Water Faucet Pillar

▲

蛇口
P192

▲

ガーデンパン
P190

LOG

FRP

ユナイト ログ

本体 SC-UNITE-LOG-KH（水栓柱）
・GPT-UNITE-LOG-WH（ガーデンパン）/ 蛇口（横水栓十字ハンドル）

木をモチーフに象 徴 的な表 現に。
木のディテールではなく、
あえてすっきりとしたデザインに。
オブジェのようなたたずまいは、
さまざまなガーデンにしっくりとなじみます。

170

取扱説明書・製品図はこちらから ▶トーシンコーポレーションWEBサイト ＞ エクステリア ＞ 取扱説明書・製品図

W a t e r
F a u c e t
P i l l e r

SC-UNITE-LOG-WH

SC-UNITE-LOG-GR

（ホワイト）

（グレー）

本体

本体

・水栓柱 UNITE ログ

オプション
・蛇口（横水栓十字ハンドル）
P192 JA-K13-ME

¥7,600（税抜）

・ガーデンパン（UNITE ログ）
P190 GPT-UNITE-LOG-WH

¥23,200（税抜）

掲載商品セット価格

水栓柱

W500 x H1100（全高1300）x D160mm
4kg（本体のみ）
FRP（ガラス繊維強化プラスチック）製
アクリルウレタン樹脂塗装
※□□には本体の色品番が入ります。
WH（ホワイト）、KH（カーキ）、GR（グレー）
※全製品自社空圧試験済

ガーデンパン

WH（ホワイト）

寒冷地不可

GR（グレー）

¥12,900（税抜）

・ガーデンパン（UNITE ログ）
P190 GPT-UNITE-LOG-WH

¥23,200（税抜）

KH（カーキ）

¥142,100（税抜）

UNITE ログ

GPT-UNITE-LOG-WH
本体価格 ¥23,200（税抜）

標準色

¥106,000（税抜）

オプション
・蛇口（二口横水栓MIX）
P192 JA-FBD13-HIB-DB

掲載商品セット価格

¥136,800（税抜）

UNITE ログ

SC-UNITE-LOG-□□
本体価格 ¥106,000（税抜）

・水栓柱 UNITE ログ

¥106,000（税抜）

W545 x H80 x D360mm 12kg
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
アクリルウレタン樹脂塗装
付属品 排水用目皿・ゴム栓
※樹脂製の排水口がついています。
※水を溜める仕様にはなっておりません。

標準色

ガーデンパン

P 190
蛇口

P 192
WH（ホワイト）

※ゴム栓の使用は、下水道条例のガイドラインに準じております。
詳細はP191に記載しております。
※免責事項については、P213 をご参照ください。

※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。
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TORRE

GRC

ユナイト トーレ

本体 SC-UNITE-TORRE-KH（水栓柱）
・GPT-UNITE-LOG-WH（ガーデンパン）/ 蛇口（横水栓十字ハンドル）

さりげないアースカラーもラインナップ。
TORREとは、
イタリア語で塔という意味。
モニュメントを意識したすっきりとしたデザインは、
さまざまな空間にフィットします。
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SC-UNITE-TORRE-WH

SC-UNITE-TORRE-GR

（ホワイト）

本体

本体

・水栓柱 UNITE トーレ

¥31,600（税抜）

・水栓柱 UNITE トーレ

オプション
・蛇口（コスタ）
P192 JA-GRH-COSTA-S

¥13,000（税抜）

オプション
・蛇口（横水栓十字ハンドル）
P192 JA-K13-ME

・ガーデンパン（UNITE ログ）
P190 GPT-UNITE-LOG-WH

¥23,200（税抜）

・ガーデンパン（UNITE ログ）
P190 GPT-UNITE-LOG-WH

掲載商品セット価格

水栓柱

SC-UNITE-TORRE-BK

（グレー）

¥67,800（税抜）

掲載商品セット価格

（ブラック）

本体

¥31,600（税抜）
¥7,600（税抜）
¥23,200（税抜）
¥62,400（税抜）

・水栓柱 UNITE トーレ

オプション
・蛇口（モーブ）
P192 JA-MAUVE

¥31,600（税抜）
¥8,700（税抜）

・ガーデンパン（ピッコロステン30） ¥22,600（税抜）
P190 GPT-SUS30-PIC
掲載商品セット価格

¥62,900（税抜）

UNITE トーレ

SC-UNITE-TORRE-□□
本体価格 ¥31,600（税抜）
W110 x H1050（全高1328）x D115.5mm
15kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
アクリルシリコン樹脂塗装
※□□には本体の色品番が入ります。
WH（ホワイト）、KH（カーキ）、GR（グレー）、
BK（ブラック）
※全製品自社空圧試験済

ガーデンパン

標準色

P 190
蛇口

P 192
WH（ホワイト）

KH（カーキ）

GR（グレー）

BK（ブラック）

寒冷地不可

※ゴム栓の使用は、下水道条例のガイドラインに準じております。
詳細はP191に記載しております。
※免責事項については、P213をご参照ください。
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TI-LA

GRC

アン ティーラ

本体 SC-UN-TLS-WH / オプション（ウッドトレイ）/ 蛇口（胴長横水栓スミレハンドル）

飾る楽しさをデザインしました。
鉢植えを置いたり、
シャベルなどを吊り下げたり、
飾る楽しさがある立水栓。
ウッドフェンス調なので目隠しやパーティションにも。
腐食しにくいアセチル化木材を使用。
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W a t e r
F a u c e t
P i l l e r

