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水と環境の技術で暮らしに笑顔を

Percolator

浄水蛇口
多重ろ過により鉄サビや目に見える浮遊物をろ過し、水をおいしくクリーンにします。

P2 アクアタップ S/ アクアタップ A/ アクアタップ J/ アクアタップ A2/ アクアタップ ネオ / アクアタップ スイング

アクアタップ S

アクアタップ A

●多重ろ過で水をおいしくクリーンにします。
●ゴミ・鉄サビを除去します。
●水はねを防止するやさしい水流です。
●邪魔にならないコンパクトサイズです。

●多重ろ過で水をおいしくクリーンにします。
●ゴミ・鉄サビを除去します。
●90°
のハンドル操作で水流を簡単に切り
替えられます。

P3 アクアタップ トルマリン / アクアタップ トルマリンシャワー / アクアタップ CS/ アクアタップ CL
アクアタップ備長炭 / アクアタップ備長炭シャワー / アクアタップ備長炭シャワー 2P

浄水蛇口

取替え目安

2ヶ月

P4 N-tap/N-tap Shower

取り付け可能水栓

使用可能温度

自在水栓

45℃以下
使用ろ材

水流
ストレート
梱 入 数

P5 ロカシャワー CP〈首振りタイプ〉/ ロカシャワー CP/ ロカシャワー MX/ ロカシャワー SC/ ロカシャワー HP
P6 クリピーレ NX5〈首振りタイプ〉/ クリピーレ NX5 グレー / クリピーレ NX5 交換用カートリッジ

活性炭/亜硫酸カルシウム

梱 入 数

45℃以下
使用ろ材

ストレート・シャワー

120コ（10×12）

使用可能温度

自在水栓

水流

活性炭/サンゴ化石/亜硫酸カルシウム

120コ（10×12）

個装サイズ Ｗ75×Ｄ44×Ｈ100㎜/33ｇ

個装サイズ Ｗ100×Ｄ50×Ｈ120㎜/66ｇ

内箱サイズ Ｗ135×Ｄ206×Ｈ97㎜/381ｇ

内箱サイズ Ｗ161×Ｄ261×Ｈ103㎜/740ｇ

梱箱サイズ Ｗ289×Ｄ426×Ｈ306㎜/5.0㎏

希望小売価格：オープン価格

取り付け可能水栓

取替え目安

3ヶ月

JANコード 4971605020488

梱箱サイズ Ｗ340×Ｄ534×Ｈ326㎜/9.5㎏

希望小売価格：オープン価格

JANコード 4971605020402

携帯用浄水ボトル ピュアウォーター

浄水器

P7 クリアビオ 20KDW/ クリアビオ交換用カートリッジ KO-200C/ クリアビオ 22AUSS/ クリアビオ交換用カートリッジ KU-200C
クリピーレ TR/ クリピーレポット型浄水器カートリッジ / ウォーターチェッカー

P8 クリシャワースイング DX/ クリシャワースイング / 伸びるクリシャワー / 節水クリシャワー / NEW クリシャワー

アクアタップ J

アクアタップ A2

●多重ろ過で水をおいしくクリーンにします。
●ゴミ・鉄サビを除去します。
●水はねを防止するやさしい水流です。

●多重ろ過で水をおいしくクリーンにします。
●ゴミ・鉄サビを除去します。
●90°
のハンドル操作で水流を簡単に切り
替えられます。

取替え目安

3ヶ月

P9 クリシャワープロ DX/ クリシャワープロ / クリシャワープロ首振り DX/ クリシャワープロ首振り

取り付け可能水栓

使用可能温度

自在水栓・泡沫水栓

45℃以下

ストレート

シャワー蛇口

梱 入 数

梱 入 数

P10 クリアタップ / クリペット F / クリソフト U

ろ過蛇口

個装サイズ Ｗ100×Ｄ50×Ｈ120㎜/60ｇ

内箱サイズ Ｗ126×Ｄ256×Ｈ96㎜/455ｇ

内箱サイズ Ｗ161×Ｄ261×Ｈ103㎜/690ｇ

JANコード 4971605020068

梱箱サイズ Ｗ340×Ｄ534×Ｈ326㎜/8.9㎏

アクアタップ スイング
●浄水ストレートと原水シャワーの切り替え
ができます。
●シャワーの角度調節ができます。
●シャワーを使用すると使用流量が約40％
節水できます。

生活用品

P13［バス用品］シャワージョイント 首振りタイプ / シャワージョイント ストップタイプ / シャワージョイント 吸盤タイプ
P14 ドライヤークリップ N / ドライヤークリップ F / ドライヤーホルダー / ヘアアイロンホルダー
P15［給気口フィルター］エアコンフィルター N57/ N114

取り付け可能水栓

使用可能温度

自在水栓

45℃以下

水流

使用ろ材

ストレート

活性炭/サンゴ化石/亜硫酸カルシウム

梱 入 数

キッチンペーパーラックＨ / リッドホルダー / タオルハンガー

最大節水率

約40％

取替え目安

3ヶ月

ストレート・シャワー
梱 入 数

120コ（10×12）

取り付け可能水栓

使用可能温度

自在水栓・泡沫水栓

45℃以下

使用ろ材

水流

活性炭/サンゴ化石/亜硫酸カルシウム

120コ（10×12）

個装サイズ Ｗ75×Ｄ40×Ｈ100㎜/42ｇ

個装サイズ Ｗ100×Ｄ57×Ｈ120㎜/92ｇ

内箱サイズ Ｗ147×Ｄ216×Ｈ96㎜/481ｇ

内箱サイズ Ｗ138×Ｄ280×Ｈ123㎜/1.0㎏
梱箱サイズ Ｗ307×Ｄ559×Ｈ403㎜/13.1㎏

梱箱サイズ Ｗ310×Ｄ446×Ｈ306㎜/6.3㎏

希望小売価格:オープン価格

JANコード 4971605020716

●多重ろ過で水をおいしくクリーンにします。
●ゴミ・鉄サビを除去します。
●水はねを防止するやさしい水流です。

取替え目安

P12［キッチン用品］キッチンペーパーホルダー / キッチンペーパー＆ラップホルダー / キッチンペーパーラックＶ

希望小売価格：オープン価格

アクアタップ ネオ

3ヶ月
〈L〉
P11［生活用品］携帯用あたためキット〈M〉

活性炭/サンゴ化石/亜硫酸カルシウム

120コ（10×12）

個装サイズ Ｗ75×Ｄ45×Ｈ120㎜/37ｇ
梱箱サイズ Ｗ272×Ｄ526×Ｈ302㎜/6.0㎏

希望小売価格：オープン価格

45℃以下
使用ろ材

ストレート・シャワー

活性炭/サンゴ化石/亜硫酸カルシウム
120コ（10×12）

使用可能温度

自在水栓・泡沫水栓

水流

使用ろ材

水流

取り付け可能水栓

取替え目安

3ヶ月

JANコード 4971605002354

希望小売価格：オープン価格

JANコード 4971605020778
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Percolator

