
　※22年2月3日　テラル　部材の供給不足及び納期遅延による製品納期への影響について
　※22年2月3日　LIXIL　セクショナルキッチンの目安納期について(第2 報)
　※22年2月4日　リンナイ　商品の納期遅延状況に関して【第５報】
　※22年2月7日　クリナップ　キッチン一部シリーズの納期遅延について（第３報）

※50音順
メーカー 分類 対象商品 納期 原因

ライブナチュラル  オリジナル（ピュアハード）２Ｐ/３Ｐ HTP2(3)**

ライブナチュラル  オリジナル（エクストラワイド） HPC**

ライブナチュラル  プラス  ２Ｐ/３Ｐ HVN2(3)**

ライブナチュラル  プラスオン HVN2TP**

ライブナチュラル  プラス for Ｄｏｇ  ２Ｐ/３Ｐ HVB2(3)**

シート ＡＮＮＥＸ  ＳＴ品番：HXT2S** （**は柄記号）

シート ＡＮＮＥＸ   Ｓ品番：HXT2**　（**は柄記号）

シート ＡＮＮＥＸ   Ｗ品番：HXT1**　（**は柄記号）

突板Live Natural　ＭＳＸ品番：MSX200**品番：MSX300**  （**は樹種記号）

ライブナチュラル  ＭＲＸ　品番：HXK200** 品番：HXK300**  （**は樹種記号）

ＭＯＫＵサッシ Low-E 複層ガラス（断熱タイプ）

ＭＯＫＵサッシ  引き違い戸仕様窓

コンビットリアージュ 152 ⽊目柄
【通常品】
FEF278D-8-PL,FEF278D-8-LC,FEF278D-8-GE,FEF278D-8-CW,FEF278D-8-
DE,FEF278D-9-WH,FEF278D-9-LB,FEF278D-9-DK,FEF278D-9-LE
【地域限定版】
FEF278D-M9-PL,FEF278D-M9-LC,FEF278D-M9-GE,FEF278D-M9-CW,FEF278D-M9-
DE,FEF278D-M9-WH,FEF278D-M9-LB,FEF278D-M9-DK,FEF278D-M9-LE

コンビットリアージュ石目柄
FES278D-8-SB,FES278D-8-RG,FES278D-8-CG,FES278D-9-DW,FES278D-9-
OW,FES278D-9-MC

