
THY525-1R 切替バルブ

品番 品名 廃番

TH525R 切替バルブ部(TM115C用) 廃番

THY525-1R 切り替えバルブ部(TM115CS用) -

TL318A 台付きハンドシャワー式シャワーバス水栓(整流型)13(JIS) 廃番

TL318A1 台付きハンドシャワー式シャワーバス水栓(整流型)13(JIS) 廃番

TL318A1N 台付きツーハンドル湯水混合水栓13(シャワーバス・整流)(洗面)(JIS) 廃番

TL318AR 台付きツーハンドル湯水混合水栓13(シャワーバス・整流)(洗面)(JIS) 廃番

TL318AUZ 台付きハンドシャワー式シャワーバス水栓(寒冷地用整流型)13(JIS) 廃番

TL318AUZS 台付きツーハンドル湯水混合水栓13(シャワーバス・整流・寒)(洗面)(JIS) 廃番

TL348ARX 台付サーモ13(シャワバス)(洗面)(JIS) 廃番

TL348AS 台付サーモ13(シャワバス)(洗面)(JIS) 廃番

TM115CDSR 壁付きツーハンドル湯水混合水栓13(シャワーバス)(浴室)(JIS) 廃番

TM115CG 壁付きハンドシャワー式シャワーバス水栓13(JIS) 廃番

TM115CNJ 壁付きツーハンドル湯水混合水栓13(シャワーバス)(浴室)(JIS) 廃番

TM115CNJBL 壁付2ハンドル13(シャワバス・一時止水)(浴室)(JIS) 廃番

TM115CSHR 壁付きツーハンドル湯水混合水栓13(シャワーバス)(浴室)(JIS) 廃番

TM115CSN 壁付きツーハンドル湯水混合水栓13(シャワーバス)(浴室)(JIS) 廃番

TM115CSUZR 壁付きツーハンドル湯水混合水栓13(シャワーバス・寒)(浴室)(JIS) 廃番

TM116CL 台付2ハンドル混合水栓(一時止水付、整流、スプレー) 廃番

TM116CLZ 台付2ハンドル混合水栓(一時止水付、整流、スプレー、寒冷地用) 廃番

TM116CR 台付2ハンドル混合水栓(一時止水付、整流、スプレー) 廃番

TM116CRZ 台付2ハンドル混合水栓(一時止水付、整流、スプレー、寒冷地用) 廃番

TM116CSLN 台付きツーハンドル湯水混合水栓13(シャワーバス・整流)(浴室)(JIS) 廃番

TM116CSLUZN 台付きツーハンドル湯水混合水栓13(シャワーバス・整流・寒)(浴室)(JIS) 廃番

TM116CSRN 台付きツーハンドル湯水混合水栓13(シャワーバス・整流)(浴室)(JIS) 廃番

TM116CSRUZN 台付きツーハンドル湯水混合水栓13(シャワーバス・整流・寒)(浴室)(JIS) 廃番

TM125CG ミキシングシャワーバス金具 廃番

TM145CGM サーモスタットシャワーバス金具(マッサージ型) 廃番

TM145CGMFR サーモスタットシャワーバス金具(マッサージ型) 廃番

TM145CGMR サーモスタットシャワーバス金具(マッサージ型) 廃番

TM145CGQ サーモスタットシャワーバス金具 廃番

TM145CGR サーモスタットシャワーバス金具 廃番

TM145CGRD 壁付サーモ13(シャワーバス・P400用)(浴室)(JIS) 廃番

TM145CGRDX 壁付サーモ13(シャワーバス・P400用)(浴室)(JIS) 廃番

TM215CR 壁付きハンドシャワー式シャワーバス水栓13(JIS) 廃番

TM245C サーモスタットシャワーバス金具 廃番

TM245CGMSX 壁付サーモ13(シャワーバス・マッサージ)(浴室)(JIS) 廃番

TM245CGSX 壁付サーモ13(シャワーバス)(浴室)(JIS) 廃番

TM245CGZSKX 壁付サーモ13(シャワーバス・寒)(浴室)(JIS) 廃番

TM245CHS サーモスタットシャワーバス金具 廃番

TM245CHSX サーモスタットシャワーバス金具 廃番



TM245CHZS サーモスタットシャワーバス金具(寒冷地用) 廃番

TM245CM サーモスタットシャワーバス金具(マッサージ型) 廃番

TM245CMHS サーモスタットシャワーバス金具(マッサージ型) 廃番

TM245CMHZS サーモスタットシャワーバス金具(寒冷地用マッサージ型) 廃番

TM245CMS サーモスタットシャワーバス金具(マッサージ型) 廃番

TM245CMZS サーモスタットシャワーバス金具(寒冷地用マッサージ型) 廃番

TM245CS サーモスタットシャワーバス金具 廃番

TM245CZS サーモスタットシャワーバス金具(寒冷地用) 廃番

TM246C サーモスタットシャワーバス金具 廃番

TM246CAMS サーモスタットシャワーバス金具(マッサージ型) 廃番