アクアタップトルマリン

アクアタップトルマリンシャワー

●多重ろ過で水をおいしくクリーンにします。
●ゴミ・鉄サビを除去します。
●取付可能水栓がクラスで最多です。

●多重ろ過で水をおいしくクリーンにします。
●取付可能水栓がクラスで最多です。
●シャワーの切替機能がついているので、
洗い物にも便利です。

取替え目安

3ヶ月

取り付け可能水栓

使用可能温度

自在水栓・泡沫水栓

45℃以下

水流

使用ろ材

ストレート

活性炭/トルマリン/亜硫酸カルシウム

梱 入 数

取替え目安

3ヶ月

梱 入 数

120コ（10×12）

個装サイズ Ｗ100×Ｄ50×Ｈ120㎜/67ｇ
内箱サイズ Ｗ125×Ｄ335×Ｈ105㎜/770ｇ

取り付け可能水栓

取替え目安

3ヶ月

活性炭/トルマリン/亜硫酸カルシウム

内箱サイズ Ｗ120×Ｄ255×Ｈ95㎜/525ｇ

希望小売価格：オープン価格

●多重ろ過で水をおいしくクリーンにします。
●ゴミ・鉄サビを除去します。
●水はねを防止するやさしい水流です。

45℃以下

個装サイズ Ｗ75×Ｄ47×Ｈ120㎜/44ｇ

JANコード 4971605020730

N-tap

使用ろ材

ストレート・シャワー

120コ（10×12）

●泡沫水栓（内ネジ式・外ネジ式）対応

使用可能温度

自在水栓・泡沫水栓

水流

梱箱サイズ Ｗ270×Ｄ520×Ｈ300㎜/6.8㎏

希望小売価格：オープン価格

取り付け可能水栓

N-tap シリーズ（ナチュラルカラー）

使用可能温度

泡沫水栓

45℃以下

水流

使用ろ材

ストレート

活性炭/サンゴ化石/亜硫酸カルシウム

梱箱サイズ Ｗ355×Ｄ515×Ｈ335㎜/9.8㎏

梱 入 数

JANコード 4971605020754

個装サイズ Ｗ75×Ｄ47×Ｈ120㎜/38ｇ

120コ（10×12）

内箱サイズ Ｗ126×Ｄ256×Ｈ96㎜/460ｇ
梱箱サイズ Ｗ272×Ｄ526×Ｈ302㎜/6.1㎏

アクアタップ CS

アクアタップ CL

●備長炭が水をおいしくクリーンにします。
●ゴミ・鉄サビを除去します。
●水はねを防止するやさしい水流です。

●備長炭が水をおいしくクリーンにします。
●ゴミ・鉄サビを除去します。
●90°
のハンドル操作で水流を簡単に切り
替えられます。

取替え目安

3ヶ月

取り付け可能水栓

使用可能温度

自在水栓

45℃以下

水流

使用ろ材

ストレート

備長炭/サンゴ化石/亜硫酸カルシウム

梱 入 数

取替え目安

3ヶ月

梱 入 数

〈ハーブグリーン〉

N-tap Shower

45℃以下

●多重ろ過で水をおいしくクリーンにします。
●ゴミ・鉄サビを除去します。
●ハンドル操作で水流を切り替えられます。

備長炭/サンゴ化石/亜硫酸カルシウム

120コ（10×12）

個装サイズ Ｗ75×Ｄ40×Ｈ100㎜/42ｇ

個装サイズ Ｗ100×Ｄ50×Ｈ120㎜/66ｇ

内箱サイズ Ｗ146×Ｄ216×Ｈ97㎜/481ｇ

内箱サイズ Ｗ161×Ｄ261×Ｈ103㎜/740ｇ

JANコード 4971605020440

〈ローズピンク〉

希望小売価格：オープン価格

使用ろ材

ストレート・シャワー

120コ（10×12）

〈アイボリー〉

使用可能温度

自在水栓

水流

梱箱サイズ Ｗ310×Ｄ445×Ｈ308㎜/6.3㎏

希望小売価格：オープン価格

取り付け可能水栓

アイボリー
4971605020921
JANコード ローズピンク 4971605020907
ハーブグリーン 4971605020914

最大節水率

約20％

梱箱サイズ Ｗ340×Ｄ534×Ｈ326㎜/9.5㎏

希望小売価格：オープン価格

JANコード 4971605020426

取替え目安

3ヶ月

取替え目安

3ヶ月

使用可能温度
45℃以下

水流

使用ろ材

ストレート

備長炭/サンゴ化石/亜硫酸カルシウム

梱 入 数

希望小売価格：オープン価格

取り付け可能水栓
自在水栓・泡沫水栓

●備長炭が水をおいしくクリーンにします。
●ゴミ・鉄サビを除去します。
●シャワーの切替機能がついているので、
洗い物にも便利です。
●取付可能水栓がクラスで最多です。
取替え目安

3ヶ月

取り付け可能水栓

使用可能温度

自在水栓・泡沫水栓

45℃以下
使用ろ材

水流
ストレート・シャワー

120コ（10×12）

梱 入 数

備長炭/サンゴ化石/亜硫酸カルシウム

ストレート・シャワー

活性炭/サンゴ化石/亜硫酸カルシウム

梱箱サイズ Ｗ335×Ｄ515×Ｈ335㎜/9.3㎏
アイボリー
4971605020952
JANコード ローズピンク 4971605020938
ハーブグリーン 4971605020945
〈アイボリー〉

取り付け方法

内箱サイズ Ｗ125×Ｄ335×Ｈ105㎜/770ｇ

泡沫水栓
（内ネジ）

梱箱サイズ Ｗ270×Ｄ520×Ｈ300㎜/6.8㎏

梱箱サイズ Ｗ355×Ｄ515×Ｈ335㎜/9.8㎏

ネジ外径24mm ピッチ1.0

JANコード 4971605020808

自在水栓・泡沫水栓

45℃以下
使用ろ材

水流
ストレート・シャワー
梱 入 数

使用可能温度

STEP.2
本体に内ネジアダプターを

STEP.1
蛇口の泡沫キャップを外します。

取り付けます。

STEP.3
本体を回し、取り付けて完了です。

内ネジ
アダプター

mm

泡沫キャップ

●備長炭が水をおいしくクリーンにします。
●ゴミ・鉄サビを除去します。
●シャワーの切替機能がついているので、
洗い物にも便利です。
●取付可能水栓がクラスで最多です。
取り付け可能水栓

内ネジタイプ

24

アクアタップ備長炭シャワー 2個入り

3ヶ月

〈ハーブグリーン〉

120コ（10×12）

個装サイズ Ｗ100×Ｄ50×Ｈ120㎜/67ｇ

取替え目安

〈ローズピンク〉

希望小売価格：オープン価格

内箱サイズ Ｗ120×Ｄ255×Ｈ95㎜/525ｇ

希望小売価格：オープン価格

120コ（10×12）

内箱サイズ Ｗ125×Ｄ335×Ｈ105㎜/720ｇ

個装サイズ Ｗ75×Ｄ47×Ｈ120㎜/44ｇ

JANコード 4971605020785

45℃以下
使用ろ材

個装サイズ Ｗ100×Ｄ50×Ｈ120㎜/63ｇ

アクアタップ備長炭シャワー

●備長炭が水をおいしくクリーンにします。
●ゴミ・鉄サビを除去します。
●水はねを防止するやさしい水流です。
●取付可能水栓がクラスで最多です。

使用可能温度

泡沫水栓

水流

梱 入 数

アクアタップ備長炭

取り付け可能水栓

パッキン

＊溝ありキャップの場合
溝にコインなどを挟んで外します。

泡沫水栓
（外ネジ）
ネジ外径22mm ピッチ1.25

外ネジタイプ
STEP.1
蛇口の泡沫キャップを外します。

STEP.2
本体を回し、取り付けて完了です。

備長炭/サンゴ化石/亜硫酸カルシウム

60コ（1×60）

22m

m

泡沫キャップ

個装サイズ Ｗ145×Ｄ50×Ｈ120㎜/126ｇ
梱箱サイズ Ｗ295×Ｄ595×Ｈ280㎜/8.4㎏

希望小売価格：オープン価格

3

JANコード 4971605020822

※節水率は一応の目安です
（当社測定値）
。取替え目安は一応の目安です。
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クリピーレＮＸ５ 首振りタイプ