高機能「アセチル化木材」

オプションでトレイを

・高い耐朽性能

好きな位置に

・優れた寸法安定性能

掛けることができます。

・高い耐UV性能
・塗装が長持ち
・毒性がない

※積載耐荷重10kg

付属のフックは
好きな位置に
掛けることができます。

SC-UN-TLS-WH

SC-UN-TLS-IV

（ホワイト）

（アイボリー）

本体

本体

・水栓ユニット un ティーラ

¥113,200（税抜）

・水栓ユニット un ティーラ

¥113,200（税抜）

オプション
・オプション（ウッドトレイ）
P78
OP-GW-TR1

¥27,500（税抜）

オプション
・オプション（ウッドトレイ）
P78
OP-GW-TR1

¥27,500（税抜）

・蛇口（胴長横水栓スミレハンドル）
P192 JA-DN13-SE

・蛇口（横水栓十字ハンドル）
P192 JA-K13-ME

¥8,700（税抜）

・蛇口（ホース接続水栓スミレハンドル）
P193 JA-G102-SB

¥10,300（税抜）

・蛇口（シャワーホースセット）
P192 JA-SHS-M

・ガーデンパン（トレビ リビエラ）
P190 GPT-RVG-WH

¥17,000（税抜）

・蛇口（ホース接続水栓十字ハンドル）
P193 JA-G102-M

掲載商品セット価格

・ガーデンパン（トレビ マルチ）
P191 GPT-MLTGS-BG

¥176,700（税抜）

掲載商品セット価格

水栓ユニット

¥17,400（税抜）
¥7,600（税抜）
¥45,800（税抜）
¥219,100（税抜）

un ティーラ

W890 x H800（全高1050）x D119mm
65kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
複層左官材トラバーチン風仕上げ 一部吹付け仕上げ
木部：アセチル化木材
付属品 フック2個、化粧プラグ1個
※□□には本体の色品番が入ります。
WH（ホワイト）、IV（アイボリー）
※全製品自社空圧試験済

標準色

付属品

オプション

▲

SC-UN-TLS-□□
本体価格 ¥113,200（税抜）

寒冷地不可

¥7,600（税抜）

ガーデンパン

P78

P 190
146
蛇口
WH（ホワイト）

化粧プラグ

ウッドトレイ

OP-GW-TR1
価格

IV（アイボリー）

¥27,500（税抜）

un ティーラ
追加フック（2個セット）

P 192
148

OP-SC-HOK2
価格

¥5,000（税抜）

※ゴム栓の使用は、下水道条例のガイドラインに準じております。詳細はP191に記載しております。
※免責事項については、P213をご参照ください。

※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。
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FLEUR

GRC

アン フルール

本体 SC-UN-FLUS-F-BK（水栓柱）
・GPT-UN-FLUG-WH（ガーデンパン）/ 蛇口（胴長横水栓スミレハンドル）

口 紅 がモチーフのスリムなフォルム。
飾りパーツもエレガントさを演 出 。
水栓柱のトップに花模様を、
サイドに錆びにくいアルミ製の飾りをレイアウト。
オプションのホース接続水栓を付ければ、
ホースをつなげたまま使えます。
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W a t e r
F a u c e t
P i l l e r

SC-UN-FLUS-F-BK（フラワー/ブラック）
GPT-UN-FLUG-WH（ホワイト）
本体

SC-UN-FLUS-L-BK（リーフ/ブラック）
GPT-UN-FLUG-WH（ホワイト）
本体

・水栓柱 un フルール

¥42,200（税抜）
¥17,000（税抜）

・ガーデンパン un フルール
オプション
・蛇口（胴長横水栓スミレハンドル）
P192 JA-DN13-SE

¥8,700（税抜）

・蛇口（ホース接続水栓十字ハンドル）
P193 JA-G102-B

¥7,600（税抜）

掲載商品セット価格

・水栓柱 un フルール

¥42,200（税抜）
¥17,000（税抜）

・ガーデンパン un フルール
オプション
・蛇口（横水栓十字ハンドル）
P192 JA-K13-ME

¥7,600（税抜）

掲載商品セット価格

¥66,800（税抜）

¥75,500（税抜）

※ゴム栓の使用は、下水道条例のガイドラインに準じております。詳細はP191に記載しております。
※免責事項については、P213をご参照ください。

水栓柱

ガーデンパン

un フルール

un フルール

SC-UN-FLUS-○-BK
本体価格 ¥42,200（税抜）

意 匠
登録済

∅84 x H740（全高８９０）mm 7kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製/アクリルウレタン樹脂塗装
飾り：アルミ製粉体焼付塗装
※○には飾りの品番が入ります。
F（フラワー）、L（リーフ）
付属品 化粧プラグ
※全製品自社空圧試験済

GPT-UN-FLUG-WH
本体価格 ¥17,000（税抜）
∅400 x H180mm 5kg
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
アクリルウレタン樹脂塗装
付属品 排水用目皿・ゴム栓
※樹脂製の排水口がついています。
※水を溜める仕様にはなっておりません。

標準色

付属品

ガーデンパン

P 190
146
蛇口
WH（ホワイト）

化粧プラグ

P 192
148

寒冷地不可

※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。
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PEBBLE

2019 年 3月廃番

FRP

アン ペブル

ペブルストーンが
自然で素 朴な
味わいを演出。
手づくり感にあふれる
素朴でナチュラルな雰囲気と
やさしい色合いが、
かわいらしいお庭を演出。

SC-UN-PB-OP（オパール）
GPT-RVG-IV（アイボリー）
本体
・水栓柱 un ペブル
オプション
・蛇口（横水栓十字ハンドル）
P192 JA-K13-E
・ガーデンパン（トレビ リビエラ）
P190 GPT-RVG-IV
掲載商品セット価格

¥40,400（税抜）

¥6,500（税抜）
¥17,000（税抜）
¥63,900（税抜）

※ゴム栓の使用は、下水道条例のガイドラインに準じております。詳細はP191に記載しております。
※免責事項については、P213 をご参照ください。

水栓柱

un ペブル

SC-UN-PB-OP
本体価格 ¥40,400（税抜）

受注
生産

意 匠
登録済

∅110 x H690（全高860）mm 6kg（本体のみ）
FRP（ガラス繊維強化プラスチック）製
玉砂利貼
※全製品自社空圧試験済
寒冷地不可
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P 192
OP（オパール）
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POCHE

W a t e r
F a u c e t
P i l l e r

GRC

アン ポッシュ

小さなガーデンでも
緑を楽しめるように。
あたたかみのあるテラコッタ風の水栓柱は、
植栽ポットをそのまま入れられます。

SC-UN-POC-IV（アイボリー）
GPT-UN-POCG-IV（アイボリー）
本体
・水栓柱 un ポッシュ
・ガーデンパン un ポッシュ
オプション
・蛇口（横水栓十字ハンドル）
P192 JA-K13-E
掲載商品セット価格