ポンプ・ファン ポンプ 商品により順次回答 ベトナムにてモータ生産供給不足

PNAGM (3.7kW以下） 受注後約4カ月

PNAGM (5.SkW以上） 受注後約5カ月

PNEGM (3.7kW以下） 受注停止中

PNEGM (5.SkW以上） 受注後約5カ月

PNMN 受注後約3ヵ月

FlOOO (BD-ME)、F1300 (Bl-ME)、 F2000 (BT-ME) 受注後約2ヵ月

F3100 (BN-ME) ※2台タイプ、給湯加圧含む 受注後約2ヵ月

F3100 (BN-MG、BN-MK)※2台タイプ 受注後約3ヵ月

F3100 (BN-ME)※台数制御 受注後約3ヵ月

F3100 (BN-VS、BN-EV)※高揚程タイプ 受注後約6ヵ月

F3200 受注後約2ヵ月

浅井戸用インバータポンプ HPE 生産停止中

給水補助加圧装置 HPED 生産停止中

インバータ方式深井戸水中ユニット HPBHE 生産停止中

全機種 受注後約4カ月

キュービクル型消火ポンプユニット 受注後約4カ月

PFJ 受注後約4カ月

s 受注後約2ヵ月

FS 受注後約2ヵ月

FSW 受注後約3ヵ月

多段渦巻ポンプ MS 受注後約2ヵ月

SUS製片吸込渦巻ポンプ FSS 受注後約2ヵ月

FQS 受注後約2ヵ月

EVMS、EVMSL 受注後約3ヵ月

EVMR、EVM (G/L) R 受注後約7ヵ月

マグネットポンプ NLF 受注後約4ヵ月

マンホール用ポンプ DML 受注後約4ヵ月

歯車ポンプ GPA ※口径20、0.4kWのみ 受注後約4ヵ月

SUS製ラインポンプ VNP ※口径80のみ 受注後約4ヵ月

SUS製水中ポンプ P707 2月在庫回復予定

シロッコファン SRM4、SRM04、SRMS2、SRMU4 DRM4、DRMU4 受注後約3ヵ月

床材

ウッドワン

荏原製作所
部材入手困難

新規受注停止、再開見込立ち次第後報 原材料確保困難

サッシ 新型コロナ感染拡大の影響による、ガラ
スメーカーから供給困難。新規受注停止、1月下旬頃再開見込

給水ユニット

消火ポンプ

片吸込渦巻ポンプ

直結給水ユニット

床材・⽊下地用朝日ウッドテック 新規受注停止、2月上旬頃再開見込

SUS製自吸ポンプ

コンテナ不足、船便不足、ウッドショック
の影響により一部の合板が入荷困難

商品部材の調達難及び半導体不足に伴う納期遅延一覧

追加部分は赤字で表記



メーカー 分類 対象商品 納期 原因

ターボファン SRP31、DRP31、SRTC2、SRTE3· 4 、 SMTC2、SMTE3·4 受注後約4ヵ月

軸流ファン AIM2、AIR2 受注後約4ヵ月

ラインファン LFM4、LFU4 受注後約3ヵ月

排煙ファン SRMH、SRP3H (M&E含む） 受注後約4ヵ月

NDP　出力範囲(kw):0.4(S/S2JT)～1.1(S2) 2022年1月24日以降一時受注停止

KDP・SDP　出力範囲(kw):0.4(S/S2/T)～7.5 受注後約4ヶ月

KDP　出力範囲(kw):0.75～7.5 2022年1月24日以降一時受注停止

SDP　出力範囲(kw):22～7.5 2022年1月24日以降一時受注停止

KFED-A・R　出力範囲(kw):0.75(S2)～7.5 2022年1月24日以降一時受注停止

NF（H・G）-A・P　出力範囲(kw):0.4(S/S2/T)、0.75(S2) 2022年1月24日以降一時受注停止

KFE(H) A・P・T　出力範囲(kw):0.4(S2)～7.5 2022年1月24日以降一時受注停止

KFET(L) A-P　出力範囲(kw):0.75(S2)～3.7 2022年1月24日以降一時受注停止

LF(E)-S　出力範囲(kw):1.5～5.5 2022年1月24日以降一時受注停止

KF(2)E-T・KF2-(H)R　出力範囲(kw):0.75～15 受注後約６ヶ月

KVF2-R　出力範囲(kw):11～30 受注後約６ヶ月

KFEH-A・P　出力範囲(kw):1.５～3.7 2022年1月24日以降一時受注停止

USF(E-2)-S　出力範囲(kw):1.1～7.5 2022年1月24日以降一時受注停止

KUF-A・P　出力範囲(kw):1.5～7.5 2022年1月24日以降一時受注停止

FV　出力範囲(kw):7.5～90 受注後約６ヶ月

GE・GD・GF　他　出力範囲(kw):1.5～55 受注後約4ヶ月

タービンポンプ T・TVS　他　出力範囲(kw):1.5～55 受注後約4ヶ月

消火ポンプ KTY（W) -KTG（W）　出力範囲(kw):2.2～55 受注後約4ヶ月

補助加圧ポンプ DPK2　出力範囲(kw):1.5 受注後約4ヶ月

キッツ 電動バルブ ケルモ 受注分：納期遅れ、個別対応
新規受注：納期未定

海外サプライヤーがロックダウンにより工
場稼働が出来ない

食洗器 奥行600ﾀｲﾌﾟ　ZWPP45R18ATS-E 2021年11月中旬から出庫

ZGGCK7R20VUS/ZGGCK6R20WUS

電子コンペック ZZRBRS14ESV

【リンナイ】
ZWPP45R18ATS,ZWPE45R19RDS,ZWPE45R19RDKZZRKWD401AMB,ZZRKWD401A
M , ZZRKWD401LP

ハーネス部材の調達難

【パナソニック】ZWPE45M16JDU 注文の増加

【リンナイ】ZZRBRS14ESV ハーネス部材の調達難
【ハーマン】ZZDR420EK 注文数の増加

１口  ＩＨクッキングヒーター 【パナソニック】ZZCH12C 注文数の増加に加え、ハーネス部材の調達難に伴
う、製造元での生産の遅れ

【日立】ZZHT40B , ZZHT40SB 注文数の増加
【三菱】ZZCSH217B ＩＨ用のコイル部材の調達難

【三菱】ZEDRZ6B17VSS ＩＨ用のコイル部材の調達難
ミーレ社製食器洗い乾燥機 ZZG7314CSCICLST , ZZG7964CSCVI 全世界的な需要増による品薄状況