クリピーレＮＸ５ グレー
5項目

浄水器

取り付け可能水栓
泡沫水栓

蛇口直結型・ポット型・据置き型・アンダーシンク型の4タイプ、安全でおいしい水をつくります。

梱 入 数
節水ユニット付商品は、通常でも節水
効果がありますがユニットを装着する
ユニット付
ことで、
より通水量を削減できます。

節水

5項目

カートリッジ
取換の目安

最大節水率

約60％

除去

3ヶ月

使用可能温度

除去

水流

取り付け可能水栓

節水

ユニット付

最大節水率

約60％

使用可能温度

35°

取り付け可能水栓

取替え目安

3ヶ月

泡沫水栓

水流

浄水35℃/原水50℃ ストレート・シャワー

使用ろ材
活性炭・不織布
梱 入 数

30コ（15×2）

35°

■

浄水能力（JIS S 3201試験結果）
遊離残留塩素（総ろ過水量1,000L 除去率80％）
梱 入 数

60コ（10×6）

30コ（15×2）

個装サイズ Ｗ96×Ｄ96×Ｈ96㎜/230ｇ

内箱サイズ Ｗ300×Ｄ494×Ｈ135㎜/5㎏

内箱サイズ Ｗ300×Ｄ494×Ｈ115㎜/4.5㎏

梱箱サイズ W315×D514×H303㎜/11kg

梱箱サイズ W315×D514×H263㎜/10kg

JANコード 4971605030760

JANコード 4971605030753

希望小売価格：オープン価格

クリピーレNX5
交換用カートリッジ
（2個入り）

首振り
シャワーで

遊離残留塩素
農薬(CAT)
■ カビ臭(2-MIB)
■ テトラクロロエチレン
■ トリクロロエチレン
■

水流

個装サイズ Ｗ96×Ｄ96×Ｈ116㎜/252ｇ

（JIS S 3201試験結果）

活性炭

使用可能温度

使用ろ材

5項目除去

使用ろ材

3ヶ月

活性炭・不織布

ロカシャワー CP〈首振りタイプ〉

シャワーの向きが自由自在な、首振り機能

カートリッジ
取換の目安

自在水栓・泡沫水栓 浄水35℃/原水50℃ ストレート・シャワー

浄水35℃/原水50℃ ストレート・シャワー

希望小売価格：オープン価格

●塩素（カルキ）臭や鉄サビ、
ゴミ等を除去し、おいしい水がいつでも飲めます。
●首振り機能でシンクの端までラクラク洗えます。
●低水圧でも勢いのいいシャワーとなり、洗い物の汚れもよく落ちます。
●節水ユニットを使用して、
シャワーに切り替えると使用流量が約60％節水できます。

最大節水率

約60％

シンク洗いも
ラクラク♪
＊首振りタイプのみ

個装サイズ Ｗ105×Ｄ75×Ｈ130㎜/105ｇ
内箱サイズ Ｗ135×Ｄ310×Ｈ165㎜/1.2㎏
梱箱サイズ Ｗ335×Ｄ430×Ｈ360㎜/7.6㎏

希望小売価格：オープン価格

勢いのあるシャワーで快適

360°

●カルキ臭・カビ臭・鉄サビ等を除去し、おい
しい水がたっぷり飲めます。
●クラス最大の浄水量、1日10L使用で１年
間交換不要です。

●カルキ臭・カビ臭・鉄サビ等を除去します。
●低水圧でも勢いのいいシャワーです。
●節水ユニットを使用して、
シャワーに切り
替えると使用流量が約60％節水できます。

節水

ユニット付

約60％

使用可能温度

3ヶ月

約40％

自在水栓・泡沫水栓

水流

取り付け可能水栓

取替え目安

12ヶ月

使用可能温度

使用ろ材

浄水35℃/原水50℃ ストレート・シャワー

自在水栓・泡沫水栓
水流

使用ろ材

浄水35℃/原水50℃ ストレート・シャワー

活性炭

浄水能力（JIS S 3201試験結果）

浄水能力（JIS S 3201試験結果）
遊離残留塩素（総ろ過水量3,700L 除去率80％）
梱 入 数

60コ（10×6）

60コ（10×6）

個装サイズ Ｗ105×Ｄ75×Ｈ130㎜/105ｇ

個装サイズ Ｗ107×Ｄ75×Ｈ130㎜/170ｇ

内箱サイズ Ｗ135×Ｄ310×Ｈ165㎜/1.2㎏

内箱サイズ Ｗ137×Ｄ366×Ｈ150㎜/1.9㎏

梱箱サイズ Ｗ335×Ｄ430×Ｈ360㎜/7.6㎏

梱箱サイズ Ｗ380×Ｄ436×Ｈ325㎜/12.0㎏

JANコード 4971605030593

JANコード 4971605030579

希望小売価格：オープン価格

450本分
eco

6項目
除去

取り付け可能水栓

取替え目安

自在水栓・泡沫水栓

使用可能温度

水流

35℃以下

ストレート・シャワー

使用可能温度

使用ろ材
活性炭

梱 入 数

浄水フィルター

飲む時に浄水！

梱 入 数

自在水栓・泡沫水栓

希望小売価格：オープン価格

梱箱サイズ Ｗ244×Ｄ273×Ｈ476㎜/3.77㎏
レッド

4971605030678

活性炭

ブルー

4971605030685

JANコード ピンク

4971605030692

エメラルドグリーン 4971605030708
イエローグリーン

60コ（10×6）

JANコード 4971605030449

24コ

使用ろ材

梱箱サイズ Ｗ380×Ｄ436×Ｈ325㎜/12.6㎏

梱箱サイズ Ｗ290×Ｄ530×Ｈ435㎜/10.2㎏

浄水能力（JIS S 3201試験結果）
遊離残留塩素/溶解性鉛/カビ臭(2-MIB)/農薬(CAT)
（総ろ過水量120Ｌ 除去率80%）

個装サイズ Ｗ63×Ｄ75×Ｈ263㎜/145ｇ

4971605030715

浄水フィルターカートリッジ
（2個入り）
梱 入 数

内箱サイズ Ｗ137×Ｄ366×Ｈ150㎜/2.0㎏

内箱サイズ Ｗ127×Ｄ284×Ｈ135㎜/800ｇ
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約 240 本分に相当！

携帯用浄水ボトル ピュアウォーター

個装サイズ Ｗ107×Ｄ75×Ｈ130㎜/180ｇ

個装サイズ Ｗ100×Ｄ52×Ｈ120㎜/68ｇ

JANコード 4971605030494

1個で 500mlのペットボトル

浄水
フィルター

遊離残留塩素/総トリハロメタン/農薬（CAT）/カビ臭（2-MIB）/テトラ
クロロエチレン/トリクロロエチレン（総ろ過水量900L 除去率80％）

120コ（10×12）

内箱サイズ Ｗ163×Ｄ293×Ｈ90㎜/1.7㎏

… 不純物

取り付け可能水栓

水流

30コ（10×3）

個装サイズ Ｗ70×Ｄ58×Ｈ80㎜/145ｇ

フィルター

●いつでもどこでも持ち運びが出来る携帯用浄水ボトルです。
●ミネラル分はそのまま。味やにおいに影響する４項目を除去します。

浄水能力（JIS S 3201試験結果）

遊離残留塩素（総ろ過水量600L 除去率80％）

希望小売価格：オープン価格

取替え目安

3ヶ月

浄水35℃/原水50℃ ストレート・シャワー

浄水能力（JIS S 3201試験結果）
梱 入 数

最大節水率

約40％

梱 入 数

JANコード 4971605030654

携帯用浄水ボトル ピュアウォーター

●水道水中の6項目の物質を除去し、おい
しい水がいつでも飲めます。
●クラス最大の浄水能力で、安心です。

●カルキ臭・カビ臭・鉄サビ等を除去します。
●邪魔にならないコンパクトサイズです。
●ストレート・シャワー共に浄水した水が
利用できます。

浄水能力（JIS S 3201試験結果）
遊離残留塩素/農薬（CAT）/カビ臭（２-MIB）/テト
ラクロロエチレン/トリクロロエチレン
（総ろ過水量900L 除去率80％）

