
 2020 年 5 月 27 日 

お客様各位 

施主支給専門店 ホーム・デポ 

（運営会社：株式会社 ナチュラルハウス） 

 

新型コロナウイルスの影響による商品供給について(第 21 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。 

新型コロナウイルスの影響により、各メーカーの商品供給に支障が発生しておりますが、 

リクシルが「条件付き」「出荷制限付き」で更に【受注再開商品】が拡大しました。 

なお、詳細については｢赤字｣の通り更新しましたのでご確認下さい。 

 

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 システムキッチン全シリーズ 5 月 18 日より順次、出庫を再開 

IH クッキングヒーター W45 グリルレス IH+ラジエントヒーター 

ZZCSG217BS 

ZZCSH217B-* 

納期未定 

※対象商品は現在、納期遅延が発生 

している商品となります。 

W60 3 口 IH 

ZZCSG318MS-T 

W60 2 口 IH(らく楽 IH) 

ZEDRZ6B17VSS-* 

W75 3 口 IH 

ZEFCZ7B17KSS 

グリルレス 3 口 IH(ユーロスタイル) 

ZZCST34BFR 

グリルレスＩＨヒーター（1 口） 

ZZCH11B-* 

ZZCH12B-* 

ZZCH11C-* 

ZZCH12C-* 

6 月 15 日より順次、出庫を再開 

Ｗ45 グリルレスＩＨ（2 口） 

ZZCHHS20A-* 

ZZHT40B-* 

ZZHT40SB-C 

Ｗ60 2 口ＩＨ（低電気容量タイプ） 

ZEDRZ6M17CSK 



IH クッキングヒーター Ｗ60 2 口ＩＨ＋ラジエントヒーター 

ZEFZR6M17XSS-* 

ZEFRR6H16USS-* 

ZEFZR6H16PSK-* 

ZEFZR6H16RKK-* 

ZEFZR6H16SSS-* 

6 月 15 日より順次、出庫を再開 

W60 3 口 IH 

ZEHRZ6M18TSS 

ZEHRZ6M18ESS 

ZEHRZ6M19TSS-* 

ZEHRZ6M19ESS-* 

ZEHRZ6M19EKK-* 

ZEHCZ6H17LSS-* 

ZEHCZ6H17QZS 

ZEHCZ6H17QZW-* 

ZEHCZ6H17RSS 

Ｗ60 1 口オールメタルＩＨ対応 3 口ＩＨ 

ZEHRA6M18NSS-* 

ZEHRA6M19NSS 

ZEHCA6H17YZS 

Ｗ60 2 口オールメタルＩＨ対応 3 口ＩＨ 

ZEHRB6M19ASS 

ZEHRB6M19AKK 

Ｗ60 グリルレス 3 口ＩＨ 

ZEERZ6M18JGS-E 

Ｗ75 3 口ＩＨ 

ZEHRZ7M18CSS 

ZEHRZ7M18DSS 

ZEHRZ7M19CSS 

ZEHRZ7M19DSS-* 

ZEHRZ7M19DKK 

ZEHCZ7H17MSS-* 

ZEHCZ7H17PZS 

ZEHCZ7H17PZW 

Ｗ75 1 口オールメタルＩＨ対応 3 口ＩＨ 

ZEHRA7M18BSS-* 

ZEHRA7M19BSS-* 

ZEHCA7H17HZS 

Ｗ75 2 口オールメタルＩＨ対応 3 口ＩＨ 

ZEHRB7M18WSS-* 

ZEHRB7M19WSS 

ZEHRB7M19WKK 

ZEHCB7H17GZS 



電気オーブンレンジ ZEKZS6M09MSZ 5 月 15 日より順次、出庫を再開 

レンジフード スマートスクエアフード 5 月 15 日より通常納期で受注を再開 

換気扇 

 

換気扇フィルター 

 