SC-UN-POC-TC（テラコッタ）
GPT-UN-POCG-TC（テラコッタ）
本体
・水栓柱 un ポッシュ
・ガーデンパン un ポッシュ

¥30,000（税抜）
¥17,000（税抜）

オプション
・蛇口（胴長横水栓スミレハンドル）
P192 JA-DN13-SE

¥6,500（税抜）
¥53,500（税抜）

・蛇口（ホース接続水栓スミレハンドル）
P193 JA-G102-SB
掲載商品セット価格

¥30,000（税抜）
¥17,000（税抜）
¥8,700（税抜）
¥10,300（税抜）
¥66,000（税抜）

※ゴム栓の使用は、下水道条例のガイドラインに準じております。詳細はP191に記載しております。
※免責事項については、P213をご参照ください。

水栓柱

un ポッシュ

ガーデンパン

un ポッシュ

SC-UN-POC-□□
本体価格 ¥30,000（税抜）

GPT-UN-POCG-□□
本体価格 ¥17,000（税抜）

∅140 x H730（全高８8０）mm
14kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
アクリルウレタン樹脂塗装
テラコッタ風仕上げ
※□□には本体の色品番が入ります。
IV（アイボリー）、TC（テラコッタ）
付属品 化粧プラグ
※全製品自社空圧試験済

W450 x H150 x D400mm 8kg
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
アクリルウレタン樹脂塗装
※□□には本体の色品番が入ります。
IV（アイボリー）、TC（テラコッタ）
付属品 排水用目皿・ゴム栓
※樹脂製の排水口がついています。
※水を溜める仕様にはなっておりません。

寒冷地不可

標準色

付属品

ガーデンパン

P 190
蛇口
IV（アイボリー）

化粧プラグ

P 192

TC（テラコッタ）

※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。
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GENIE

GRC

アン ジーニー

素朴な印象と
シンプルなフォルムが魅力。

木目調の水栓柱、
そしてプレーンなガーデンパン。
そのシンプルさは設置場所を選びません。

SC-UN-GEN-IV（アイボリー）
GPT-RVG-IV（アイボリー）

SC-UN-GEN-WH（ホワイト）
GPT-RVG-WH（ホワイト）

本体

本体

・水栓柱 un ジーニー

・水栓柱 un ジーニー

¥30,000（税抜）

オプション
・蛇口（横水栓十字ハンドル）
P192 JA-K13-E

オプション
・蛇口（胴長横水栓スミレハンドル）
P192 JA-DN13-SE

¥6,500（税抜）

・ガーデンパン トレビ リビエラ
P190 GPT-RVG-IV
掲載商品セット価格

・ガーデンパン トレビ リビエラ
P190 GPT-RVG-WH

¥17,000（税抜）

掲載商品セット価格

¥53,500（税抜）

¥30,000（税抜）

¥8,700（税抜）
¥17,000（税抜）
¥56,700（税抜）

※ゴム栓の使用は、下水道条例のガイドラインに準じております。詳細はP191に記載しております。
※免責事項については、P213 をご参照ください。

水栓柱

un ジーニー

SC-UN-GEN-□□
本体価格 ¥30,000（税抜）
W200 x H700（全高850）x D110mm
15kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
複層左官材トラバーチン風仕上げ
木目：ウレタン製ウレタン樹脂塗装
※□□には本体の色品番が入ります。
WH（ホワイト）、IV（アイボリー）
※全製品自社空圧試験済

標準色

P 190
蛇口

P 192
WH（ホワイト）

寒冷地不可

IV（アイボリー）
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ARBLANC

W a t e r
F a u c e t
P i l l e r

2019 年 3月廃番

GRC

アン アルブラン

キッチン小 物 のような
ナチュラルな空 気 感 。
木とホウロウの小 物や

北欧家具を連想させる風合い。

撮影協力：ウィズガーデン日野店

SC-UN-ARB-PI（パイン）
GPT-UN-ARBG-PI（パイン）

SC-UN-ARB-WN（ウォールナット）
GPT-UN-ARBG-WN（ウォールナット）
本体
・水栓柱 un アルブラン
・ガーデンパン un アルブラン
オプション
・蛇口（横水栓十字ハンドル）
P192 JA-K13-ME
掲載商品セット価格

本体
・水栓柱 un アルブラン
・ガーデンパン un アルブラン

¥27,800（税抜）
¥28,600（税抜）
¥7,600（税抜）
¥64,000（税抜）

※ゴム栓の使用は、下水道条例のガイドラインに準じております。詳細はP191に記載しております。
※免責事項については、P213 をご参照ください。

水栓柱

un アルブラン

オプション
・蛇口（横水栓十字ハンドル）
P192 JA-K13-ME

¥7,600（税抜）

・蛇口（ホース接続水栓十字ハンドル）
P193 JA-G102-M

¥7,600（税抜）

・アルブラン専用フック
SC-UN-HOK

¥3,900（税抜）

掲載商品セット価格

¥75,500（税抜）

ガーデンパン

un アルブラン

SC-UN-ARB-□□
本体価格 ¥27,800（税抜）

GPT-UN-ARBG-□□
本体価格 ¥28,600（税抜）

∅84 x H740（全高890）mm
7kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
アクリルウレタン樹脂塗装
※□□には本体の色品番が入ります。
PI（パイン）、WN（ウォールナット）
付属品 化粧プラグ
※全製品自社空圧試験済

∅420 x H120mm 4kg
FRP製着色樹脂成形
アクリルウレタン樹脂塗装
※□□には本体の色品番が入ります。
PI（パイン）、WN（ウォールナット）
付属品 排水用目皿・ゴム栓
※樹脂製の排水口がついています。
※水を溜める仕様にはなっておりません。

寒冷地不可

¥27,800（税抜）
¥28,600（税抜）

標準色

付属品

専用オプション

un アルブランフック

PI（パイン）

化粧プラグ

SC-UN-HOK
本体価格 ¥3,900（税抜）
W28 x H50 x D24mm

ガーデンパン

P 190
蛇口

P 192

WN（ウォールナット）

※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。
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AEGEAN