梱箱サイズ Ｗ177×Ｄ308×Ｈ298㎜/4.9㎏

ロカシャワー HP

ロカシャワー SC

希望小売価格：オープン価格

※節水率は一応の目安です
（当社測定値）

900L

日本製

2ヶ月

最大
約 60％
節水！

活性炭

遊離残留塩素（総ろ過水量1,000L 除去率80％）
梱 入 数

希望小売価格：オープン価格

最大節水率

取り付け可能水栓

取替え目安

カートリッジ1個で
２Lペットボトル

ロカシャワー MX

ロカシャワー CP

最大節水率

JANコード 4971605030616

120コ（60×2）

個装サイズ Ｗ63×Ｄ16×Ｈ108㎜/17ｇ

希望小売価格：オープン価格

JANコード 4971605030722
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クリアビオ 20KDW

クリアビオ 20KDW
交換用カートリッジ

●浄水と原水（ストレート・シャワー）の3段
切り替えができます。
●ワンタッチジョイントで、カートリッジ交換
も簡単にできます。

KO-200C

シャワー蛇口

希望小売価格：14,000円（税別）

4項目
除去

12ヶ月

使用可能温度

自在水栓・泡沫水栓 浄水35℃/原水60℃

水流

使用ろ材

ストレート・シャワー

中空糸膜・活性炭・セラミック

梱 入 数

希望小売価格：23,000円（税別）

取り付け可能水栓

カートリッジ
取換の目安

6コ（1×6）

浄水能力（JIS S 3201試験結果）

お湯のシャワーなら油汚れを手早く落とし、光熱費削減にも期待できます。

遊離残留塩素 （総ろ過水量30,000L 除去率80％）
濁り
（総ろ過水量30,000L ろ過流量50％）
溶解性鉛
（総ろ過水量8,000L 除去率80％）
総トリハロメタン（総ろ過水量8,000L 除去率80％）
梱 入 数

6コ（1×6）

個装サイズ Ｗ149×Ｄ442×Ｈ138㎜/1.8㎏

製品サイズ 最大径∅116㎜ 高さ265㎜

梱箱サイズ Ｗ458×Ｄ466×Ｈ294㎜/12.0㎏

個装サイズ Ｗ125×Ｄ125×Ｈ300㎜/1.2㎏

常用使用圧力 0.07〜0.34MPa

梱箱サイズ Ｗ265×Ｄ390×Ｈ320㎜/7.6㎏

JANコード 4971605006482

JANコード 4971605006338

クリアビオ 22AUSS

節水

ユニット付

クリアビオ 22AUSS
交換用カートリッジ

●今、ご使用の水栓はそのまま残し浄水器
専用水栓を取り付けるだけで、おいしい
水がたっぷりご利用いただけます。
●ワンタッチジョイントで、カートリッジ交換
も簡単にできます。

クリシャワー スイング DX

KU-200C

4項目
除去

希望小売価格：14,000円（税別）
遊離残留塩素 （総ろ過水量30,000L 除去率80％）
濁り
（総ろ過水量30,000L ろ過流量50％）
溶解性鉛
（総ろ過水量8,000L 除去率80％）
総トリハロメタン（総ろ過水量8,000L 除去率80％）

水栓取り付け穴径
∅37〜∅40㎜

使用可能温度

使用ろ材

35℃以下

中空糸膜・活性炭・セラミック

梱 入 数

希望小売価格：59,300円（税別）

カートリッジ
取換の目安

12ヶ月

梱 入 数

6コ（1×6）

梱箱サイズ Ｗ250×Ｄ640×Ｈ150㎜/4.4㎏

個装サイズ Ｗ125×Ｄ125×Ｈ300㎜/1.2㎏

常用使用圧力 0.07〜0.34MPa

梱箱サイズ Ｗ265×Ｄ390×Ｈ320㎜/7.6㎏

JANコード 4971605006567

JANコード 4971605006345

希望小売価格：オープン価格

クリピーレ TR

除去

カートリッジ
取換の目安

3ヶ月

浄水部容量
0.75L

使用ろ材
活性炭・イオン交換体

クリピーレポット型浄水器
カートリッジ
希望小売価格：オープン価格

梱 入 数

10コ（1×10）

個装サイズ Ｗ166×Ｄ117×Ｈ294㎜/678ｇ
梱箱サイズ Ｗ350×Ｄ605×Ｈ320㎜/8.1㎏
JANコード 4971605030531

梱箱サイズ Ｗ320×Ｄ380×Ｈ140㎜/3.4㎏

使用可能温度

水流

70℃以下

ストレート・シャワー

梱 入 数

60コ（10×6）

個装サイズ Ｗ100×Ｄ45×Ｈ113㎜/54ｇ

内箱サイズ Ｗ190×Ｄ291×Ｈ71㎜/610ｇ

内箱サイズ Ｗ190×Ｄ291×Ｈ71㎜/610ｇ

JANコード 4971605015620

梱箱サイズ Ｗ304×Ｄ403×Ｈ236㎜/4.0㎏

希望小売価格：オープン価格

JANコード 4971605015637

取り付け可能水栓

使用可能温度

水流

自在水栓

50℃以下

ストレート・シャワー

ジャバラが
伸びる！

ジャバラが
曲がる！

120コ（10×12）

個装サイズ W85×D49×H120㎜/49g
内箱サイズ W145×D245×H100㎜/590g

30コ（1×30）

個装サイズ Ｗ60×Ｄ60×Ｈ115㎜/98ｇ

60コ（10×6）

取り付け可能水栓
自在水栓・泡沫水栓

個装サイズ Ｗ100×Ｄ45×Ｈ113㎜/54ｇ

梱 入 数

クリピーレポット型浄水器カートリッジ（1個入り）
梱 入 数

水流
ストレート・シャワー

●ジャバラが伸ばせ、さらにノズルの向き
が360°
変えられるのでシンクの掃除な
どにも便利です。
●90°
のハンドル操作で簡単に水流を切り
替えられます。

浄水能力（JIS S 3201試験結果）

35℃以下

70℃以下

伸びるクリシャワー

遊離残留塩素/総トリハロメタン/溶解性鉛/カビ臭（2-MIB）/農薬（CAT）/テトラク
ロロエチレン/トリクロロエチレン/1,1,1-トリクロロエタン/クロロホルム/ブロモジ
クロロメタン/ジブロモクロロメタン/ブロモホルム（総ろ過水量300L 除去率80％）

使用可能温度

使用可能温度

最大節水率

約20％

●ノズルの向きが360°
変
えられる首ふりタイプ。
●90°
のハンドル操作で
簡単に水流を切り替え
られます。
●シャワーを使用すると使用流量が約20％
節水できます。