ミラーキャビネット 

DVF-14MRK 

ZZDVF18MRKQ6 

ZZDV142F 

ZZDV182F 

樹脂製 3 面鏡 全間口 ティアリス 

4 月 15 日～通常納期での受注再開 

洗エールレンジフード 

水栓 全機種 

オートムーブ 全機種 

電気温水器 全機種 

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 

キッチン及び洗面化粧台 

4 月 6 日～通常納期での受注再開 

TOTO システムキッチン 

 

ザ・クラッソ（本体・機器類・周辺を含む全て） 

ミッテ（本体・機器類・周辺を含む全て） 

※ただし、一部商品では通常より納品までにお時間を

いただく可能性がございます。 

※ザ･クラッソの｢フィット対応キャビネット(ライン把手)を

含むプラン｣及び、フィット対応品キャビネット(ライン把

手)→｢KE｣から始まり、8･9 桁目が｢MF｣、13 桁目が｢W｣

のキャビネットは注 3 週とさせていただきます。 

受注再開 

4 月 27 日(月)ご発注分より 

 

システムキッチン 日立製 IH 調理機器 6 月以降の納品 

洗面化粧台 全シリーズ（本体・鏡などを含む全て） 3 月 24 日～受注再開 

トイレ ピュアレスト EX、QR、MR 

CS670、CS430、CS370、CS340 

パブリックコンパクト便器･タンク式 ほか 

受後納期変更 

5 月 11 日(月)ご発注分より標準納期対応 

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・普通便座全機種 

住宅用システムトイレ（レストパル・レストパル F・RJ） 

ﾚｽﾄﾙｰﾑﾄﾞﾚｯｻｰ（プレミアム･システムシリーズ：ビルトイ

ンリモコン仕様のみ) 

アームレスト付壁掛大便器トイレパック UACP11* 

多機能トイレパック(ﾌﾗｯﾄｶｳﾝﾀｰ多機能トイレパック) 

受後納期変更 

5 月 11 日(月)ご発注分より受後 1 週間～ 

※WL 関連の受後納期は下記の通りと 

なります。 

◆標準納期が 1 週間以内の商品 

⇒受後 1 週間～ 

◆標準納期が 2 週間以上の商品 

⇒標準納期～ 

例外：スティックリモコン仕様の商品に 

つきましては、受後 8 週間～の設定となり

ます。ご発注の際にはご注意ください。 

コンパクト多機能トイレパック（UADA*/UAADB*） 

コンパクトオストメイトパック UAS8* 

壁掛大便器セット･フラッシュタンク式 UAXC* 

壁掛フチなしトルネード汚物流しパック 

システムトイレ（ライニングユニット全般） 

ﾘﾓｺﾝ便器洗浄ユニット HE* 

2 月 25 日～受注停止  

三乾王 浴室換気暖房乾燥機(戸建住宅向け) TYB31 

浴室換気暖房乾燥機(集合住宅向け) TYB40 

受注再開 

5 月 11 日(月)ご発注分より受後 4 週間～ 



小型電気温水器  湯ぽっと（自動水栓一体型） 

REAH03B11 

REAL03B11 

受注再開 

4 月 22 日(水)ご発注分より受後 4 週間～ 

湯ぽっと（自動水栓/専用水栓一体型） 

REAH03B1、REAK03*、RECK03* 

受後 4 週間～ 

 

湯ぽっと（パブリック洗面・手洗用）先止め式 REWF03* 

湯ぽっと（パブリック飲料・洗い物用）REKB* 

受後 6 週間～ 

洗面器・手洗器セット 

 

壁掛けハイバック洗面器 LSG125、LSG135 

スタッフ用手洗い器 LS850C 

受注再開 

4 月 22 日(水)ご発注分より受後 4 週間～ 

ベッセル式洗面器セット 

LS*704/721/722***M* 

LSF704/721/722* 

壁掛ハイバック洗面器 

LS*125/135*A/B*、LSE/F/H/125*、LSE/F/H/135* 

受後 4 週間～ 

 

 