TM246CAR サーモスタットシャワーバス金具 廃番

TM246CH サーモスタットシャワーバス金具 廃番

TM246CHR サーモスタットシャワーバス金具 廃番

TM246CHRX 台付サーモ13(シャワーバス)(浴室)(JIS) 廃番

TM246CHZRKX 台付サーモ13(シャワーバス・寒)(浴室)(JIS) 廃番

TM246CM サーモスタットシャワーバス金具(マッサージ型) 廃番

TM246CMH サーモスタットシャワーバス金具(マッサージ型) 廃番

TM246CMHSX 台付サーモ13(シャワーバス・マッサージ)(浴室)(JIS) 廃番

TM246CMS 台付サーモ13(シャワーバス・マッサージ)(浴室)(JIS) 廃番

TM246CR 台付サーモ13(シャワーバス)(浴室)(JIS) 廃番

TM261CRX 2バルブシャワーバス金具(太陽熱温水器用) 廃番

TM525CR ミキシングシャワーバス金具(定量止水型) 廃番

TM545CMS サーモスタットシャワーバス金具(定量止水・マッサージ型) 廃番

TM545CR サーモスタットシャワーバス金具(定量止水型) 廃番

TM610C #54R 2バルブシャワーバス金具 廃番

TM840CHN V1X 壁付サーモ13(シャワーバス)(浴室)(JIS) 廃番

TMF20C 壁付きツーハンドル湯水混合水栓13(シャワーバス)(浴室)(JIS) 廃番

TMG20C 壁付2ハンドル13(シャワバス・一時止水)(浴室)(JIS) 廃番

TMG20C B 壁付きツーハンドル湯水混合水栓13(シャワーバス)(浴室)(JIS) 廃番

TMG20CZ 壁付2ハンドル13(シャワバス・一時止水・寒)(浴室)(JIS) 廃番

TMJ20C 壁付きツーハンドル湯水混合水栓13(シャワーバス)(浴室)(JIS) 廃番

TMJ20CA 壁付2ハンドル混合水栓(一時止水付、スプレー) 廃番

TMJ20CA B 壁付2ハンドル混合水栓(一時止水付、スプレー) 廃番

TMJ20CAZ 壁付2ハンドル混合水栓(一時止水付、スプレー、寒冷地用) 廃番

TMJ20CAZ B 壁付2ハンドル混合水栓(一時止水付、スプレー、寒冷地用) 廃番

TMJ20CR 壁付きツーハンドル湯水混合水栓13(シャワーバス)(浴室)(JIS) 廃番

TMJ20CY 壁付きツーハンドル湯水混合水栓13(シャワーバス)(浴室)(JIS) 廃番

TMJ20CZ 壁付きツーハンドル湯水混合水栓13(シャワーバス・寒)(浴室)(JIS) 廃番

TMJ20CZR 壁付きツーハンドル湯水混合水栓13(シャワーバス・寒)(浴室)(JIS) 廃番

TMS20C 壁付2ハンドル混合水栓(一時止水付、スプレー) -

TMS20CBL 壁付2ハンドル13(シャワバス)(浴室)(JIS) 廃番

TMS20CZ 壁付2ハンドル混合水栓(一時止水付、スプレー、寒冷地用) -

TMS27C 台付2ハンドル混合水栓(一時止水付、スプレー) -



TMS27C1 台付2ハンドル13(シャワバス・一時止水)(浴室)(JIS) 廃番

TMS27C1R 台付2ハンドル混合水栓(一時止水付、スプレー) 廃番

TMS27C1RZ 台付2ハンドル混合水栓(一時止水付、スプレー、寒冷地用) -

TMS27C1Z 台付2ハンドル13(シャワバス・一時止水・寒)(浴室)(JIS) 廃番

TMS27CZ 台付2ハンドル混合水栓(一時止水付、スプレー、寒冷地用) -

TMY 1 壁付サーモ20(シャワーバス)(浴室)(JIS) 廃番

TMY 1Z 壁付サーモ20(シャワーバス・寒)(浴室)(JIS) 廃番

TMY 2 壁付サーモ20(シャワーバス)(浴室)(JIS) 廃番

TMY 2M 壁付サーモ20(シャワーバス・マッサージ)(浴室)(JIS) 廃番

TMY 2MZ 壁付サーモ20(シャワーバス・マッサージ・寒)(浴室)(JIS) 廃番

TMY 2W 壁付サーモ20(シャワーバス・クリック)(浴室)(JIS) 廃番

TMY 2WZ 壁付サーモ20(シャワーバス・クリック・寒)(浴室)(JIS) 廃番

TMY 2Z 壁付サーモ20(シャワーバス・寒)(浴室)(JIS) 廃番

TMY 3 壁付サーモ13(シャワーバス)(浴室)(JIS) 廃番

TMY 3W 壁付サーモ13(シャワーバス・クリック)(浴室)(JIS) 廃番

TMY 3WZ 壁付サーモ13(シャワーバス・クリック・寒)(浴室)(JIS) 廃番

TMY 3Z 壁付サーモ13(シャワーバス・寒)(浴室)(JIS) 廃番

TUB290CX 壁付サーモ13(埋込・シャワーバス)(浴室)(JIS) 廃番