GRC

エーゲ

自然な風 合 いの
角 形タイプ。

専用パンから自由に組み合わせ。
お庭の雰囲気にあわせてコーディネイトできます。

SC-AG-IV（アイボリー）
GPT-FLG-IV（アイボリー）
本体
・水栓柱 エーゲ

SC-AG-IV（アイボリー）
GPT-KG-IV（アイボリー）
本体
・水栓柱 エーゲ

¥23,200（税抜）

オプション
・蛇口（横水栓十字ハンドル）
P192 JA-K13-E

オプション
・蛇口（横水栓十字ハンドル）
P192 JA-K13-E

¥6,500（税抜）

・ガーデンパン（トレビ フラット） ¥18,400（税抜）
P190 GPT-FLG-I V
掲載商品セット価格

・ガーデンパン（トレビ 角）
P190 GPT-KG-I V

¥48,100（税抜）

掲載商品セット価格

¥23,200（税抜）
¥6,500（税抜）
¥17,000（税抜）
¥46,700（税抜)

※ゴム栓の使用は、下水道条例のガイドラインに準じております。詳細はP191に記載しております。
※免責事項については、P213 をご参照ください。

水栓柱

エーゲ

SC-AG-IV
本体価格 ¥23,200（税抜）
W140 x H720（全高870）x D130mm
17kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
アクリルウレタン樹脂塗装
※全製品自社空圧試験済

標準色

P 190
蛇口

P 192
IV（アイボリー）

寒冷地不可
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SAGAN

W a t e r
F a u c e t
P i l l e r

GRC

サガン

砂 岩 模 様 が 上 品な
丸 形タイプ。
お庭の雰囲気にあわせ、
専用パンをセレクト。
イメージどおりにコーディネイトできます。

SC-SAG-IV（アイボリー）
GPT-RVG-IV（アイボリー）
本体
・水栓柱 サガン
オプション
・蛇口（横水栓十字ハンドル）
P192 JA-K13-E

¥23,200（税抜）
¥6,500（税抜）

・ガーデンパン（トレビ リビエラ）¥17,000（税抜）
P190 GPT-RVG-I V
掲載商品セット価格

¥46,700（税抜）

SC-SAG-IV（アイボリー）
GPT-MG-IV（アイボリー）
本体
・水栓柱 サガン

¥23,200（税抜）

オプション
・蛇口（横水栓十字ハンドル） ¥6,500（税抜）
P192 JA-K13-E
・ガーデンパン（トレビ 丸）
P190 GPT-MG-IV
掲載商品セット価格

¥17,000（税抜）
¥46,700（税抜）

※ゴム栓の使用は、下水道条例のガイドラインに準じております。詳細はP191に記載しております。
※免責事項については、P213をご参照ください。

水栓柱

サガン

SC-SAG-IV
本体価格 ¥23,200（税抜）
∅110 x H720（全高870）mm
10kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
アクリルウレタン樹脂塗装
※全製品自社空圧試験済

標準色

ガーデンパン

P 190
蛇口

P 192
IV（アイボリー）

寒冷地不可

※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。
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URBAN

GRC

アーバンⅡ

お庭にうるおいを。
草木がおりなすやすらぎのガーデニング空間を飾る
ハイセンスな水栓柱。
明るいホワイトの色調が緑によく映えます。

SC-UB2M-WH（ホワイト）
GPT-UBMG-WH（ホワイト）
本体
・水栓柱 アーバンⅡ（1口タイプ）
・ガーデンパン トレビ アーバン
オプション
・蛇口（横水栓十字ハンドル）
P192 JA-K13-ME

SC-WUB2M-WH（ホワイト）
GPT-UBMG-WH（ホワイト）
本体
・水栓柱 アーバンⅡ（2口タイプ）
・ガーデンパン トレビ アーバン

¥23,200（税抜）
¥18,800（税抜）
¥7,600（税抜）

掲載商品セット価格

¥49,600（税抜）

¥27,800（税抜）
¥18,800（税抜）

オプション
・蛇口（横水栓十字ハンドル）
P192 JA-K13-ME

¥7,600（税抜）

・蛇口（ホース接続水栓十字ハンドル）
P193 JA-G102-M

¥7,600（税抜）

掲載商品セット価格

¥61,800（税抜）

※ゴム栓の使用は、下水道条例のガイドラインに準じております。詳細はP191に記載しております。
※免責事項については、P213をご参照ください。

水栓柱

ガーデンパン

アーバンⅡ

SC-UB2M-WH（1口タイプ）
本体価格 ¥23,200（税抜）
W110 x H700（全高870）x D110mm

トレビ アーバン
意 匠
登録済
9kg（本体のみ）

SC-WUB2M-WH（2口タイプ）
本体価格 ¥27,800（税抜）
W110 x H700（全高870）x D110mm 9.5kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製/アクリルウレタン樹脂塗装
付属品 化粧プラグ
（2口タイプのみ）
※全製品自社空圧試験済

GPT-UBMG-WH
本体価格 ¥18,800（税抜）
W500 x H130 x D400mm 11kg
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
アクリルウレタン樹脂塗装
付属品 排水用目皿・ゴム栓
※樹脂製の排水口がついています。
※水を溜める仕様にはなっておりません。

寒冷地不可
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標準色

付属品

ガーデンパン

P 190
蛇口
WH（ホワイト）

化粧プラグ
※2口タイプのみ

P 192

URBAN WOOD

W a t e r
F a u c e t
P i l l e r

GRC

アーバンウッド

お庭にぬくもりを。

シックなブラウンの木目が印象的なトラッドタイプ。
植物のあるガーデンシーンによく映えます。

撮影協力：スペースガーデニング さいたま店

SC-WW-BC（バーチ）
GPT-WG-BC（バーチ）
本体
・水栓柱 アーバンウッド
・ガーデンパン トレビ アーバンウッド

本体
・水栓柱 アーバンウッド
・ガーデンパン トレビ アーバンウッド

¥32,400（税抜）
¥23,800（税抜）

オプション
・蛇口（横水栓十字ハンドル）
P192 JA-K13-E

¥6,500（税抜）

・蛇口（ホース接続水栓十字ハンドル）
P193 JA-G102-B

¥7,600（税抜）

掲載商品セット価格

SC-WW-DS（ダークセピア）
GPT-WG-DS（ダークセピア）

オプション
・蛇口（横水栓十字ハンドル）
P192 JA-K13-E
掲載商品セット価格

¥32,400（税抜）
¥23,800（税抜）
¥6,500（税抜）
¥62,700（税抜）

¥70,300（税抜）
※ゴム栓の使用は、下水道条例のガイドラインに準じております。詳細はP191に記載しております。
※免責事項については、P213をご参照ください。