ミーレ社製ウォールオーブン ZZH7440BM5 , ZZH7440BM6 全世界的な需要増による品薄状況
ステディア 一部扉カラー（class4,class5以外） 2月21日以降での出庫

ステディア 一部扉カラー（class4,class5）、ＣＥＮＴＲＯ、ラクエラ、ＫＴ、コルティ 全
色 3月1日以降での出庫

さくら、すみれ、クリンプレティ 全色 2月10日以降での出庫
ミニキッチン 全色 3月1日以降での出庫

荏原製作所 部材入手困難

部材調達困難川本製作所

自動給水ポンプ（空中用

自動給水ポンプ（陸上用）

直結給水ブースターポンプ

渦巻ポンプ

ガラストップコンロ

納期未定

ZGGRK7R18GSS/ZGGRK6R18HSS/ZGGRK7R18ESS/ZGGRK6R18FSS/ZGGVK6R18ZS
D/ZGGVK6R18VSE/ZGGRK7R19CKK/ZGGRK6R19DKKK/ZGFBK6R20XSS-
K/ZGFBK6R20XKK-K

深型食洗器
ZZRBRS14ESV/ZZRKWD401LPH/ZWPE45R19RDS/ZWPE45R19RDK/ZZRKWD401AM
BT/　ZZRKWD401AM-T

製造元リンナイによるハーネス類調達難

既ご注文分、新規ご注文ともに、納期がわか
り次第、別途、弊社営業担当者からご連絡さ

せていただきます。

２口  ＩＨクッキングヒーター

ＩＨクッキングヒーター

システムキッチン

ハーネス部材の調達難

注文数の増加に加え、ハーネス部材の
調達難に伴う製造元での生産の遅れ

注文数の増加に加え、ハーネス部材の
調達難

食器洗い乾燥機

ビルトインガスコンロ

【リンナイ】
ZGGRK7R18GSS,ZGGRK6R18HSS,ZGGRK7R18ESS,ZGGRK6R18FSS,ZGGVK6R18ZSD
,ZGGVK6R18VSE,ZGGRK7R19CKK,ZGGRK6R19DKK,ZGFVK6R20XSS,ZGFVK6R20XKK
,ZZRB31AM5U32R,ZGFVK6R18USK,ZGGCK6R20WUS,ZGGCK7R20VUS,ZGGRK7R20
QUS,ZGGRK6R20RUS

【ハーマン】
ZGGVK6A18DSK,ZGGVK6A21DSK,ZGGVK6A18QSS,ZGGVK6A21QSS,ZGGRK7A19MU
S,ZGGRK6A19NUS,ZZDW32T7WTPSS,ZZDW32T7WAPSS,ZGGRK7A19BUS,ZGGRK6
A19CUS,ZGGVK6A21NKK

注文数の増加

オーブン

【パナソニック】
ZEDRZ6M17CSK,ZEFZR6M17XSS,ZEHRA6M19NSS,ZEHRA7M19BSS,ZEHRB7M19WK
K,ZEHRZ6M19EKK,ZEHRZ6M19ESS,ZEHRZ6M19TSS,ZEHRZ7M19CSS,ZEHRZ7M19D
KK,ZEHRZ7M19DSS,ZEHRB6M19AKK,ZEHRB6M19ASS,ZEHRB7M19WSS,ZEERZ6M1
8JGS ZEHCA6H20YSS
【日立】
ZEHCA7H20HSS,ZEHCB7H20GSS,ZEHCZ6H17RSS,ZEHCZ6H20KKK,ZEHCZ6H20LSS
,ZEHCZ6H20QSS,ZEHCZ6H20QWW,ZEHCZ7H20JKK,ZEHCZ7H20PSS,ZEHCZ7H20P
WW,ZEFRR6H16USS,ZEFZR6H16PSK,ZEFZR6H16RKK,ZEFZR6H16SSS,ZEFZR6H21P
SK,ZEFZR6H21RKK,ZEFZR6H21SSS,ZEFCZ7B17KSS

