ロンクリーン

オプション部品（トイレ関係）
BZ-19310

排気扇

BZ-19320

排気扇

便槽内のガスを電動ファン 接続パイプφ84 〜 114
で抜く。約 8W( ワット )
(φ76φ80φ106 共用 )

¥7,500（税抜）

AZ-12300

共通水中ヒーター

¥8,000（税抜）

AZ-12296

管ヒーター

AY-09343

改造用ソケット

AY-09066

無臭用接続フランジ

大口径 (180 ～ 200) から 大口径 (150 ～ 220) から
小 口 径 (VU-100) に 修 正 小 口 径 (VU-100) に 修 正
する。
する。

¥5,000（税抜）

AZ-12321

エアーフラッシュ用

¥7,000（税抜）

AZ-12322

寒 エアーフラッシュ用
○

CZ-07013

DXA 用消臭剤

CZ-08023

DXAK 用ファンのみ
（壁抜用）
UP92B10

¥4,000（税抜）

AZ-04435

止水バルブ

CZ-07017

DXA 用ファンのみ
（床抜用）

¥9,000（税抜）

AZ-04430

洗浄ノズル

AY-91101
AY-93101
AY-92101
AY-92701
AY-90201
AY-90213（水抜型） AY-91203（水抜型） AY-93203（水抜型） AY-92203（水抜型） AY-92803（水抜型）

洗浄ノズルセット

DX 用洗浄ノズルセット

便器の落ちにくいところに （カラン型）
DX 関係の便器用の掃除用
ついた汚れを落とす掃除用 カランと洗浄ノズルのセット。 具。
具。（2 次 給 水につきカラ
ンやバルブが必要）
¥19,000（税抜）
¥15,000（税抜）
¥10,500（税抜） 水抜型 ¥18,000（税抜） 水抜型 ¥22,000（税抜）

AZ-03721

エアーフラッシュ

AZ-03743

寒 エアーフラッシュ
○

AZ-03711

エアーフラッシュセット

空気ダンパーを利用したフ 空気ダンパーを利用したフ エアーフラッシュとバキュー
ラッシュバルブ。
ラッシュバルブ。水抜ネジ ムブレーカーとのセット。
付き。
（悪戯防止タイプはご
指定下さい。同価格です。
）
¥18,000（税抜）
¥20,000（税抜）
¥20,000（税抜）

LR-570 用水洗化キット
標準

防寒

CZ-61000

CZ-61050

AZ-02610

色指定して下さい。
末尾 6：オフホワイト
末尾 7：ブルーグレー
末尾 8：ピンク
¥3,600（税抜）

AZ-02601

金属製ハンドルセット

不特定多数でご使用の場合
DX 関係の便器用の床配管
LJ760・LJ777 の MC 付き （ 現 行 機 種 以 外 にはご 対
応しておりません）
用の掃除用具。
便器の掃除用具。
¥21,000（税抜）
¥19,000（税抜）
¥22,000（税抜）
¥3,600（税抜）
水抜型 ¥22,000（税抜） 水抜型 ¥24,000（税抜） 水抜型 ¥25,000（税抜）

AZ-03733

AZ-03705

寒 エアーフラッシュセット バキュームブレーカー
○

AZ-03751

AZ-03765

エアーフラッシュ用

エアーフラッシュ用

AY-09001

AY-09284

エアーフラッシュとバキューム エアーフラッシュ・フラッ プッシュボタンセット
起動弁＆キャップセット
ブレーカーとのセット。水抜ネ シュバルブ 等の逆流防止
ジ付き。( 悪戯防止タイプは 用。
ご指定下さい。同価格です。
）
¥22,000（税抜）
¥3,000（税抜）
¥3,500（税抜）
¥3,300（税抜）

水タンクフタ固定金具

370 用セット品

DY-17501（普通型） DY-17511（普通型）
DY-17503（寒冷地） DY-17513（寒冷地）

１. フロートバルブ
２. LR570 水洗用ノズル
３. LR570 水洗用アタッチメ
ント
４. オーバーフロー穴ふさぎ
5. 補給水管
6. LR 用水洗トラップセット

１. フロートバルブ
１. 小便フラッシュバルブ
２. LR570 水洗用ノズル
セット
３. LR570 水洗用アタッチメ ２.170 用噴射ノズルセット
ント
３.170 用水洗トラップ
４. オーバーフロー穴ふさぎ
5. 補給水管
6. LR 用水洗トラップセット
（ヒータ付）

※色をご指定ください。

※色をご指定ください。

¥27,000（税抜）

DX 床配管用洗浄ノズル LJ 用洗浄ノズルセット
760MC 付洗浄ノズル
LJ 関係の便器の掃除用具。 セット
セット

小便器用水洗化改造キット
170 用セット品

¥9,000（税抜）

DXP-5070 用止水バルブ DX 用ハンドルセット

ロータンク内の水の凍結を φ32 用の洗浄管内の水の 保温ヒーター
水タンク内の水を止める。 プラスチックロータンク内
保温ヒーター
防止する。
凍結を防止する。
の水を止める。クサリ、フッ
寒 エアーフラッシュ内の水 クサリ、フック付きの弁。
エアーフラッシュ内の水の ○
ク付きの弁。
（DXP-5000、
凍結を防止する。
の凍結を防止する。
DXP-5060）
¥9,000（税抜）
¥11,000（税抜）
¥3,400（税抜）
¥3,000（税抜）
¥9,000（税抜）
¥9,000（税抜）

AY-90101

UP92LB10

（普）¥18,000（税抜）
¥38,000（税抜） （寒）¥20,000（税抜）

１. 小便フラッシュバルブ
セット
２.370 用噴射ノズルセット
３.370 用水洗トラップ

悪戯防止用にご使用下さい。
DX-260 用
¥17,000（税抜）アップ。
DX-570 用（LR-570 用）
¥19,000（税抜）アップ。
上記機種、手洗いなしのタ
イプ、オフホワイトのみ使
（普）¥20,000（税抜） 用できます。
（納期：約 2
（寒）¥22,000（税抜） ～ 3 週間）

ロート用掃除棒

新立型自在水栓

便器排便口の便皿裏側に 手洗いをカラン式に変更出
付着した尿石、汚物等を掃 来ます。
除する専用ブラシ
※別途、
手洗なしボールタッ
プが必要です。
止 水栓からの接続は市
販のフレキを使用してく
ださい。
¥1,600（税抜）
¥11,400（税抜）
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