水栓柱

アーバンウッド

SC-WW-□□
本体価格 ¥32,400（税抜）

意 匠
登録済

W110 x H700（全高870）x D110mm
11kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
アクリルウレタン樹脂塗装
※□□には本体の色品番が入ります。
BC（バーチ）、DS（ダークセピア）
※2口タイプとなります。
付属品 化粧プラグ
※全製品自社空圧試験済
寒冷地不可

ガーデンパン

トレビ アーバンウッド
GPT-WG-□□
本体価格 ¥23,800（税抜）
W500 x H130 x D400mm 11kg
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
アクリルウレタン樹脂塗装
※□□には本体の色品番が入ります。
BC（バーチ）、DS（ダークセピア）
付属品 排水用目皿・ゴム栓
※樹脂製の排水口がついています。
※水を溜める仕様にはなっておりません。

標準色

付属品

ガーデンパン

P 190
蛇口
BC（パーチ）

化粧プラグ

P 192

DS（ダークセピア）

※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。
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VOGUE

GRC

ヴォーグ

ガーデンをスタイリッシュに演 出 。
ガーデンを楽しく演出する、
多彩なカラーバリエーション。
シンプルでスマートなフォルムなので違和感なく設置できます。

SC-VG4-WH（ブラック/ホワイト）
GPT-NVGG-BK（ブラック）
本体
・水栓柱 ヴォーグ
・ガーデンパン NEW ヴォーグ
オプション
・蛇口（モーヴ）
P192 JA-MAUVE
掲載商品セット価格

SC-VG3-BR（ホワイト/ブラウン）
GPT-NVGG-WH（ホワイト）
本体
・水栓柱 ヴォーグ
・ガーデンパン NEW ヴォーグ

¥33,600（税抜）
¥22,600（税抜）

¥33,600（税抜）
¥22,600（税抜）

オプション
・蛇口（モーヴ）
P192 JA-MAUVE

¥8,700（税抜）

¥8,700（税抜）

掲載商品セット価格

¥64,900（税抜）

SC-VG4-SVM（ブラック/シルバー）
GPT-NVGG-BK（ブラック）

¥64,900（税抜）

本体
・水栓柱 ヴォーグ
・ガーデンパン NEW ヴォーグ
オプション
・蛇口（モーヴ）
P192 JA-MAUVE
掲載商品セット価格

¥33,600（税抜）
¥22,600（税抜）
¥8,700（税抜）
¥64,900（税抜）

※ゴム栓の使用は、下水道条例のガイドラインに準じております。詳細はP191に記載しております。
※免責事項については、P213 をご参照ください。

水栓柱

ヴォーグ

SC-VG3-□□ （本体:ホワイト）
SC-VG4-□□ （本体:ブラック）
本体価格 ¥33,600（税抜）
W130 x H680（全高830）x D75mm 11kg（本体のみ）
GRC（ガラス繊維強化セメント）製/アクリルウレタン樹脂塗装
パネル:FRP（ガラス繊維強化プラスチック）製
着色樹脂成形（シルバーのみアクリルウレタン樹脂塗装）
※□□にはパネルの色品番が入ります。
WH（ホワイト）、BR（ブラウン）、RD(レッド）、SV（シルバー）
※全製品自社空圧試験済

ガーデンパン

NEW ヴォーグ
GPT-NVGG-□□
本体価格 ¥22,600（税抜）
W470 x H100 x D455mm 2.3kg
FRP（ガラス繊維強化プラスチック）製
着色樹脂成形
※□□には本体の色品番が入ります。
WH（ホワイト）、BK(ブラック）
付属品 ゴム栓
※水を溜める仕様にはなっておりません。

標準色（本体）

標準色（ガーデンパン）

P 190
VG3（ホワイト） VG4（ブラック）
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WH（ホワイト）

BK（ブラック）
WH（ホワイト）

蛇口

P 192

標準色（パネル）

RD（レッド）

寒冷地不可

※水栓柱・ガーデンパンには、それぞれ2ヶ所の固定用の穴があります。

ガーデンパン

SVM（シルバー） BR（ブラウン）

TACT

アルミ

W a t e r
F a u c e t
P i l l e r

寒冷地用
不凍水栓柱

タクト

寒冷地向けの水栓柱が
スタイルアップしました。
本体上部が360°
自在回転。
取り回しが便利です。

WH
BR
GN
（ホワイト） （ブラウン） （グリーン）

RD
（レッド）

本体
・水栓柱 タクト100

BK
SUS
（ブラック） （ステンレス）

¥46,200（税抜）

オプション
・蛇口（二口横水栓MIX）
P192 JA-FBD13-HIM-DB
掲載商品セット価格

¥12,900（税抜）
¥59,100（税抜）

高い信頼性

凍結対策

弁 構 造は信 頼 性 の 高 い 正 弁タイプで す。 製品内部が凍結してしまった場合でも、ハン
金 属とゴムを一体成形したため、まくれて ドルを外して製品内部にぬるま湯を注ぐこ
切れてしまうこともありません。
とで、 解氷することができます。

優れたメンテナンス性

吸気機構装備

水内部一式を抜き上げることができるるため、
修理が容易です。

水抜き時にのみ作動する吸気機構を標準装
備しました。操作ミスによる凍結事故を防止
します。

優れた耐食性
水道水と接する部分には、 耐腐食性に優れ
た砲金及び、 ステンレス鋼（SUS304）を
使用しています。

水栓柱

タクト100

水栓柱

タクト120

SC-TAC120-□□
本体価格 ¥52,000（税抜）

∅60 x H707（全高1107）mm
4kg（本体のみ）
外装管：耐食アルミ柱/ウレタン塗装
揚水管：中シャフト/ステンレス
※□□には本体の色品番が入ります。
WH（ホワイト）、BR（ブラウン）
GN（グリーン）、RD（レッド）
BK（ブラック）、SUS（ステンレス）
※全製品自社水圧試験済

