
お得意先  各位                                                                2020 年 5 月 12 日 

 株式会社 LIXIL 

LIXIL WATER TECHNOLOGY JAPAN 

東京支社 

営業本部 

新型コロナウィルス感染拡大による弊社商品供給への影響（第１６報）

謹啓   平素は弊社商品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 

新型コロナウィルスの感染拡大長期化による弊社商品供給への影響について、新たに判明しました内容

を含め、第１６報として現況を下記ご報告させていただきます。 

皆様には、多大なご迷惑をお掛けすることになり、深くお詫び申し上げます。今後も安定した商品の供給

が出来るよう引き続き全社で取り組んで参りますので、何卒ご理解・ご協力を賜りますよう宜しくお願い

申し上げます。 

謹白

記 

【第１５報からの主な更新情報】

≪トイレ・洗面商品≫

・一部商品について、5 月 13 日ご発注分より納期状況の見直しを実施しました。

≪キッチン≫

・一部商品について、6 月 1 日ご発注分より受注を再開します。

≪浴室≫

・一部商品について、5 月 12 日ご発注分より納期状況の見直しを実施しました。

≪水栓≫

・一部商品について、5 月 13 日ご発注分より納期状況の見直しを実施しました。

≪タイル≫

・納期後報及び遅延可能性、受注停止商品の追加・解除を行いました。

＊記載方法について 

・前回（第１５報）から更新情報がない商品については、左記同様として「⇒」を記載しております。 



【対象商品状況（5 月 12 日時点）】 

＊以下情報は、今後のサプライヤーからの部品調達状況、受注状況等の影響により変動する可能性がございます。 

＊更新情報を太字・下線を入れております 

≪トイレ・洗面商品≫ 

商品名 新商品 シリーズ名 品目 前回第１５報（４月２１日) 第１６報（５月１２日)

サティスＳ 納期２週間 ⇒

プレアスＬＳ・ＨＳ 納期４週間 ⇒

アステオ  納期２週間 ⇒

床排水（Ｓトラップ・リトイレ）仕様 納期４週間 ⇒

床上排水（Ｐトラップ・155ﾀｲﾌﾟ含む）仕様 納期８週間
５月１３日（水）ご発注分より

納期４週間

通常壁リモコン 納期２週間 ⇒

大型壁リモコン（発電式） 納期８週間 ⇒

ＫＡシリーズ 納期４週間 ⇒

ＫＢシリーズ 納期２週間 ⇒

通常壁リモコン 納期４週間 ⇒

大型壁リモコン（発電式） 納期８週間 ⇒

ＰＢシリーズ 納期１週間 ⇒

床排水（Ｓトラップ・リトイレ）仕様 納期２週間
５月１３日（水）ご発注分より

納期１週間

床上排水（Ｐトラップ・155ﾀｲﾌﾟ含む）仕様 納期８週間 同上 納期２週間

床排水（Ｓトラップ・リトイレ）仕様 納期２週間 同上 納期１週間

床上排水（Ｐトラップ）仕様 納期８週間 同上 納期４週間

多機能トイレパック

オストメイトパック

壁掛汚物流しパック

キャパシア  

コフレル

コーナー手洗キャビネット

狭小手洗器 代表品番：L－35、YAWL－33

ベッセル式洗面器 代表品番：Ｌ－２８４８、Ｌ－５５５

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

壁付式手洗器 代表品番：Ｌ－１３２、Ｌ－１７６、Ｌ－２７５、Ｌ－Ａ７４

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
⇒

アクセサリーＴＦ・ＴＣ・ＴＪシリーズ

納期後報

2月20日（木）
新規ご発注分より

アクセサリー
（ＴＦ・ＴＣ・ＴＪシリーズ以外）

施設用手すり  

縦型／横型おむつ交換台 代表品番：ＡＣ－ＯＫ－Ｆ１１、ＡＣ－ＯＫ－２１Ｆ

納期後報

３月２４日（火）
新規ご発注分より

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

トイレ
（一体型シャワートイレ）

アメージュＺＡシャワートイレ

パブリック向けタンクレストイレ

トイレ
（シャワートイレシートタイプ）

ＰＡシリーズ

トイレ
（組み合わせ便器）

アメージュＺ便器（フチレス）

一般洋風便器

トイレ
（システムトイレ）

納期乖離
カイリ

標準納期から大幅に乖離

⇒

洗面器・手洗器

納期乖離
 カイリ

標準納期から大幅に乖離

⇒

トイレその他
５月１３日（水）ご発注分より

標準納期

大口新規注文 納期後報

2月14日(金)
新規ご発注分より

トイレ
（一体型シャワートイレ）

●
5月1日（金）発売開始
（4月発売を延期）

⇒



≪キッチン商品≫  

≪浴室商品≫ 

商品名 新商品 シリーズ名 品目 前回第１５報（４月２１日) 第１６報（５月１２日)