梱箱サイズ Ｗ304×Ｄ403×Ｈ236㎜/4.0㎏

●使う分だけムダなく浄水。いつもの水を、美味しくまろやかにします。
●2Lペットボトル150本分もの浄水能力（300L）、高性能ポット型浄水器です。
●使いやすく冷蔵庫にスッキリ収納できるコンパクトなスリムボディです。

12項目

取り付け可能水栓
自在水栓・泡沫水栓
梱 入 数

製品サイズ 最大径∅116㎜ 高さ265㎜

1コ

クリシャワー スイング

最大節水率

約20％

●ノズルの向きが360°
変えられる首ふり
タイプ。
●90°
のハンドル操作で簡単に水流を切り
替えられます。
●シャワーを使用すると使用流量が約20％
節水できます。
●高級感のあるメッキ仕上げです。

浄水能力（JIS S 3201試験結果）

節水ユニット付商品は、通常でも節水
効果がありますがユニットを装着する
ことで、
より通水量を削減できます。

梱箱サイズ W447×D501×H211㎜/7.71kg

希望小売価格：オープン価格

JANコード 4971605015699

JANコード 4971605030555

節水クリシャワー

クリピーレポット型浄水器カートリッジ（3個入り）
梱 入 数

20コ（1×20）

梱箱サイズ Ｗ320×Ｄ380×Ｈ260㎜/6.3㎏

希望小売価格：オープン価格

収納スッキリ円筒形

残留塩素測定試薬

ウォーターチェッカー
●浄水した水に入れるだけでカルキ
濃度が一目でわかり、
カートリッジの
交換時期の目安となります。

JANコード 4971605030562

●差し込むだけで簡単に取り付けられます。
●レバーを動かすだけでシャワーとストレ
ートに切り替えられます。

成分
浄水前（水道水）

浄水後

D・P・D試薬（N.N-ジエチル-P-フェニレンジアミン
硫酸塩・無水硫酸ナトリウム）
梱 入 数 240コ（12×20）
梱箱サイズ Ｗ205×Ｄ350×Ｈ310㎜/3.2㎏

希望小売価格：オープン価格

取り付け可能水栓

使用可能温度

自在水栓・泡沫水栓

60℃以下

梱 入 数

個装サイズ Ｗ85×Ｄ3×Ｈ140㎜/5.0ｇ
JANコード 4971605008110
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NEW クリシャワー

最大節水率

約60％

●ご自宅の水圧や水量に合わせて節水率
が調節できます。
●節水ユニットを使用して、
シャワーに切り
替えると使用流量が最大約60％節水で
きます。
●水はねに悩む方に、
おすすめです。

個装サイズ Ｗ180×Ｄ60×Ｈ115㎜/276ｇ
握りやすいハンドル

節水

ユニット付

水流
ストレート・シャワー

120コ（10×12）

使用可能温度

自在水栓

60℃以下

梱 入 数

水流
ストレート・シャワー

120コ（10×12）

個装サイズ Ｗ105×Ｄ71×Ｈ113㎜/71ｇ

個装サイズ Ｗ105×Ｄ72×Ｈ113㎜/55ｇ

内箱サイズ Ｗ123×Ｄ462×Ｈ80㎜/834ｇ

内箱サイズ Ｗ135×Ｄ295×Ｈ150㎜/680ｇ

梱箱サイズ Ｗ395×Ｄ485×Ｈ342㎜/10.0㎏

希望小売価格：オープン価格

取り付け可能水栓

JANコード 4971605015644

梱箱サイズ Ｗ425×Ｄ605×Ｈ325㎜/9.2㎏

希望小売価格：オープン価格

JANコード 4971605015255

※節水率は一応の目安です
（当社測定値）
。
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業務用節水シャワー

クリシャワープロ DX

節水

ユニット付

最大節水率

約60％

●2タイプの節水ユニットで使用流量が調節でき、最大約60％節水できます。
●独自に開発した切り替えレバーは、軽いタッチで水流を簡単に切り替えられます。
●約7㎝のワイドシャワーで大きな食器も広々とスピーディーに洗えます。
●高級感のあるメッキ仕上げです。
〈シャワー〉
取り付け可能水栓

使用可能温度

水流

自在水栓・泡沫水栓

60℃以下

ストレート・シャワー

梱 入 数

ろ過蛇口

〈ストレート〉

鉄サビや目に見える浮遊物をろ過し、水流を優しくソフトにします。

20コ（1×20）

個装サイズ Ｗ93×Ｄ59×Ｈ120㎜/156ｇ
梱箱サイズ Ｗ208×D325×Ｈ250㎜/3.7㎏
ワイドシャワー 約7㎝

JANコード 4971605015651

希望小売価格：オープン価格

業務用節水シャワー

クリシャワープロ

節水

ユニット付

最大節水率

約60％

自在水栓・泡沫水栓にそのまま取り付けられる二段ジョイント

●2タイプの節水ユニットで使用流量が調節でき、最大約60％節水できます。
●独自に開発した切り替えレバーは、軽いタッチで水流を簡単に切り替えられます。
●約7㎝のワイドシャワーで大きな食器も広々とスピーディーに洗えます。

〈ジョイント部断面図〉
①泡沫水栓用リブ

①泡沫水栓の場合

取り付け可能水栓

使用可能温度

水流

自在水栓・泡沫水栓

60℃以下

ストレート・シャワー

②自在水栓の場合

業務用節水シャワー

節水

ユニット付

希望小売価格：オープン価格

希望小売価格：オープン価格

クリペット F

最大節水率

約60％

●焼結フィルターが、細かいゴミ・鉄サビを
除去します。
●水はねを防止し、水音を静かにします。
●差し込むだけで簡単に取り付けられます。

洗いやすい角度に首振り
取り付け可能水栓

使用可能温度

水流

60℃以下

ストレート・シャワー

梱箱サイズ Ｗ293×Ｄ397×Ｈ427㎜/6.3㎏
レッド 4971605001098
JANコード ブルー 4971605001449
ホワイト 4971605001388

梱箱サイズ Ｗ215×D496×Ｈ247㎜/5.1㎏
JANコード 4971605015675
〈レッド〉

希望小売価格：オープン価格

節水

ユニット付

〈ブルー〉

〈ホワイト〉

取り付け可能水栓

使用可能温度

水流

自在水栓・泡沫水栓

60℃以下

ストレート・シャワー

●ソフトフィルターが、細かいゴミ・鉄サビを
除去します。
●水はねを防止し、水音を静かにします。
●差し込むだけで簡単に取り付けられます。
●邪魔にならないコンパクトサイズです。
使用可能温度
80℃以下

240コ（12×20）

個装サイズ Ｗ75×Ｄ33×Ｈ100㎜/8ｇ
内箱サイズ Ｗ121×Ｄ192×Ｈ73㎜/152ｇ

個装サイズ Ｗ93×Ｄ95×Ｈ119㎜/203ｇ

梱箱サイズ Ｗ266×Ｄ393×Ｈ374㎜/3.4㎏
レッド 4971605001814
JANコード
ブルー 4971605001821

梱箱サイズ Ｗ215×D496×Ｈ247㎜/4.9㎏
JANコード 4971605015682
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取り付け可能水栓
自在水栓（15〜19㎜）
・泡沫水栓（一部）
梱 入 数

20コ（1×20）

希望小売価格：オープン価格

希望小売価格：オープン価格

クリソフト U

最大節水率

約60％

●節水ユニットをセットすると、使用流量が最大約60％節水できます。
●ヘッドが360°
回転、左右に約100°
動かせるので大きな洗い物にも便利です。
●独自に開発した切り替えレバーは、軽いタッチで水流を簡単に切り替えられます。