セクショナルキッチン

キッチン扉材の納期遅延

クリナップ



メーカー 分類 対象商品 納期 原因

エコキュート全般

電機温水器全般

暖房機 暖房機器一部機種

住宅向け製品 室内ドア　ドア枠　クローク収納　ジャストカット窓枠　造作部材　階段部材（プレカット階段）　玄関収納

施設向け製品 おもいやりドア

YN7901-■■　色柄　WH、MJ、ML、MA、 MT、MG、PK、MW

YR52-■■　色柄　MJ、ML、MT、MW

YX169-■■　色柄　MH、10、72、73、13

天然⽊床材 ＜フォレスシリーズ＞ ﾌｫﾚｽﾃｨｱJA/JM,ﾌｫﾚｽﾃｨｱ 床暖房ﾀｲﾌﾟ,ﾌｫﾚｽﾅﾁｭﾗﾙ,ﾌｫﾚｽﾅﾁｭﾗﾙ 床暖房ﾀｲﾌﾟ,ﾌｫﾚｽﾊｰﾄﾞ

特殊加工化粧シート床材 ハピアフロア　トレンドウッド柄

リモデル床材 エクオスファイン6T,ハピアフロア6T ベーシック柄,フォレスティア6T

ダイキン エコキュート 家庭用ｴｺｷｭｰﾄ　ﾌﾙｵｰﾄﾀｲﾌﾟﾀﾝｸ
（角型、薄型、寒冷地） 納期通りの回答が不可 東南アジアでのロックダウンの影響

ガス給湯器 ＴＷシリーズ　TRシリーズ

エコジョーズ TW-E（M)シリーズ　TR-Eシリーズ

壁貫通型給湯器 RUFシリーズ

浴室暖房乾燥機 GYKシリーズ

給湯暖房専用機 HWシリーズ　HWVDシリーズ

エコキュート DEQSシリーズ

電気温水器 EM　EDシリーズ

石油給湯器 FDW-AG/SAシリーズ　FDS　FRW　FRSシリーズ

エコフィール FDW-EFシリーズ

便座 ティモニ

三菱電機製（CSシリーズ）全機種

日立GLS製（HTBシリーズ）全機種
三菱食洗機浅型タイプ（奥行65cm用） EW-45R2ST、EW-45R2SMT、EW-45R2BT、EW-45R2BMT

リンナイ食洗機浅型タイプ（奥行60cm用）TKW-C402C-SV

システムキッチン リフィットアヒ°スカ 2022年1月17日受注分より通常納期＋1週間

カンタン取替キッチン P型フラット

キッチンセット P型

増圧給水ユニット MC5  全機種　出力範囲(kw):0.4(S2/T)～7.5 受注後  4 ヶ月

NX-e  全機種　出力範囲(kw):0.4(S2/T)～7.5 受注後  4 ヶ月

SVMV-e　出力範囲(kw):5.5～45 受注後  9 ヶ月

SVMV-e（異電圧）　出力範囲(kw):5.5～45 受注後  9 ヶ月

NX-VFC-e 台数制御　出力範囲(kw):1.1～7.5 受注後  4 ヶ月

NX-VFC-e 台数制御（異電圧）　出力範囲(kw):1.1～7.5 受注後  6 ヶ月

LAT3-MTP-e　出力範囲(kw):0.75～2.2 受注後  4 ヶ月

MTPL-e　出力範囲(kw):0.75～2.2 受注後  4 ヶ月

SSTMV-D　出力範囲(kw):0.75～5.5 受注後  4 ヶ月

SSTMV-D・W　出力範囲(kw):0.75～5.5 受注後  4 ヶ月

NXF  2.2～7.5kW 以上　出力範囲(kw):2.2～7.5 受注後  1.5 ヶ月

NXF 11kW  全機種　出力範囲(kw):11 受注後  3 ヶ月

MKF  全機種　出力範囲(kw):全出力 受注後  2.5 ヶ月

MJF  全機種　出力範囲(kw):全出力 受注後  2 ヶ月