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）

食器洗い乾燥機

IHクッキングヒーター

レンジフード(パナソニック製）
受注停止
2月18日(火)
新規ご発注分より

受注再開
6月1日（月）

新規ご発注分より

● リシェルSI（20年モデル） 全て

●
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

受注開始
4月13日（月）
新規ご発注分より

納期は供給状況に応じて
順次ご回答いたします

⇒

システムキッチン 全シリーズ

受注再開
4月13日（月）
新規ご発注分より

納期は供給状況に応じて
順次ご回答いたします

⇒

商品名 新商品 シリーズ名 品目 前回第１５報（４月２１日) 第１６報（５月１２日)

換気乾燥暖房、握りバーの納期延長対象品番を含ま
ない場合。

ご発注約２週間となります。

4月20日(月)ご発注分より。
⇒

換気乾燥暖房、握りバーの納期延長対象品番を
含む場合。

対象品番
・換気乾燥暖房機
（対象品番：UFD-111A、UFD-111PA、UFD-
211A、UFD-211PA、UFD-111A-BK、UFD-
111PA-BK、UFD-211A-BK、UFD-211PA-
BK）
・握りバー
（対象品番：8907-BTYPE I型全ｻｲｽﾞ,全ｶﾗｰ、
8928-BTYPE I型全ｻｲｽﾞ,全ｶﾗｰ）
※L型握りバー(ﾒﾀﾙ)、L型握りバー(ﾎﾜｲﾄ)は、対
象外。

対象アイテムを含む
ユニットバスの納期は、

ご発注約３～４週間となります。
※受注状況により、

回答納期は変動します。

4月8日(水)ご発注分より。

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。

※受注が集中した場合には、 回答納
期が変動する場合が

あります。

 5月12日(火)ご発注分より。

BW・BLWシリーズ
BLCWシリーズ
BLCPシリーズ

対象アイテムを含む
ユニットバスの納期は、

ご発注約３～４週間となります。
※受注状況により、

回答納期は変動します。

4月8日(水)ご発注分より。

対象アイテムの有無を問わず
ユニットバスの納期は、

ご発注約最短3週間となります。

※受注が集中した場合には、 回答納
期が変動する場合が

あります。

 5月12日(火)ご発注分より。

浴槽内握りバー

浴室内アクセサリー類

水栓金具

浴室テレビ

浴槽 イデアトーン浴槽
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。

納期後報

2月20日（木）
新規ご発注分より

⇒

ユニットバス

アライズ、スパージュ
リノビオ全シリーズ、
ソレオ、
シャワーユニット、
ドゥケア・ユニット

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 ⇒

＊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

全シリーズ



≪水栓商品≫  

商品名 新商品 シリーズ名 品目 前回第１５報（４月２１日) 第１６報（５月１２日)

オールインワン浄水栓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(JW)、
SF-WM420SYX(JW)など

全シリーズ -
大口新規注文 納期後報

2月18日（火）
新規ご発注分より

⇒

納期乖離
カイリ

4月1日（水） 新規ご発注分より
納期 約2週間

納期乖離
カイリ

4月1日（水） 新規ご発注分より
 納期 約2週間

全シリーズ
大口新規注文 納期後報

2月20日（木）
新規ご発注分より

⇒

ディスポーザー ● 取替用ディスポーザー（エルポ） 発売延期
5月発売予定⇒受注開始時期未定

⇒

＊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

電気温水器

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* ⇒

＊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

⇒

水栓金具

5月13日（水）
新規ご発注分より
標準納期

受注再開
3月25日（水） 新規ご発注分より

納期 約3週間
大口ご注文：納期 約5週間



≪タイル商品① 中国品≫  

≪タイル商品② 欧州品≫ 

商品 新商品 シリーズ名 品目 対象となる品番数又は品番 前回第１５報（４月２１日) 第１６報（５月１２日)

2色2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。

ESR-N/11
受注停止
3月30日(月)

新規ご発注分より

ｴｸｾﾝｼｱ 外装壁(石材) 1色2品番(役物含む)

2色3品番(役物含む)

HAL-20B/EAR-6
受注停止
4月20日(月)

新規ご発注分より
⇒

HAL-ER/SG1
受注停止
3月12日(木)

新規ご発注分より

HAL-ER/SG2
受注停止
3月23日(月)

新規ご発注分より

ｴｽｸﾞﾗﾝ 外装壁(石材) 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。

⇒

【解消】

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-ﾉ 外装壁(石材)

【解消】ｴｽｸﾞﾗﾝ 外装壁(石材) 【解消】

石材
（中国品）

【解消】乱形 外装床タイル

商品 新商品 シリーズ名 品目 対象となる品番数又は品番 前回第１５報（４月２１日) 第１６報（５月１２日)