壁掛ハイバック洗面器(影響：自動水せっけん) 

LS*125/135*C/D* 

受後納期変更 

5 月 11 日(月)ご発注分より受後 4 週間～ 

ｺﾝﾊﾟｸﾄ手洗い器 LS*0870****M* 

幼児用マルチシンク SKL300* 

標準納期回復 

パブリック用鏡 LED 照明付鏡  

LE80016、EL80017、EL80018、EL80019 

受注再開 

5 月 11 日(月)ご発注分より受後 4 週間～ 

水栓 ホース付シャワーヘッド 

TBW01007* 

幼児用水栓 

TL106AQR 

標準納期回復 

 

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* 

台付シングルレバー混合栓 

TLG01302*TLG01305* 

ピタットくん TW11* 

壁付サーモスタット混合栓 TMNW40* 

ｼﾝｸﾞﾙ混合栓 TLC32* 

大便器自動フラッシュバルブ TEVN30* 

標準納期回復 

5 月 11 日(月)ご発注分より 

自動水栓  

TEN481* 

TENA22* 

5 月 11 日(月)発注分より 

標準納期回復 受後 2 週間～ 

受後納期変更 受後 4 週間～ 

自動水石けん入れ TLK02*TLK01* 受後納期変更 

5 月 11 日ご発注分より受後 4 週間～ 

手動水石けん供給栓 TLK05 受後 4 週間～ 

大便器自動フラッシュバルブ TEVN40* 標準納期 

自動水石けん供給栓 TLK06LTK02 受後納期変更 5 月 11 日(月)発注分より 

受後 4 週間～ 



壁付サーモスタット混合栓（自閉式）TMF49 受後納期変更 

5 月 11 日(月)ご発注分より標準納期対応 

クリーンドライ 高速タイプ TYC320* 

温風タイプ TYC120* 

標準納期回復 5 月 11 日ご発注分より 

 

高速両面タイプ TYC420* 受後納期変更 5 月 11 日ご発注分より 

受後 2 週間～ 

大便器セット 掃除口付床置床排水大便器セット 

CFS494M*KNVR** 

CFS494*KNVR** 

標準納期回復 

5 月 11 日ご発注分より 

ユニットバス部材 シンラ、サザナ、マンションリモデルバスルーム 

YHH23、YHH24(横型ハンドグリップ･ステンレス製) 

※対象のセレクトを選択した場合のみ 

(対象セレクト以外は標準納期で回答) 

2 月 28 日以降通常より納品までに 

お時間を頂きます。 

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。 

キッチン用タッチレス水栓エコセンサー

（LIXIL） 

SFNB471SXUYA：SFNB471SXNUYA（寒冷地） 3 月 11 日出荷分より欠品 

洗面化粧台 レスト（陶器ボール） 4 月 1 日出荷分より欠品 

（他社トイレ代替需要が増え陶器工場が

キャパオーバーとなった為） 

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) 

オーデリック 照明器具 各商品 納期遅延の可能性あり 

タカラ シャワー＆トイレユニット 

 

TCA312 便座取付用ボルト 

TCF5012R#NW1 温水洗浄便座タイプ 

 

新規での受注停止 

既に受注いただいている現場での納期 

遅延の可能性があります。 

IH クッキングヒーター 

 

 

CH-11CTA12CTA11CTD12CTD 

CS-G318M 

HTB-TS8TLWSFTS8TLSFTS250LKF 

TS7TLSTS100LXFHT-K60STK6KTK6ST 

 

食器洗浄乾燥機 

 

IH･食器洗浄乾燥機 

トイレ 

EW-45R2SM EW-45R2S 

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

IH･食洗機 

全機種 

要納期確認 

ウッドワン パナソニック製：食洗･IH･オーブン 全機種 

 

納期未定 

三菱電機製：食洗･IH 全機種 

 

日立製：IH 全機種 

 



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 

 