∅60 x H707（全高1307）mm
4.5kg（本体のみ）
外装管：耐食アルミ柱/ウレタン塗装
揚水管：中シャフト/ステンレス
※□□には本体の色品番が入ります。
WH（ホワイト）、BR（ブラウン）
GN（グリーン）、RD（レッド）
BK（ブラック）、SUS（ステンレス）
※全製品自社水圧試験済

寒冷地用不凍水栓柱

寒冷地用不凍水栓柱

本体
・水栓柱 タクト 100
オプション
・蛇口（モーヴ）
P192 JA-MAUVE
・ガーデンパン（ピッコロステン30）
P190 GPT-SUS30-PIC
掲載商品セット価格

JV10（一社）日本バルブ工業会規格品
（社）日本水道協会品質認証センター
認証登録番号 特C-10（13mm）
※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異な
る場合があります。

SC-TAC100-□□
本体価格 ¥46,200（税抜）

SC-TAC100-GN（グリーン）
GPT-SUS30-PIC
¥46,200（税抜）
¥8,700（税抜）
¥22,600（税抜）
¥77,500（税抜）

※ゴム栓の使用は、下水道条例のガイドラインに準じております。詳細はP191に記載しております。
※免責事項については、P213をご参照ください。

本体上部が
360°
自在回転。
吐水口が360 度自由に回転します。
お庭や、広い場所での使用のほか、
狭小住宅でのご使用でも取り回しが
便利です。

ガーデンパン

P 190
蛇口

P 192

※設置する場所の凍結深度を必ずご確認の上、100または120の選定をしてください。
※凍結深度、設置条件、使用条件などをご確認の上、製品をご注文ください。

※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。
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COLUMN

アルミ
コルム

ガーデンを彩るのに、
飾りはいらない。
シンプルでスマートなフォルムで

多彩なカラーバリエーションは、
ガーデンを楽しく演出する。

SC-CM11-WH
（ホワイト）

本体
・水栓柱 コルム

本体
・水栓柱 コルム

¥27,200（税抜）

オプション
・蛇口（モーヴ）
P192 JA-MAUVE

オプション
・蛇口（モーヴ）
P192 JA-MAUVE

¥8,700（税抜）

掲載商品セット価格

・ガーデンパン（un フルール）
P191 GPT-UN-FLUG-WH

¥35,900（税抜）

掲載商品セット価格

¥27,200（税抜）
¥8,700（税抜）
¥17,000（税抜）
¥52,900（税抜）

※ゴム栓の使用は、下水道条例のガイドラインに準じております。詳細はP191に記載しております。
※免責事項については、P213をご参照ください。

水栓柱

コルム
SC-CM11-□□
本体価格 ¥27,200（税抜）
∅60 x H900（全高1100）mm 1.3kg（本体のみ）
外装管：アルミ製/アクリルウレタン樹脂塗装
（ステンカラーのみアルマイト処理）
給水管：HIVP13
トップキャップ：ABS樹脂製クロムメッキ
※□□には本体の色品番が入ります。
※全製品自社空圧試験済

ガーデンパン

標準色

P 190
蛇口

P 192
WH（ホワイト） SUS（ステンカラー）

RD（レッド）

GN（グリーン） BR（ブラウン）

BK（ブラック）

寒冷地不可

188

（公社）日本水道協会品質認証センター

取扱説明書・製品図はこちらから ▶トーシンコーポレーションWEBサイト ＞ エクステリア ＞ 取扱説明書・製品図

認証登録番号J-58 形式 / 略号SC-CM-13

COLUMN RUSTY

アルミ

W a t e r
F a u c e t
P i l l e r

コルムラスティ

時間の流れを感じさせる
エイジングを表現。
風合いを大切にした味わいのある
ガーデンにおすすめです。

SC-CM11-F-DB

SC-CM11-F-LB

（ダークブラウン）

（ライトブラウン）

本体
・水栓柱 コルムラスティ

¥29,000（税抜）

オプション
・蛇口（コスタ）
P192 JA-GRH-COSTA
掲載商品セット価格

本体
・水栓柱 コルムラスティ

¥29,000（税抜）

¥10,700（税抜）

オプション
・蛇口（コスタ）
P192 JA-GRH-COSTA

¥10,700（税抜）

¥39,700（税抜）

・ガーデンパン（ピッコロステン30）
P190 GPT-SUS30-PIC

¥22,600（税抜）

掲載商品セット価格

¥62,300（税抜）

※ゴム栓の使用は、下水道条例のガイドラインに準じております。詳細はP191に記載しております。
※免責事項については、P213をご参照ください。

水栓柱

コルムラスティ

SC-CM11-F-□□
本体価格 ¥29,000（税抜）
φ６2*Ｈ900（全高1100）
1.4kg（本体のみ）
外装管：アルミ製/塩ビシート貼付け
給水管：HIVP13
トップキップ：ABS 樹脂製クロムメッキ
※□□には本体の色品番が入ります。
LB（ライトブラウン）、DB（ダークブラウン）
※全製品自社空圧試験済

標準色

ガーデンパン

P 190
蛇口

P 192
LB（ライトブラウン）

寒冷地不可

DB（ダークブラウン）

※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。
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GARDENPAN

ガーデンパン

水栓柱と、
自由に組み合わせることが出来るガーデンパン。

BK（ブラック）

ガーデンパン

UNITE ログ

水栓柱

タクト +

ガーデンパン

ピッコロステン30

ガーデンパン

GPT-SUS30-PIC ステンレス
本体価格 ¥22,600（税抜）

GPT-NVGG-□□
本体価格 ¥22,600（税抜）

∅300 x H80（全高150）mm
ステンレス製
付属品 止水栓
（ゴム製）

W470 x H100 x D455mm 2.3kg
FRP（ガラス繊維強化プラスチック）製
着色樹脂成形
※□□には本体の色品番が入ります。
WH（ホワイト）、BK(ブラック）
付属品 ゴム栓

