥機：パナ：三菱 

システムキッチン 解消見込みは今の所は未定 

ガス給湯器 

業務用ガス給湯器 

GQ-1627AWXD-F-1-DX 

GQ-3210WZQ-2 

GQ-5011WZ-2 

3 月初旬には解消見込み 

2 月下旬には解消見込み 

未定 

洗面化粧台 ソフィニア 

ソフィニアクリエ 

キューボ 

シャンピーヌ 

シャンピーヌ LT 

解消見込みは今の所は未定 

新規ご注文受付を一時停止いたします。 

リンナイ ガス給湯器は今の所通年通常発注分は対応可能。テーブルコンロ：SK コンロも通常通り可能。食器洗浄乾燥機は要観察。 

LIXIL トイレ関係 サティス G/S プレアス LS/HS  

アステオ アメージュ ZA シャワートイレ  

NEW PASSO KA/KB シリーズ  

US/UH シリーズ ワンピース便器  

アメージュ Z 便器(フチレス)(フチ無し)  

一般洋風便器 リフォレ 多機能トイレパック  

2 月 18 日～新規発注分より 納期後報 

 

 

 

 

 



パブリック向けタンクレストイレ  

パブリック向けクイックタンク便器  

GROHE センシアアリーナ PA/PB シリーズ  

2 月 18 日～新規発注分より 納期後報 

手洗い その他 キャパシア コフレル アクセサリー 施設用手摺 大口新規注文 納期未定 

洗面化粧台 ルミシス：LC：ピアラ：オフト：エスタ：リフラ：ドゥケ

ア 

食器洗浄乾燥機 システムキッチン 全シリーズ 納期後報 

IH クッキングヒーター 間口 600：750 サイズ 

間口 450 サイズ/パナソニック製 日立製 

レンジフード(パナソニック製) 

受注停止 

換気乾燥暖房機 UFD-111A/111PA ユニットバス 全シリーズ 一旦納期保留 

握りバー8907/8928-BTYPE 全サイズ/カラー 

キュービック照明 LE-E1-1A/1L 

シャワートイレ CW-US220-NE-PU/BNS 

CW-US220-NE-PU/bw8 

水栓金具 今後の受注状況により一部商品の納期遅

延が発生する可能性がございます。 浴槽内握りバー 

浴室内アクセサリー類 

浴室テレビ 

浴槽 イデアトーン浴槽 

水栓金具 全シリーズ 大口新規注文 納期未定 

電気温水器 今後の受注状況により一部商品で納期遅延が発生する可能性がございます。 

タイル･石材(カタログ品) パールミックス デザイナー向け内装タイル 

1 色 1 品番 

ミックスモザイクコロリート インテリアモザイク 

3 色 6 品番(役物のみ) 

ガラスモザイクルキアグラス インテリアモザイク 

1 色 1 品番 

受注状況により遅延が発生する可能性が

ございます。 

ガラスモザイクジャグズ インテリアモザイク 

IM-4815P1/JAG1 

2 月 19 日～新規発注分より 納期後報 

キラミックステップ 内装床タイル 

1 色 1 品番 

ジェントフロア 内装床タイル 

3 色 6 品番(役物含む) 

上がり框Ⅱ 内装床タイル 

2 色 6 品番 

ジョイアストーン外床タイプ 外装床タイル 

1 色 1 品番(役物のみ) 

フォスキー外床タイプ 外装床タイル 

3 色 3 品番 

デザレート外床タイプ 外装床タイル 

3 色 4 品番(役物含む) 

 

受注状況により遅延が発生する可能性が

ございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



デザレート内床タイプ 内装床タイル 

1 色 1 品番 

ホワイトバーチ外床タイプ 外装床タイル 

1 色 1 品番(役物のみ) 

カスティージョ外床タイプ 外装床タイル 

1 色 1 品番 

受注状況により遅延が発生する可能性が

ございます。 

ストーン J 外装床タイル 

IPF-301/STJ-3 

2 月 19 日～新規発注分より 納期後報 

シェルタストーン 外装床タイル 

2 色 3 品番 

受注状況により遅延が発生する可能性が

ございます。 

ストーンエッジⅡ床用 外装床タイル 

2 色 3 品番 

IPF-600/SEN-4 

受注状況により遅延が発生する可能性が

ございます。 

2 月 19 日～新規発注分より 納期後報 

サンベネゼ 外装床タイル 

3 色 3 品番(役物含む) 

アルベルゴ 外装床タイル 

2 色 2 品番 

コンテⅡ 外装床タイル 

11 色 11 品番(役物含む) 

乱形 外装床タイル 

2 色 4 品番 

セライージー セライージー 

3 色 3 品番(役物含む) 

受注状況により遅延が発生する可能性が

ございます。 

エクセンシア 外装壁(石材) 

HAL-35B/ECA-2 

HAL-35B/ECA-3 

HAL-35BB/ECA-3 

HAL-35B/ECA-6 

2 色 2 品番(役物含む) 

2 月 17 日～新規発注分より 納期後報 

受注状況により遅延が発生する可能性が

ございます。 

エクセンシアアルターノ 外装壁(石材) 

3 色 6 品番 

エスグラン 外装壁(石材) 

3 色 3 品番 

パナソニック ほっとくリーンフード：レンジフード全機種 

IH クッキングヒーター：食器洗浄乾燥機全機種 

システムキッチン 全機種 

システムキッチン 全機種 

一旦納期未定。 

壁付け照明(丸型照明･丸筒照明除く) 

ダウンライト照明 暖房換気乾燥機 

暖房換気乾燥機：2 室用 3 室用 

システムバス 全機種 

システムバス 全機種 

マンション用 集合用バス 全機種 

洗面化粧台 ミラー/本体 シーライン：エムライン 

トイレ アラウーノ 全シリーズ アラウーノ V 

内装ドア 

収納建具 

開き戸＝本体+レバー 引戸＝戸車：鎌錠：引手 

本体+枠 

カワジュン 全商品  遅延の可能性あり 



ノダ 内装ドア用一部ハンドル 

 

ビノイエ アートクチュール モードコレクト 3 月中旬までは材料確保済み。 

3 月中旬以降、通常納期から遅延する可能

性あり 

三菱 ルームエアコン/ハウジングエアコン 

パッケージエアコン 

4 方向カセットタイプ室外機パネル 

低温機器･チリングユニット 

業務用･設備用ロナスイ 

ファンコイルユニット･ショーケース 

エアコン他左記のとおり 3 月以降の供給については現在調査中で

後報となります。 

ダイキン エコキュート 

住宅用ルームエアコン 

業務エアコン（スカイエア・ビル用マルチ・設備

用・GHP） 

アプライド製品（ヘキサゴン・大型チラー・ 

ファンコイル・ターボ冷凍機） 

中低温エアコン 

全熱交換器（天井埋め込みカセット型） 

エコキュート、エアコン他左記のとおり 一部商品に遅延の可能性あり 

 

以上 