梱 入 数

80℃以下

240コ（12×20）

内箱サイズ Ｗ141×Ｄ191×Ｈ82㎜/256ｇ

個装サイズ Ｗ93×Ｄ95×Ｈ119㎜/213ｇ

業務用節水シャワー

使用可能温度

個装サイズ Ｗ75×Ｄ40×Ｈ100㎜/20ｇ

20コ（1×20）

クリシャワープロ 首振り

取り付け可能水栓
自在水栓（15〜19㎜）
・泡沫水栓（一部）
梱 入 数

自在水栓・泡沫水栓

120コ（10×12）

梱箱サイズ Ｗ256×Ｄ459×Ｈ289㎜/4.2㎏
JANコード 4971605001272

●節水ユニットをセットすると、使用流量が最大約60％節水できます。
●ヘッドが360°
回転、左右に約100°
動かせるので大きな洗い物にも便利です。
●独自に開発した切り替えレバーは、軽いタッチで水流を簡単に切り替えられます。
●高級感のあるメッキ仕上げです。

梱 入 数

50℃以下

内箱サイズ Ｗ103×Ｄ238×Ｈ89㎜/317ｇ

JANコード 4971605015668

クリシャワープロ 首振り DX

使用可能温度

個装サイズ Ｗ75×Ｄ43×Ｈ100㎜/26ｇ

梱箱サイズ Ｗ208×D325×Ｈ250㎜/3.4㎏

〈ストレート〉

取り付け可能水栓
自在水栓（１６〜19㎜）
・泡沫水栓24㎜
梱 入 数

20コ（1×20）

個装サイズ Ｗ93×Ｄ59×Ｈ120㎜/142ｇ

〈シャワー〉

●PVAフィルターが、細かいゴミ・鉄サビを
除去します。
●水はねを防止し、水音を静かにします。
●差し込むだけで簡単に取り付けられます。

②先端にふくらみのある
16〜19㎜自在水栓用リブ

ワイドシャワー 約7㎝

梱 入 数

クリアタップ

洗いやすい角度に首振り

〈レッド〉

洗う物の方向に回転
※節水率は一応の目安です
（当社測定値）
。

〈ブルー〉

希望小売価格：オープン価格
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キッチン用品

生活用品

キッチンペーパーホルダー

キッチンペーパー＆ラップホルダー

冷蔵庫や壁にピタッと設置！
片手でサッと切りやすい！
はがせる吸着シートでしっかり固定。
丈夫で美しさ長持ち！高品質ステンレス。

キッチンペーパー・ラップホルダー・アルミホイルなどを、まとめて収納！
片手でサッと切りやすい！はがせる吸着シートでしっかり固定。
丈夫で美しさ長持ち！高品質ステンレス。

家庭生活の様々なシーンで活躍、快適な暮らしをサポートします。

レジャー・防災用品
携帯用あたためキット (M)・(L)
●火や電気を使わず、水だけで食材を温められる。
●缶詰・缶飲料・レトルト食品などを手軽に温められる。
●軽量・コンパクトで携帯性も抜群

耐荷重

耐荷重

全体で5㎏以下

全体で5㎏以下

梱 入 数 20コ（1×20）

梱 入 数 20コ（1×20）

個装サイズ W105×D65×H328㎜/250g

個装サイズ W267×D80×H328㎜/590ｇ

梱箱サイズ W685×D226×H319㎜/6㎏

梱箱サイズ W842×D550×H319㎜/14㎏

JANコード 4971605050652

JANコード 4971605050669

希望小売価格：オープン価格

希望小売価格：オープン価格

キッチンペーパーラックＶ

キッチンペーパーラックＨ

片手でサッと引き出せる！
最後まで引き出しやすい！
はがせる吸着シートでしっかり固定。
丈夫で美しさ長持ち！高品質ステンレス。

片手でサッと引き出せる！
場所に応じて上にも下にも引き出せる！
はがせる吸着シートでしっかり固定。
丈夫で美しさ長持ち！高品質ステンレス。

①発熱剤を
取り出す
②発熱剤を加熱袋の
底に平に置く

③発熱剤の上に
食品等を置く
⑤加熱袋のチャックを閉めたら
約15分〜20分で温まります
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④水をアルミ袋内側の水量ラインまで入れる
※水は、川の水や溜め水でも使用可能

携帯用あたためキット(M)

携帯用あたためキット(L)

●製品仕様
発熱剤 材質：包装材：不織布/外装：アルミホイル
加熱袋 材質：PET(耐熱温度：137℃)
発熱剤 成分：アルミニウム／酸化カルシウム

●製品仕様
発熱剤 材質：包装材：不織布/外装：アルミホイル
加熱袋 材質：PET(耐熱温度：137℃)
発熱剤 成分：アルミニウム／酸化カルシウム

●セット内容
発熱剤M 2個
加熱袋M 1枚

●セット内容
発熱剤L 2個
加熱袋L 1枚

梱 入 数 50コ

梱 入 数 50コ

個装サイズ W181XD17XH270㎜／100g

個装サイズ W201XD18XH315㎜／145g

梱箱サイズ W475XD370XH285㎜/6kg

梱箱サイズ W475XD420XH319㎜/8.6kg

JANコード 4971605-050614

JANコード 4971605-050621

希望小売価格：オープン価格

希望小売価格：オープン価格

耐荷重

耐荷重

全体で5㎏以下

全体で5㎏以下

梱 入 数 20コ（1×20）

梱 入 数 20コ（1×20）

個装サイズ W140×D126×H328㎜/350ｇ

個装サイズ W105×D65×H328㎜/250g

梱箱サイズ W655×D580×H319㎜/8.5㎏

梱箱サイズ W685×D226×H319㎜/6㎏

JANコード 4971605050676

JANコード 4971605050683

希望小売価格：オープン価格

希望小売価格：オープン価格

リッドホルダー

キッチンペーパーホルダー

大きなフタもサッと収納！
安心の耐荷重5kg！
はがせる吸着シートでしっかり固定。
丈夫で美しさ長持ち！高品質ステンレス。

2枚並べて掛けられる！
ずれにくく、乾きやすい！
はがせる吸着シートでしっかり固定。
丈夫で美しさ長持ち！高品質ステンレス。

耐荷重

耐荷重

全体で5㎏以下

全体で5㎏以下

梱 入 数 20コ（1×20）

梱 入 数 20コ（1×20）

個装サイズ W178×D69×H446㎜/550ｇ

個装サイズ W132×D47×H327㎜/260ｇ

梱箱サイズ W718×D372×H435㎜/12.5㎏

梱箱サイズ W502×D280×H319㎜/6㎏

JANコード 4971605050690

JANコード 4971605050706

希望小売価格：オープン価格

希望小売価格：オープン価格
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バス用品

毎日のバスタイムを、
ワンランクアップします。

ドライヤークリップ N

シャワージョイント 首振りタイプ

●洗面化粧台の扉やラックの丸パイプ等にはさんでドライヤーをしっかり
固定、両手でブローができます。
●アームが自在に曲がるので、お好みの角度に調整できます。
●クリップ式（挟んで固定）なので好みのところに固定でき、取り付け取り
外しもカンタンです。
洗面化粧台の扉、引き出しに
取付可能サイズ：厚さ9㎜〜30㎜
ラックなどの丸パイプに

●ご家庭のシャワーヘッドにカンタンに取り付けできます。
●フックにかけたままで、
シャワーの向きや角度を自由に変えられます。
●前のめりにかがんだりせず、楽な姿勢が保てます。
前後・左右・360°
、自由自在に首振り