SVGF  全機種　出力範囲(kw):全出力 受注後  9 ヶ月

その他  全機種　出力範囲(kw):2.2～132 受注後  6 ヶ月

その他  全機種（異電圧）　出力範囲(kw):2.2～132 受注後  6 ヶ月

補助加圧ポンプ JPF-SVM-e  全機種　出力範囲(kw):1.1～3.0 受注後  9 ヶ月

SVM/SVMN  全機種　出力範囲(kw):全出力 受注後  9 ヶ月

LVS/LVSS  全機種　出力範囲(kw):全出力 受注後  6 ヶ月

LBK  全機種　出力範囲(kw):全出力 受注後  6 ヶ月

SJ/SJ4  口径 80 以上　出力範囲(kw):全出力 受注後  4 ヶ月

SJ/SJ4  その他　出力範囲(kw):全出力 受注後  1 ヶ月

SJ/LS2　出力範囲(kw):全出力 受注後  3 ヶ月

LPE　　出力範囲(kw):全出力 受注後  6 ヶ月

TWS　出力範囲(kw):全出力 受注後  3 ヶ月

MSUS4　出力範囲(kw):全出力 受注後  3 ヶ月

MSUS6　出力範囲(kw):全出力 受注後  4 ヶ月

排煙軸流送風機 AES4(R)　出力範囲(kw):11～55 受注後  6 ヶ月

エンジン付き排煙送風機 CLF2(R)-Y，CMF3(R)-Y　出力範囲(kw):全出力 受注後  6 ヶ月

軸流扇全型式
軸流送風機全型式　AF 型（AL 羽根・SS 羽根）、EAF 型、 IEAF 型、AFS 型、AFSS 型  全型式　出力
範囲(kw):全出力

2/1迄受注停止　受注再開後  5 ヶ月

KT 全型式 KT 全型式　出力範囲(kw):全出力 2/1迄受注停止　受注再開後  5 ヶ月

BR 全型式 BR 全型式　出力範囲(kw):全出力 2/1迄受注停止　受注再開後  5 ヶ月

防爆型圧力扇 防爆型圧力扇　出力範囲(kw):全出力 2/1迄受注停止　受注再開後  5 ヶ月

消火栓ポンプ
（エンジン付きも含む）

コロナウィルス、海上輸送混乱の影響及び原
材料確保混乱

給水ユニット
（水中用）

納期遅延

陸上ポンプ

MDF基材の調達が困難

半導体及び電子部品供給難、製造拠点
生産停止、輸送難

床材 在庫品→納期確認品

深井戸水中ポンプ

納期遅延 ⽊室素材が十分に確保できない

各国のコロナウイルスによる影響によるサプライ
ヤーの生産の支障が出ている為

大建工業

コロナ
給湯器

テラル

給水ユニット

各国のコロナウイルスによる影響

タカラスタンダード

⽊製キャビネット基材材料調達困難

IHクッキングヒーター

食器洗い乾燥機

現在の在庫限りにて、一時新規受注停止

新規受注一時停止

供給懸念

納期遅延



メーカー 分類 対象商品 納期 原因
ﾀﾞｸﾄﾋﾞﾙﾄｲﾝ　AID-RP***H、BH

ﾀﾞｸﾄ　　　　AID-AP2241H、2801H

床置　　　　AIF-AP2246H、2806H 12月から通常出荷

ﾋﾞﾙﾄｲﾝ　　　MMD-U***BH

ﾀﾞｸﾄ　　　　MMD-UP2241H、2801H

外気処理ｴｱｺﾝ　MMD-UP2241HF、
2801HF

ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ空調ｼｽﾃﾑ（室外機） 室外機全般（ｽｰﾊﾟｰﾏﾙﾁﾐﾆ除く） 12月から通常出荷