ピッコロステン30

GPT-UNITE-LOG
本体価格 ¥23,200（税抜）

GRC

W545 x H80 x D360mm 12kg
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
アクリルウレタン樹脂塗装
付属品 排水用目皿・ゴム栓
※樹脂製の排水口がついています。

WH（ホワイト）

ガーデンパン

NEW ヴォーグ

0.9kg

FRP

IV（アイボリー）
WH（ホワイト）

ガーデンパン

GPT-RVG-□□
本体価格 ¥17,000（税抜）

ガーデンパン

ガーデンパン

トレビ リビエラ
GRC

W450 x H150 x D400mm 8kg
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
アクリルウレタン樹脂塗装
※□□には本体の色品番が入ります。
WH（ホワイト）、IV（アイボリー）
付属品 排水用目皿・ゴム栓
※樹脂製の排水口がついています。

GPT-MG-IV
本体価格 ¥17,000（税抜）

GRC

GPT-KG-IV
本体価格 ¥17,000（税抜）

DS
（ダークセピア）

BC
（バーチ）

ガーデンパン

GPT-UBMG-WH
本体価格 ¥18,800（税抜）

ガーデンパン

W500 x H130 x D400mm 11kg
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
アクリルウレタン樹脂塗装
付属品 排水用目皿・ゴム栓
※樹脂製の排水口がついています。
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トレビ アーバンウッド
GRC

GPT-WG-□□
本体価格 ¥23,800（税抜）

トレビ フラット
GRC

W500 x H130 x D460mm 8kg
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
アクリルウレタン樹脂塗装
付属品 排水用目皿・ゴム栓
※樹脂製の排水口がついています。
※設置の際には蛇口からの吐水位置を現物にて
ご確認下さい。

∅480 x H130mm 8kg
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
アクリルウレタン樹脂塗装
付属品 排水用目皿・ゴム栓
※樹脂製の排水口がついています。

トレビ アーバン

ガーデンパン

トレビ 角

トレビ 丸

GRC

W500 x H130 x D400mm 11kg
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
アクリルウレタン樹脂塗装
※□□には本体の色品番が入ります。
BC（バーチ）、DS（ダークセピア）
付属品 排水用目皿・ゴム栓
※樹脂製の排水口がついています。

取扱説明書・製品図はこちらから ▶トーシンコーポレーションWEBサイト ＞ エクステリア ＞ 取扱説明書・製品図

GPT-FLG-IV
本体価格 ¥18,400（税抜）
W500 x H85 x D400mm 15kg
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
アクリルウレタン樹脂塗装
付属品 排水用目皿・ゴム栓
※樹脂製の排水口がついています。

GRC

IV（アイボリー）

ガーデンパン

BG
（ベージュ）

トレビ マルチ
GPT-MLTGS-□□
本体価格 ¥45,800（税抜）

ガーデンパン

本体：W850×H60xD450mm 19kg
すのこ：W580×H24×D357mm 1.5kg
本体：GRC製/アクリルシリコン樹脂塗装
すのこ：高熱乾燥木材
※□□には本体の色品番が入ります。
WH（ホワイト）、BG（ベージュ）
付属品 排水用目皿・ゴム栓
※樹脂製の排水口がついています。

GPT-UN-FLUG-WH
本体価格 ¥17,000（税抜）

PI（パイン）

ガーデンパン

ガーデンパン

un フルール

GRC

un ポッシュ

GRC

∅400 x H180mm 5kg
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
アクリルウレタン樹脂塗装
付属品 排水用目皿・ゴム栓
※樹脂製の排水口がついています。

GPT-UN-POCG-□□
本体価格 ¥17,000（税抜）

GRC

GN（緑）

FRP

ガーデンパン

信楽40

陶器

W450 x H125 x D430mm 8kg
陶器
※□□には本体の色番号が入ります。
BU（藍）、GN（緑）、BR（渦茶）
付属品 ゴム栓
※手作りのため、寸法誤差、色幅があります。

寒冷地
不可

GPT-UN-ARBG-□□
¥28,600（税抜）

本体価格

∅420 x H120mm 4kg
FRP製着色樹脂成形
アクリルウレタン樹脂塗装
※□□には本体の色品番が入ります。
PI（パイン）、WN（ウォールナット）
付属品 排水用目皿・ゴム栓
※樹脂製の排水口がついています。

W450 x H150 x D400mm 8kg
GRC（ガラス繊維強化セメント）製
アクリルウレタン樹脂塗装
※□□には本体の色品番が入ります。
IV（アイボリー）、TC（テラコッタ）
付属品 排水用目皿・ゴム栓
※樹脂製の排水口がついています。

信楽45
GPS-45-□□
本体価格 ¥24,800（税抜）

2019 年 3月廃番

un アルブラン

ガーデンパン

BU（藍）

WN（ウォールナット）

TC（テラコッタ）

WH
（ホワイト）

WH（白）

YE（黄）

GPS-40-□□
本体価格 ¥22,800（税抜）

陶器

W430 x H120 x D400mm 6kg
陶器
※□□には本体の色番号が入ります。
WH（白）、YE（黄）
付属品 ゴム栓
※手作りのため、寸法誤差、色幅があります。

寒冷地
不可

BR（渦茶）

ゴム栓について
※同梱されているゴム栓は水を溜める為のものではなく下水道条例のガ
イドラインに沿って雨水の流入を防ぐ為の物です。常時、水を溜めてのご
使用は避けてください。下水道条例のガイドラインに沿って降雨時には
ゴム栓をご使用ください。
※ガーデンパンは、水を溜める仕様には、なっておりません。

※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。
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FAUCET

蛇口

GROHE

蛇口

意匠性の高いトーシンの蛇口シリーズ。
GROHE 水栓は世界で認められた
品質の高い蛇口です。日本のエク
ステリア業界では当社が初めて採
用。GROHE 蛇口の最大の良さは、癒しやデザ
イン性、品質はもちろん世界中のホテルなどで
使用されている実績による信頼性です。