システム手摺 35 型 

開き戸 扉（片開き：トイレ：親子：折戸）金具（箱錠） 

折戸ユニット 枠 金具（吊車） 

引戸ユニット 扉 金具（下戸車） 

ハンドレスタイプ  プッシュオープン金具 

代替品：「ハンドル有り」タイプで対応 

着脱エンドブラケット 金具（ブラケット） 

代替品：「固定式」ブラケットで対応 

ゴム集成材タイプ手摺 手摺(WH･ML･MA･MG 色) 

代替品：｢ベーシック(シート)タイプ｣ 

今後の受注状況により、通常の納期でご

回答できない可能性があります。 

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 

ガスふろ給湯器(バスイング) GTS-C166ADACDALD BL 

GTS-164AA-KJAL BL 

GTS-84AAL BL 

GTS-85L BL 

納期未回答 

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 ホールインワン エコジョーズ 16 号 RUF-HE160 タイプ 

RUF-HE161 タイプ 

RUF-HE160A、RUF-HE160AC、 

RUF-HE160AL、RUF-HE161AK、 

RUF-HE161ACK 

納期遅延 

ビルトインコンロ センス全て・メタルの一部 SENCE：RS71W28U12RVW、 

RS31W28U12RVW、RS31W28P12RVW、 

RS71W28U32RBW、RS31W28U32RBW 

メタル（両面）：RS31W28H2RBW 

納期遅延 

ビルトインレンジ コンベック RSR-S14C15C タイプ 

RBR-S14C15C タイプ 

3 月 19 日 一時的に生産再開 

衣類乾燥機 乾太くん 8 キロタイプ RDT-80 

RDT-80U 

3 月 18 日～生産再開 

LIXIL トイレ関係 サティス S 5 月 19 日ご発注分より標準納期 

プレアス LS･HS 5 月 26 日ご発注分より標準納期 

アステオ 5 月 19 日ご発注分より標準納期 

アメージュ ZA シャワートイレ 

床排水(S トラップ･リトイレ)仕様 

 

 

5 月 26 日ご発注分より標準納期 

※床上排水(P トラップ･155 タイプ含む)仕

様は納期 2 週間 



パブリック向けタンクレストイレ 5 月 26 日ご発注分より標準納期 

※大型壁リモコン(充電式)は納期 4 週間 

GROHE センシアアリーナ 4 月 22 日ご発注分より標準納期 

KA シリーズ 5 月 26 日ご発注分より標準納期 

KB シリーズ 5 月 19 日ご発注分より標準納期 

PA シリーズ 5 月 26 日ご発注分より標準納期 

※大型壁リモコン(充電式)は納期 4 週間 

PB シリーズ 5 月 19 日ご発注分より標準納期 

US･UH シリーズ 標準納期 

アメージュ Z 便器(フチレス) 5 月 19 日ご発注分より標準納期 

一般洋風便器 5 月 19 日ご発注分より標準納期 

※床排水(S トラップ･リトイレ) 

5 月 19 日ご発注分より納期 2 週間 

※床上排水(P トラップ) 

パブリック向けクイックタンク便器 標準納期 

ワンピース便器 

多機能トイレパック 

オスメイトパック  

壁掛汚物流しパック 

5 月 19 日ご発注分より標準納期 

トイレ その他 アクセサリーTFTCTJ シリーズ 5 月 13 日ご発注分より標準納期 

アクセサリー(TFTCTJ シリーズ以外) 

施設用手摺 

縦型横型おむつ交換台 

洗面化粧台 L.C.〈エルシィ〉 4 月 8 日ご発注分より標準納期+1 週間 

ピアラ 

オフト 

ルミシス 

エスタ 

リフラ 

ドゥケア 

同上標準納期 

洗面器･手洗器 キャパシア 5 月 26 日ご発注分より標準納期 

コフレル 5 月 26 日ご発注分より納期 2 週間 

コーナー手洗キャビネット 5 月 26 日ご発注分より標準納期 

狭小手洗器 代表品番：YAWL-3 5 月 26 日ご発注分より標準納期 

狭小手洗器 代表品番：L-35 標準納期から大幅に乖離 

ベッセル式洗面器 代表品番：L-555 5 月 26 日ご発注分より標準納期 

ベッセル式洗面器 代表品番：L-2848 標準納期から大幅に乖離 

はめ込みアンダーカウンター洗面器 

代表品番：L-2250,L-2295 

ハイバックガード洗面器 代表品番：L-A955 

車椅子用洗面器 代表品番：L-365 

 