取付可能サイズ：直径18㎜〜30㎜

向きも角度も自由自在
耐熱温度
梱 入 数

60℃
60コ（10×6）

JANコード

4971605015293

アーム長さ

全体で800g以下

約140mm

30コ（10×3）

個装サイズ Ｗ170×Ｄ68×Ｈ360㎜/286ｇ
内箱サイズ Ｗ370×Ｄ540×Ｈ195㎜/3.5㎏

内箱サイズ Ｗ216×Ｄ220×Ｈ123㎜/720ｇ

希望小売価格：オープン価格

耐荷重

70℃
梱 入 数

個装サイズ Ｗ110×Ｄ42×Ｈ210㎜/53ｇ
梱箱サイズ Ｗ244×Ｄ677×Ｈ273㎜/4.94㎏

耐熱温度

〈ホワイト〉

梱箱サイズ Ｗ392×Ｄ558×Ｈ668㎜/11.7㎏

〈ブラック〉

JANコード

希望小売価格：オープン価格

ホワイト 4971605050607
ブラック 4971605050591

ドライヤークリップ F

シャワージョイント ストップタイプ

●洗面化粧台の扉やラックの丸パイプ等にはさんでドライヤーをしっかり固定、両手でブローができます。
●アームが自在に曲がるので、お好みの角度に調整できます。
●クリップ式（挟んで固定）
なので好みのところに固定でき、取り付け取り外しもカンタンです。
●大型ドライヤーにも対応できます。

●ご家庭のシャワーヘッドにカンタンに取り付けできます。
●手元のレバーでシャワーをストップや水量調節ができるので、節水にも効果的です。
●水温調節が必要なシャワーの場合、一度の調整だけで済み便利です。
レバー操作でお好みに合わせた水量調整

テーブルや丸パイプに
取付可能サイズ：厚さ 9 ㎜〜30 ㎜／
直径18㎜〜30㎜

洗面化粧台の扉、引き出しに
取付可能サイズ：厚さ 9 ㎜〜30 ㎜

耐熱温度

耐荷重

アーム長さ

70℃

全体で800g以下

約230mm

梱 入 数

30コ（10×3）

個装サイズ Ｗ180×Ｄ65×Ｈ335㎜/380ｇ

水量
多

水量
少

水量
微

耐熱温度
梱 入 数

60コ（10×6）

梱箱サイズ Ｗ390×Ｄ660×Ｈ630㎜/14.2㎏
JANコード 4971605060477

希望小売価格：オープン価格

個装サイズ Ｗ110×Ｄ40×Ｈ210㎜/41ｇ
内箱サイズ Ｗ198×Ｄ216×Ｈ123㎜/600ｇ
梱箱サイズ Ｗ237×Ｄ612×Ｈ273㎜/4.17㎏
JANコード

希望小売価格：オープン価格

内箱サイズ Ｗ370×Ｄ640×Ｈ190㎜/4.3㎏

60℃

4971605015309

ドライヤーホルダー

ヘアアイロンホルダー

●耐荷重は3kg、ほとんどのドライヤーに対応
●シートは繰り返し張って使えるから貼り直し可能
●収納扉や鏡に取り付け可能

●耐荷重は3kg、ほとんどのヘアアイロンに対応
●シートは繰り返し張って使えるから貼り直し可能
●収納扉や鏡に取り付け可能

シャワージョイント 吸盤タイプ
●ご家庭のシャワーヘッドにカンタンに取り付けできます。
●フックのない壁面や浴槽にシャワーヘッドを固定できます。
●上履きを洗う際はシャワーを排水口の近くに固定すると便利です。
どこにでもワンタッチで取り付け取り外しOK

耐熱温度
梱 入 数

60℃
60コ（10×6）

個装サイズ Ｗ110×Ｄ55×Ｈ210㎜/93ｇ

希望小売価格：オープン価格
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希望小売価格：オープン価格

耐荷重

耐荷重

全体で3ｋg以下

全体で3ｋg以下

梱 入 数

梱 入 数

20コ（1×20）

内箱サイズ Ｗ222×Ｄ285×Ｈ123㎜/1.2㎏

個装サイズ W143×D105×H215㎜/318g

梱箱サイズ Ｗ305×Ｄ690×Ｈ273㎜/7.72㎏

梱箱サイズ W385×D595×H320㎜/7.5kg

JANコード

JANコード 4971605008882

4971605015286

20コ（1×20）

個装サイズ W95×D81×H320㎜/314g
梱箱サイズ W415×D435×H355㎜/7.4kg

希望小売価格：オープン価格

JANコード 4971605008899
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エアコンフィルター

販促ツール

汚れた空気をキャッチして、快適な室内環境に

エアコンフィルター N

売り場を活性化する販促ツールをご用意しました。
吊り下げ台紙

水栓パイプディスプレイ
浄水蛇口台紙（中）
品番：00005

浄水蛇口台紙（大）
品番：00003

W160×H720 ㎜

57 / 114

W208×H720 ㎜

浄水器台紙
品番：00029

W223×H745 ㎜

節水台紙
品番：00001

W220×H635 ㎜

エアコンに優しい

キャッチ！

エアコンの機能に負担を
かけない最適な通気性

自在水栓
品番：60001

イヤな臭いを吸着
タバコの臭いなどの室内に充満する
イヤな臭いをスッキリ吸収

コ
タバ

花粉

臭い

天井の汚れ防止

チリ
リ
ホコ

抗菌加工
フィルター
フィルターに吸着した
菌の繁殖を抑制

きれいな空気だけを吹き出し
エアコンまわりはいつもキレイ

花粉にも効果的

泡沫水栓
品番：60009

室内に侵入してくるホコリ・チリ
さらに花粉もしっかりキャッチ

TOPボード

貼るだけでクリーンな室内環境を実現！
取り付けはカンタン！工具は不要
剥離紙をはがし、エアコンの吸気口全体を
覆うようにしっかり貼り付けたら OK

模様がはっきり浮き出てくると
フィルター交換の時期です

工具不要でカンタン取り付け
幅広粘着面の一辺を最初に貼り、
次に剥離紙を徐々に剥がしながら
給気口全体を覆うようにしっかり
貼り付ける。

品番：60018 Ｗ1,200×Ｈ250 ㎜

品番：60019 Ｗ900×Ｈ250 ㎜

クリピーレ TR 専用ディスプレイ

交換時期の目安は約 1 ヵ月です

エアコン吸気口の大きさに合わせてカット
天井埋込型・天井吊下げ型・壁掛け型・床置き型
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エアコンフィルター N57

エアコンフィルター N114

フィルターサイズ：570×570mm（2枚入り）
取り付けシール：10×20mm（8枚入り）

フィルターサイズ：570×1140mm（2枚入り）
取り付けシール：10×20mm（8枚入り）

梱 入 数 60 コ

梱 入 数 30 コ

個装サイズ W330×D20×H290mm/100g

個装サイズ W320×D20×H290mm/180g

梱箱サイズ W320×D620×H310mm/6.7kg

梱箱サイズ W320×D620×H310mm/6.0kg

JAN コード 4971605050720

JAN コード 4971605050713

希望小売価格：オープン価格

希望小売価格：オープン価格

品番：60022 Ｗ290×Ｄ200×Ｈ280㎜（本体含む285㎜）

品番：60024 Ｗ250×Ｄ285×Ｈ320㎜（最大W500㎜）

※数量に限りがあります。 ※予告なく仕様を変更することがありますのでご了承ください。
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JAN コードリスト
品番：NTG-2091