使用時

使用時

使用時

付属品

付属品

付属品

コスタ（メッキ）

コスタ（メッキ）

JA-GRH-COSTA
本体価格 ¥10,700（税抜）

JA-GRH-COSTA-S
本体価格 ¥13,000（税抜）

JA-GRH-COSTA-L
本体価格 ¥13,500（税抜）

∅13（変換アダプター給水内径）
D:98mm H:118mm 固定こま
付属品 変換アダプター

∅13（変換アダプター給水内径）
D:98mm H:118mm 固定こま
付属品 変換アダプター・化粧プレートS

∅13（変換アダプター給水内径）
D:98mm H:118mm 固定こま
付属品 変換アダプター・化粧プレートL

化粧プレートS

コスタ（メッキ） 化粧プレートL

コスタ取り付け可能水栓柱

・UNITE ログ
・UNITE トーレ
・un フルール
・un アルブラン

コスタ
コスタ
コスタ
コスタ

化粧プレート S

P170

化粧プレート L

P172

化粧プレート S

P176

化粧プレート S

P181

・ヴォーグ
・コルム
・コルムラスティ

コスタ 化粧プレート L
コスタ
コスタ

P186
P188
P189

取扱説明書・製品図はこちらから ▶トーシンコーポレーションWEBサイト ＞ エクステリア ＞ 水栓柱＞ 蛇口＞ コスタ

TOSHIN Faucet series

モーヴ （メッキ）
JA-MAUVE
本体価格 ¥8,700（税抜）
∅13（給水口内径）
D:81mm H:84mm
固定こま
付属品 泡沫アダプター

蛇口

横水栓
十字ハンドル（メッキ鋳肌）

横水栓
十字ハンドル（鋳肌）

胴長横水栓
スミレハンドル（鋳肌）

JA-K13-ME
本体価格 ¥7,600（税抜）

JA-K13-E
本体価格 ¥6,500（税抜）

JA-DN13-SE
本体価格 ¥8,700（税抜）

∅13（給水口内径）
D:80mm H:84mm
固定こま

∅13（給水口内径）
D:80mm H:84mm
固定こま

∅13（給水口内径）
D:93mm H:105.5mm
青銅（本体）/ 黄銅（ハンドル）
固定こま

凍結防止

二口横水栓MIX

（メッキ）

二口横水栓MIX

（研磨）

不凍胴長横水栓

（メッキ）

凍結防止

不凍胴長横水栓

（鋳肌）

シャワーホースセット

（メッキ）

JA-FBD13-HIM-DB
本体価格 ¥12,900（税抜）

JA-FBD13-HIB-DB
本体価格 ¥12,900（税抜）

JA-DN13T-M
本体価格 ¥10,200（税抜）

JA-DN13T-E
本体価格 ¥9,500（税抜）

JA-SHS-M（メッキ）
本体価格 ¥17,400（税抜）

∅13（給水口内径）
D:127mm H:90mm
固定こま
付属品 泡沫アダプター
ホースアダプター

∅13（給水口内径）
D:127mm H:90mm
固定こま
付属品 泡沫アダプター
ホースアダプター

∅13（給水口内径）
D:133mm H:101mm
固定こま
（SMA形状記憶合金バネ）

∅13（給水口内径）
D:133mm H:101mm
固定こま
（SMA形状記憶合金バネ）

ホース（1.0M）:ステンレス・熱可塑性
エラストマー・黄銅
ヘッド：ABS樹脂
フック
（ビス付き）
: 亜鉛

※胴長横水栓スミレハンドル（鋳肌）
・横水栓十字ハンドル（鋳肌）は銅製品の為、年月と共に表面に黒ずみや緑青（ろくしょう）が出て、重厚な風合いが味わえます。これは素材の特徴としてご理解ください。
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Auxiliary faucet series

補助蛇口シリーズ

機能美を兼ね備えた補助蛇口シリーズ。

ホース接続水栓
十字ハンドル（メッキ）

ホース接続水栓
十字ハンドル（研磨）

ホース接続水栓
スミレハンドル（メッキ）

ホース接続水栓
スミレハンドル（研磨）

JA-G102-M
本体価格 ¥7,600（税抜）

JA-G102-B
本体価格 ¥7,600（税抜）

JA-G102-SM
本体価格 ¥10,300（税抜）

JA-G102-SB
本体価格 ¥10,300（税抜）

∅13（給水口内径）
D:76mm H:44mm
ホースアダプター
固定こま

∅13（給水口内径）
D:76mm H:44mm
ホースアダプター
固定こま

∅13（給水口内径）
D:78mm H:44mm
青銅（本体）/ 黄銅（ハンドル）
固定こま

∅13（給水口内径）
D:78mm H:44mm
青銅（本体）/ 黄銅（ハンドル）
固定こま

Faucet Option

蛇口オプション

蛇口や補助蛇口と合わせてご使用できます。

コスタ専用

ホースアダプター / JA-DB203B
ホースジョイントニップル / JA-HV204B

ホースジョイントニップル

（シルバー）

JA-HV204M
本体価格 ¥1,300（税抜）

ホースアダプター（メッキ）

ホースアダプター（真鍮）

ホースアダプター（メッキ）

JA-DB203M
本体価格 ¥900（税抜）

JA-DB203B
本体価格 ¥900（税抜）

JA-GRHM
本体価格 ¥1,700（税抜）

ホースジョイントニップル

（ゴールド）

JA-HV204B
本体価格 ¥1,300（税抜）

蛇口

G½

JA-DB206B
本体価格 ¥1,000（税抜）

日本水道協会認定マーク

H

※掲載品以外の蛇口を選定する場合は給水栓ネジ寸法
PJ1/2であることをご確認ください。
※ホースを取付ける場合は、ホースジョイントニップル
とホースアダプターが必要です。
※蛇口や配管内の水の凍結が予想される場合は、 破損
の恐れがあります。地域、気候に応じた凍結防止対
策を行って下さい。
※寒冷地で使用される場合は寒冷地仕様を推奨致します。

PJ½
D

泡沫アダプター（真鍮）

JA-DB206M
本体価格 ¥1,000（税抜）

補助蛇口

D
H

泡沫アダプター（メッキ）

※シールは付属されません。※免責事項については、P211 をご参照ください。

※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。
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