標準納期から大幅に乖離 



壁付式手洗器 代表品番：L-132,L-A74 5 月 26 日ご発注分より標準納期 

壁付式手洗器 代表品番：L-176,L-275 標準納期から大幅に乖離 

上記以外の洗面器･手洗器 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。 

トイレ 一体型シャワートイレ サティス G タイプリトイレ 手洗器付 

サティス S タイプリトイレ 手洗器付 

5 月 1 日発売開始 

(4 月発売を延期) 

対象機種(※)を含むキッチンセット本体 

※対象機器：食器洗い乾燥機、IH クッキング

ヒーター、手動ダウンウォール本体 

システムキッチン 全シリーズ 5 月 27 日～発注分より 標準納期 

※IH の一部旧機種を除く 

食器洗い乾燥機 

手動ダウンウォール本体 

IH クッキングヒーター 

レンジフード(パナソニック製) 受注再開 6 月 1 日新規発注分より 

水栓金具 4 月 13 日～新規発注分より 

受注再開･標準納期 電気温水器 

システムキッチン リシェル SI(20 年モデル) 5 月 27 日～ご発注分より 標準納期 

他シリーズ(アレスタ･シエラ･AS) 新規採用する予定の

新機器、キッチンコンセントなど 

ユニットバス 全シリーズ 換気乾燥暖房機  UFD-111A/111PA、UFD-211A、

UFD-211PA 、 UFD-211A-BK 、 UFD-211PA-BK 、

UFD-111A-BK、UFD-111PA-BK 

※従来納期(ご発注後約 3 ヶ月)から短縮化いたしま

す。 

握りバー89078928-BTYPE 全サイズカラー 

5 月 12 日～発注分より対象アイテムを含

むユニットバスの納期は、ご発注約最短 2

週間となります。 

※受注状況により、回答納期は変動 

します。 

※L 型握りバー(メタル)、L 型握りバー 

(ホワイト)は対象外。 

※従来納期(ご発注後約 3 ヶ月)から短縮

化いたします。 

キュービック照明 LE-E1-1A1L ユニットバス 全シリーズ 3 月 30 日～新規発注分より 通常納期 

水栓金具 【解消】 

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(SBN-1622) 

※SBN-1622 以外のイデアトーン浴槽は対象外 

【解消】 

＊今後の受注状況により、バスルーム本体自体にも納期遅延が発生する可能性がございます。 

＊対象アイテム品番は拡大する可能性がございます。 

水栓金具 

 

 

 

オールインワン浄水器 AJ タイプ 

JF-AJ461SYX（JW）など 

キッチン用水栓ワンホールタイプ(ノルマーレ S、クロマ

ーレ S) SF-WL420SYX など 

5 月 13 日～新規発注分より 標準納期 



 

 

 

 

 

 

 

シャワーバス水栓クロマーレ S 

BF-WM145TSG など 

洗濯機用水栓(単水栓、サーモスタット混合栓) 

LF-WJ50KQ LF-WJ50KQA SF-WM346TRHQ など 

ナビッシュ A・B タイプ（乾電池式除く） 

SF-NA466SU(JW)、SF-NB471SXU(JW)など 

4 月 22 日ご発注分より標準納期 

自動水栓（オートマージュ） 

AM-140C(100V)、AM-130C(100V)、AM-２００V1,AM-

210CV1 など 

納期乖離 標準納期から約 1 週間 

上記以外のシリーズ 大口新規注文 納期後報 

洗濯機用水栓(単水栓) 