品番：CQS-2048

アクアタップ A

N-tap S ハーブグリーン

浄水器

P5

ロカシャワー MX

品番：CQTO-2073

品番：RSHP-3044

N-tap アイボリー
品番：NTI-2092

クリピーレ ポット型浄水器 カートリッジ
（3 個入り）品番：RETC3-3056

品番：REN5SW-3076

ウォーターチェッカー

クリピーレＮＸ５ グレー

品番：WC-811

品番：REN5GR-3075

クリピーレ NX5 交換用カートリッジ
（2 個入り）品番：REN52C-3065

携帯用浄水ボトル
ピュアウォーター レッド
品番：JBR-3067

携帯用浄水ボトル
ピュアウォーター ブルー
品番：JBR-3068

P8

品番：NTP-2090

携帯用浄水ボトル
ピュアウォーター ピンク
品番：JBR-3069

ドライヤークリップ N ブラック

エアコンフィルター N114

品番：DCLN‐5059

品番：ＡＩＣＦ−５０７１

ドライヤークリップ F

品番：SJSW‐1529

品番：DCLF-6047

ドライヤーホルダー

シャワージョイントストップタイプ

品番：HDH-0888

品番：SJSG -1530

取り付け可能水栓一覧
クリペット F レッド
品番：CFB-109

品 名

クリペット F ブルー
品番：CFB-144

クリペット F ホワイト
品番：CFB-138

クリソフト U レッド
品番：KFU-181

自在水栓
17.5 ㎜

19 ㎜

アクアタップ S

●

●

●

アクアタップ A

●

●

●

アクアタップ J

●

OP

●

アクアタップ A2

●

OP

●

アクアタップ ネオ

●

アクアタップ スイング

●

OP

●

アクアタップ トルマリン

●

●

●

●

アクアタップ トルマリンシャワー

●

●

●

●

アクアタップ CS

●

●

●

アクアタップ CL

●

●

●

アクアタップ備長炭

●

●

●

●

●

●

●

●

●

品番：KFU-182

外ネジ式

内ネジ式

自在水栓〈先のふくらんだタイプ〉

16㎜
17.5㎜
19㎜

●

泡沫水栓〈外ネジ式〉

ヤンマー製

外ネジ径
22㎜

N-tap

OP

●

●

N-tap Shower

OP

●

●

ロカシャワー CP首振りタイプ

クリソフト U ブルー

取り付けできる水栓

泡沫水栓

16㎜

アクアタップ備長炭シャワー

グローエ製

泡沫水栓〈内ネジ式〉

●

ロカシャワー CP

●

OP

OP

●

OP

ロカシャワー MX

●

OP

●

●

OP

ロカシャワー SC

●

OP

●

ロカシャワー HP

●

OP

●

●

OP

●

●

クリピーレ NX5 グレー

●

OP

OP

●

●

クリアビオ 20KDW

●

OP

●

●

OP

クリシャワースイング /DX

●

●

●

●

伸びるクリシャワー

●

●

●

節水クリシャワー

●

OP

OP

NEW クリシャワー

●

●

●

クリシャワープロ /DX

●

OP

クリシャワープロ首振りタイプ /DX

●

クリアタップ
クリペット F
クリソフト U

クリピーレ NX5 首振り

品番：SFN-1569

品番：SFSU-1564

品番：ＡＩＣＦ−５０７２

品番：NCJ-127

伸びるクリシャワー

節水クリシャワー

エアコンフィルター N57

P15

クリアタップ クリスタルグリーン

ろ過蛇口

N-tap ローズピンク

品番：DCLNW‐5060

シャワージョイント 首振りタイプ

P13

品番：HIH-0889

ドライヤークリップ N ホワイト

P14

品番：KH-5070

品番：KH-5067

品番：SFSWD-1562

品番：SFSWW-1563

タオルハンガー

キッチンペーパーラックＶ

クリシャワースイング DX

クリシャワースイング

キッチンペーパーホルダー

ヘアアイロンホルダー

品番：SJK‐1528

品番：KH-5069

品番：KH-5066

シャワー蛇口

P4

クリピーレＮＸ５ 首振りタイプ

リッドホルダー

キッチンペーパー＆ラップホルダー

業務用節水シャワー クリシャワー プロ
〈首振りタイプ〉品番：SFPKW-1568

P10

携帯用あたためキット
（L）

品番：KH-5065

浄水器

品番：CQBIS-2082

P6

シャワー蛇口

アクアタップ備長炭シャワー２P

クリピーレ ポット型浄水器 カートリッジ
（1個入り）品番：RETC1-3055

P12

シャワージョイント 吸盤タイプ

品番：KH-5068

品番：KAKL-5062

浄水蛇口

ロカシャワー HP

品番：CQCS-2044

品番：CQBIS-2080

品番：RETRW-3053

品番：RSSC-3049

アクアタップ CS

アクアタップ備長炭シャワー

クリピーレ TR ホワイト

ロカシャワー SC

品番：CQTOS-2075

品番：CQBI-2078

クリアビオ交換用カートリッジ
KU-200C

品番：RSMX-3057

アクアタップ トルマリン シャワー

アクアタップ備長炭

クリアビオ 22AUSS

キッチンペーパーラックＨ

品番：KAKM-5061

業務用節水シャワー クリシャワー プロ DX
〈首振りタイプ〉品番：SFPKD-1567

クリアビオ 20KDW

クリアビオ交換用カートリッジ
KO-200C

品番：RSCPSW-3061

携帯用あたためキット
（M）

P11

業務用節水シャワー クリシャワー プロ DX
品番：SFPD-1565

業務用節水シャワー クリシャワープロ
品番：SFPW-1566

ろ過蛇口

アクアタップ トルマリン

品番：CQCL-2042

ロカシャワー CP〈首振りタイプ〉

品番：RSCP-3059

品番：CQSW-2077

アクアタップ CL

P7

ロカシャワー CP

アクアタップ スイング

P9

品番：JBR-3072

品番：NTSG-2094

品番：CQA2-2071

品番：SFR-1525

ピュアウォーター用
カートリッジ 2 個入り

品番：NTSP-2093

アクアタップ A2

P3

品番：JBR-3071

N-tap S ローズピンク

品番：CQJ-2006

品番：CQN-235

携帯用浄水ボトル
ピュアウォーター イエローグリーン

品番：NTSI-2095

アクアタップ J

NEW クリシャワー

品番：JBR-3070

N-tap S アイボリー

品番：CQA-2040

アクアタップ ネオ

携帯用浄水ボトル
ピュアウォーター エメラルドグリーン

N-tap ハーブグリーン

アクアタップ S

生活用品

浄水蛇口

P2

●

OP

●

●

OP

OP

●

●

OP

●

●

●

●

●

●

●

※

●

●

●

※

OP：オプション部品で取り付けられます。※外径 22mm までの一部の泡沫水栓に対応しています。

TOTO・グローエ・KVK 製で
内ネジ式泡沫水栓

×

KVK 製

グローエ製

取り付けできない水栓

水栓先端の出水口サイズが
15㎜以下のもの

15 ㎜以下

水栓の口径が
25㎜以上のもの

限定仕様水栓など
特殊なものや変形したもの

25㎜以上

泡沫水栓のネジ口径が
22㎜以外のもの

シャワー付水栓

先端が角型

先端がだ円型

センサー付水栓

22㎜以外

※表示価格には消費税は含まれていません。 ※製品仕様、梱包仕様、
および価格は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、
ご了承ください。 ※商品の色は印刷の関係で実物と若干異なる場合があります。
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