DTL-600/TLG-1
DTL-1035/TLG-11

納期後報
4月20日(月)

新規ご発注分より
⇒

2色2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。

⇒

【解消】ﾌﾞﾘｯﾄｽﾄｰﾝ 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
る可能性がございます。

【解消】

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
る可能性がございます。

⇒

ﾕｰｶﾘｳｯﾄﾞ 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
する可能性がございます。

【解消】3Dｼｪｲﾌﾟｽ 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
る可能性がございます。

【解消】

【解消】ﾊﾞｻﾙﾄ グラディオス GR-1000/BAS-1
納期後報
3月30日(月)

新規ご発注分より
【解消】

ﾊﾞｻﾙﾄ グラディオス 3色3品番

ﾒﾀﾙ グラディオス 1色1品番

ｽﾓｰｷｰﾄｰﾝ 無地内装タイル 3色5品番

ｻｰﾓﾀｲﾙ ﾌﾟﾚｰｼﾞｮ 水まわり床タイル 2色2品番

【解消】ｷﾗﾐｯｸｽﾃｯﾌﾟ ｽﾘﾑⅡ 水まわり床タイル 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。

【解消】

ﾘﾈﾝﾌｪｲｽ 内装床タイル 4色5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。

⇒

【解消】ﾒﾀﾙｽﾀｯｺ 内装床タイル IPF-300/MTC-1
納期後報
4月13日(月)

新規ご発注分より
 【解消】

IPF-310/MTC-1
納期後報
5月11日(月)

新規ご発注分より

4色10品番

ｸﾞﾗﾑｽﾄｰﾝ 内装床タイル 4色11品番

外装床タイル 1色1品番

内装床タイル 1色1品番

IPF-820/PMR-11
受注停止
4月20日(月)

新規ご発注分より

納期後報
5月11日(月)

新規ご発注分より

IPF-820/PMR-12
納期後報
5月11日(月)

新規ご発注分より

1色1品番

内装床タイル 2色2品番

3色5品番

IPF-630/RGA-1
納期後報
4月20日(月)

新規ご発注分より
⇒

IPF-4321/ROM-5
納期後報
5月11日(月)

新規ご発注分より

3色4品番

ｸﾞﾗｳﾞｨﾅ 外装床タイル 3色6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。

⇒

ﾚｶﾞｰﾛ 外装床タイル

ﾛﾏｰﾆｬ 外装床タイル

受注状況により遅延が発生す
る可能性がございます。

⇒

受注状況により遅延が発生す
る可能性がございます。

⇒

ﾒﾀﾙｽﾀｯｺ 内装床タイル

受注状況により遅延が発生す
る可能性がございます。

⇒

ﾌｫﾙﾃﾛｯｸ

タイル・石材
（欧州品）

ﾄﾘﾛｼﾞｰ デザイナー向け内装

ﾌﾟﾘﾒｰﾛ
外装床タイル



≪トイレ・洗面商品／総合カタログ非掲載品≫ 

                                                                                          以上 

商品名 新商品 シリーズ名 品目 前回第１５報（４月２１日) 第１６報（５月１２日)

床排水（Ｓトラップ・リトイレ）仕様 納期４週間 ⇒

床上排水（Ｐトラップ）仕様 納期８週間
５月１３日（水）ご発注分より

納期４週間

ベーシアハーモＬタイプ 納期４週間 ⇒

ベーシアハーモＪタイプ 納期2週間 ⇒

Ｈシリーズ 納期４週間 ⇒

Ｄシリーズ 納期２週間 ⇒

床排水（Ｓトラップ・リトイレ）仕様 納期２週間
５月１３日（水）ご発注分より

納期１週間

床上排水（Ｐトラップ）仕様 納期８週間 同上 納期２週間

床排水（Ｓトラップ・リトイレ）仕様 納期２週間 同上 納期１週間

床上排水（Ｐトラップ）仕様 納期８週間 同上 納期４週間

床排水（Ｓトラップ・リトイレ）仕様 納期２週間 同上 納期１週間

床上排水（Ｐトラップ）仕様 納期８週間 ⇒

床排水（Ｓトラップ・リトイレ）仕様 納期４週間
５月１３日（水）ご発注分より

納期２週間

床上排水（Ｐトラップ）仕様 納期８週間 同上 納期４週間

トイレ
（キャビネット付便器）

ベーシアＰｉｔａ

トイレ
（一体型シャワートイレ）

ベーシア

トイレ
（シャワートイレシートタイプ）

トイレ
（組合せ便器）

ベーシア便器

Ｌセレクション便器
（ＬＧ便器）

Ｌセレクション便器
（ＬＮ便器・ＬＣ便器）