LF-WJ50KQA 

4 月 22 日ご発注分より標準納期 

ワイドフォールシャワーバス水栓 

BF-WM145TSJH など 

発売延期 

4 月発売予定→5 月 1 日受注開始 

電気温水器 全シリーズ 5 月 20 日新規ご発注分より標準納期 

パブリック用 6L 電気温水器 

EHPN-CA6* 

パブリック用 水栓一体式 6L 電気温水器 

EHMN-CA6S* 

ディスポーザー 取替用ディスポーザー(エルポ) 

DPFT-AP など 

発売延期 

5 月発売予定→受注開始時期未定 

石材(中国品) 中国の石材は供給が正常化しました。 

タイル･石材(欧州品) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルグゼ デザイナー向け内装 

1 色 1 品番 

 

受注状況により遅延が発生する可能性 

トリロジー デザイナー向け内装 

DTL-600TLG-1 

DTL-1035TLG-11 

2 色 2 品番 

 

解消しました。 

解消しました。 

受注状況により遅延が発生する可能性 

ブリットストーン デザイナー向け内装 

1 色 1 品番 

 

解消しました。 

ミネラーレ デザイナー向け内装 

1 色 1 品番 

 

受注状況により遅延が発生する可能性 

ユーカリウッド デザイナー向け内装 

1 色 1 品番 

 

受注状況により遅延が発生する可能性 

3D シェイプス デザイナー向け内装 

1 色 1 品番 

 

解消しました、 

バサルト グラディオス 

GR-1000/BAS-3 

GR-1000BAS-5 

GR-1000/BAS-1 

2 色 2 品番 

 

 

5 月 25 日～新規発注分より 納期後報 

解消しました。 

解消しました。 

受注状況により遅延が発生する可能性 



メタル グラディオス 

1 色 1 品番 

受注状況により遅延が発生する可能性 

 

 

 

 

 

スモーキートーン 無地内装タイル 

4 色 7 品番 

サーモタイルプレージョ 水回り床タイル 

1 色 1 品番 

リネンフェイス 内装床タイル 

4 色 5 品番 

メタルスタッコ 内装床タイル 

IPF-310/MTC-1 

IPF-310/MTC-4 

4 色 10 品番 

IPF-310/MTC-1 

 

5 月 25 日～新規発注分より 納期後報 

5 月 25 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 

解消しました。 

グラムストーン 内装床タイル 

4 色 12 品番 

 

受注状況により遅延が発生する可能性 

フォルテロック 外装床タイル 

1 色 1 品番 

 

解消しました、 

フォルテロック 内装床タイル 

1 色 1 品番 

 

受注状況により遅延が発生する可能性 

プリメーロ 外装床タイル 

IPF-820/PMR-11 

IPF-820/PMR-12 

2 色 2 品番 

プリメーロ 内装床タイル 

1 色 1 品番 

 

5 月 11 日～新規発注分より 納期後報 

解消しました。 

受注状況により遅延が発生する可能性 

 

受注状況により遅延が発生する可能性 

レガーロ 外装床タイル 

3 色 5 品番 

IPF-630/RGA-1 

 

受注状況により遅延が発生する可能性 

4 月 20 日～新規発注分より 納期後報 

ロマーニャ 外装床タイル 

IPF-4321/ROM-5 

3 色 5 品番 

 

解消しました。 

受注状況に遅延が発生する可能性 

グラヴィナ 外装床タイル 

4 色 6 品番 

 

受注状況に遅延が発生する可能性 

パナソニック 水回り商品 

(システムキッチン･洗面化粧台･トイレ) 

水回り商品はすべてのシリーズで解消いたしました。 システムキッチン、洗面化粧台、トイレは 

5 月 14 日受注分より通常通りの運用 

システムバス 全シリーズ 【解消】壁付け照明(丸型照明･丸筒照明除く) 

【解消】ダウンライト照明 

【解消】フラットライン LED 照明(電源 BOX のみ) 

【解消】オートルーバー暖房乾燥機全機種 

【解消】その他暖房換気乾燥機全機種(i ミスト含む) 

【解消】換気扇 全機種 

【解消】W 水流シャワーセット水栓全機種 

【解消】(FZ 用)ストレート壁付水栓･カバー水栓 S 

解消しました。 



【解消】兼用壁付ストレート水栓 全機種(SANEI 製) 

【解消】握りバー兼用スライドバー B タイプホワイト 

システムバス マンション用 集合バス用 【解消】2 室用暖房換気乾燥機 

【解消】3 室用暖房換気乾燥機 

【解消】2 室用換気扇 

【解消】3 室用換気扇 

解消しました。 

換気 天埋換気扇 

FY-17B7,FY-17C8,FY-17J8,FY-17S7,FY-17C6U 

5 月 22 日～受注再開 納期未定 

内装ドア 全シリーズ 内装ドアはすべてのシリーズで解消いたしました。 5 月 7 日受注分より通常通りの運用 

階段用手すり 全シリーズ アルミオープン手すり本体 

連続手すり ブラケットベース 

900mm ピッチタイプ(リフォーム用) 

連続手すり 丸棒手すり本体 

900mm ピッチタイプ 

1500mm ピッチタイプストリング 

標準品 5 月 20 日受注分より受注後 

実働 15 日後出荷 

※上記は在庫が無い場合の回答であり、

在庫があれば通常納期で回答します。 

パッケージエアコン オフィス店舗用 

(室内機)4 方向カセット、壁掛け 

(室外機)H シリーズ P224、P280(塩害、重塩含) 

寒冷地 K シリーズ P112、P160(塩害、重塩含) 

ビル用マルチ 

(室内機)4 方向天井カセット、壁掛け 

(室外機)mini マルチ 

4 月 15 日より新規受注を停止 

換気扇 天埋換気扇、パイプファン、温水バス換、VZ ノズル 納期未定 

電気バス換、レンジフード、パイプファン 解消しました 

ジアイーノ 業務用ジアイーノ、家庭用ジアイーノ(設備品番) 業務用は 4 月 15 日より、 

家庭用は 4 月 17 日より新規受注を停止 

IH クッキングヒーター ビルトインタイプ 1 口、2 口、3 口 納期未定 

電気温水器 

温水洗浄便座 

【解消】全シリーズ 本体 

【解消】ビューティートワレ 瞬間式･貯湯式 

解消しました。 

ドアホン ワイヤレスドアホン 親機、子機 

有線ドアホン 親機、子機 

どこでもドアホン 親機、子機 

センサーカメラ センサーカメラの一部 

納期未定 

パワーコンディショナー 住宅用 住宅用屋外マルチパワコン(5.9kw) 納期未定 

 AiSEG2 住宅用 本体 

レンジフード新製品 エコナビ搭載フラット形レンジフード 

DED3 シリーズ 全機種 

発売延期 

2020 年 6 月 1 日→ 

2020 年 9 月 1 日より順次発売 

現行品(DED2 シリーズ)の 

生産終了時期：2021 年 3 月末 

 (当初の予定：2020 年 12 月末) 

太陽光 住宅用 HIT モジュール(243LP) 納期未定 

創蓄連携システム 住宅用 パワーステーション S 納期未定 



住宅用 パワコン R 用充放電コンバータ 納期未定 

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 業務用エアコン(スカイエア･ビル用マルチ･ 

設備用･GHP) 

住宅用ルームエアコン 

アプライド製品（ヘキサゴン･大型チラー･ 

ファンコイル) 

エコキュート 

中低音エアコン 

エコキュート、エアコン他左記のとおり 生産・供給が回復基調 

全熱交換器 

アプライド機器(ターボ冷凍機) 

一体型スポットエアコン(新商品) 

引き続き供給影響 

永大産業 IH、食器洗い乾燥機 

セレクトレバーハンドル ｸﾛｰﾑ色 

（丸座ﾀｲﾌﾟ・各座ﾀｲﾌﾟ） 

階段廻り部材 

パナソニック製 

スキスム ST 室内ドア 

 

シンプルタイプ（KSBD 品番） 

受注停止 

IH 

食器洗い乾燥機 

日立製･三菱製 

三菱製 

納期未定 

室内ドア、シューズボックス、クローゼット 

リビングステージ、ルルボ、ラフィーナネオ 

マルボ 21、ブリップ手摺 

金具、部材各種 遅延の可能性あり 

パナソニック 

AWE 

 

システムキッチン MX シリーズ 本体･機器全て含む 受注停止 

システムバス ソシエ V 壁付照明、ダウンライト照明 

オートルーバー暖房換気乾燥機 

一旦納期保留 

ユニットバス 全シリーズ 壁付照明、ダウンライト照明 

オートルーバー暖房換気乾燥機 

2 室用・3 室用暖房換気乾燥機 

一旦納期保留 

 

CX 洗面、MX 洗面 ミラー・本体 一旦納期保留 

ハウステック システムバス 全シリーズ 暖房換気乾燥機 

BS-161H、BS-261H、BS-132HA 

既受注分については欠品なし 

31 以降のご注文→欠品の可能性あり 

システムバス 全シリーズ タオル掛 全品番 

握りバー 全品番 

シャワーフック付握りバー 全品番 

ランドリーパイプ 全品番 

既受注分については欠品なし 

3/1 以降のご注文 

→欠品の可能性あり 



ワイヤーラック 全品番 

集合向けシステムバス NJNJHD シリーズ 洗浄便座 

セントラル給湯タイプ WLUD-TCF570 

既ご注文分 

→納期延期および欠品の可能性 

2/19 以降のご注文 

→納期未定 

戸建用フェリテシリーズ 定量止水付水栓 YSTYSTK 

集合用 CJCB シリーズ 本体 1317、1416、1418 サイズ 

システムキッチン 

コンパクトキッチン 

全シリーズ 

レンジフード 

 

TST 用横幕板 H600 用ブラック SSP20BK 

XFL-60 用前幕板 H400 用ブラック UDP6017BK 

TST-60 用前幕板 H500 用シルバーUDP601MS 

既ご注文分 

→3 月以降の納品 

2/19 以降のご注文 

→欠品の可能性 

IH ヒーター 

(日立 GLS 製) 

3 口、2 口+ラジエントタイプ全機種 

2 口グリルなし HT-40 シリーズ 

既ご注文分 

→納期延期および欠品の可能性 

2/19 以降のご注文 

→納期未定 

食器洗い乾燥機 

(パナソニック製) 

NP-45KD7WHT 

NP-45KD8WHT 

人造大理石シンク部材 マルチスタンド(洗濯カゴ) 既ご注文分→2/25 以降の納品 

カナリエシリーズ キャビネット収納部材 マルチラック 2/19 以降のご注文→欠品の可能性 

ミニキッチン 

全シリーズ 

電気温水器 12L 用、25L 用 既受注分については欠品なし 

3/1 以降のご注文→欠品の可能性あり 

IH ヒーター 

(三化工業製) 

SIH-BH213B(1 口 200V) 3/1 以降のご注文→欠品の可能性あり 

ジャニス トイレ 便座全機種 

トイレ 便器セット 

 

 

 

トイレ アクセサリー類 

トイレ用手洗 

温水洗浄便座、暖房便座、普通便座 受注停止 

スマートクリンシリーズ 受注停止 

ココクリンシリーズ 納期後報 

バリュークリンシリーズ 納期後報 

BM シリーズ 受注停止 

紙巻器、タオルリング 納期後報 

NC73VJW 受注停止 

手洗いカウンター 受注停止 

全面化粧台 全シリーズ 納期後報 

以上 