µｼﾘｰｽﾞ　ROP-MUP2801H､3351H､4001H､4501H､5001H､5601H 12月から通常出荷

ｼﾝｸﾞﾙｴｰｽ　RDA-SAP***､RDA-SPE*** 12月から通常出荷

ｺﾝﾃﾞﾝｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ　一部機種 2022年1月以降

ｸｰﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ　室内ﾕﾆｯﾄ全般 2022年1月以降

家庭用ｴｺｷｭｰﾄ　HWH-○○○○○の全機種

業務用ｴｺｷｭｰﾄ　HWS-○○○○○の全機種

2022年1月以降

高効率ｼﾘｰｽﾞ　ROP-MAP2244H､
2804H､3354H､4504H

12月から通常出荷
半導体供給不足・東南アジア諸国のロックダ

ウンによる部品調達遅れ

ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ空調ｼｽﾃﾑ
（室内ユニット）

東芝ｷﾔﾘｱ

店舗ｵﾌｨｽｶｽﾀﾑｴｱｺﾝ
（室内ユニット）

2022年1月以降

エコキュート 納期未定

設備用ﾊﾟｯｹｰｼﾞ（室外機）



メーカー 分類 対象商品 納期 原因

アクアオート・水石鹸供給栓 標準納期（即納）

アクアオートＡタイプ 標準納期（即納）

アクアオートグースネックタイプ 4週以上

アクアオートグースネックタイプ（電温一体） 標準納期（即納）

アクアオートコンテンポラリ（壁付け） 標準納期（即納）

アクアオート手洗用（TENA12系）※在庫消化後廃盤 4週以上

アクアオートコンテンポラリ（21年4月発売商品） 標準納期（即納）

アクアオートＢタイプ（21年4月発売商品） 標準納期（即納）

オートソープディスペンサー（21年4月発売商品） 標準納期（即納）

TEA 標準納期（即納）

TEF 標準納期（即納）

便器・タンク CS370系 調整中 受注増による

クラッソ/KTMG173GRSSN-A　KTMG163GRSSN-A

ミッテ/KSMG173GRSSN-A　KSMG163GRSSN-A

REAH03/RECK03/REAK03/REAL03/REBH03

REWF03

MMHF075G2GEH1G　MMHF090GEH1G　 1/17受注分より標準納期（2週）

MMHF100G2GEH1G　MMHF120GEH1G　 1/17受注分より標準納期（2週）

化粧台/ﾓﾃﾞｱｼﾘｰｽﾞ化粧鏡 ウッドフレームタイプ　LMD520E　LMD700E 1/17受注分より標準納期（1週）

水栓金具 TLHG31*　TLHG30*

止水栓 TLC4A*　TLC4B*
自閉式壁付サーモスタット混合水
栓

TMF49 E 系
TMF49 A 系

標準納期困難　２月下旬回復見込み

台付シングル混合水栓 TLG113 系 1/17受注分より標準納期（即納）
台付シングル混合水栓 TLG073 系 1/17受注分より標準納期（即納）

立水栓 TLC11 系 標準納期困難　２月下旬回復見込み
センサースイッチ
タッチスイッチ

TES46MR/UR #BES
TES47MR/UR #BES

標準納期困難　1月下旬回復見込み

床置床排水大便器 CS370 系 調整中

壁掛壁排水自動洗浄小便器 US900R#*** UFS900MR#*** UFS900M1R#***　UFS900R#*** 標準納期困難　1月下旬回復見込み

ホテル向けウォシュレット U/UD
TCF5230 R TCF5220 R TCF5210 R TCF571R/LS　TCF570R/LS

標準納期困難　1月下旬回復見込み

音姫（トイレ用擬音装置） YES400DR　YES402 R 標準納期困難　２月下旬回復見込み
クラッソ/リンナイ製　KTMG173GRSSN-A　KTMG163GRSSN-A 電子部品調達困難

ミッテ/リンナイ製　KSMG173GRSSN-A　KSMG163GRSSN-A

クラッソ　KTME173NPSSAXXG（オールメタル・換気連動・ラッキングリル・省エネナ
ビ）
クラッソ　KTME173NPSSUXXC（換気連動・ラクッキングリル）

２口ＩＨ＋/パナソニック製 クラッソ　KTME063NPBBNXXD

ラジエントヒーター/パナソニッ
ク製

クラッソ　KTME173NHSWAXXC

グリルレス３口ＩＨヒーター/パ
ナソニック製

クラッソ　KTME163JPNSTXXA

３口ＩＨヒーターＨ/日立製 ミッテ　KTME173NHSWAXXC（オールメタル・換気連動・ラク旨グリル）

３口ＩＨヒーターＨ/日立製 ミッテ　KTME173NHSWTXXC（換気連動・ラク旨グリル・Ａ）

３口ＩＨヒーターＨ/日立製 ミッテ　KTME173NHSSTXXG（換気連動・ラク旨グリル・B）

グリルレス２口ＩＨヒーターＨ/
日立製

ミッテ　KTME042JHNSNXXC

ミッテ　KSME173NPSSAXXG（オールメタル・換気連動・ラクッキングリル・省エネナ
ビ）
ミッテ　KSME173NPSSUXXC/KSME163NPSSUXXC（換気連動・ラクッキングリル・省
エネナビ）

２口ＩＨ＋/パナソニック製 ミッテ　KSME063NPBBNXXD

ラジエントヒーター/パナソニッ
ク製

ミッテ　KSME063NPSBNXXD

グリルレス３口ＩＨヒーター/パ
ナソニック製

ミッテ　KSME163JPNSTXXA

ミッテ　KSME173NHSWAXXC（オールメタル・換気連動・ラク旨グリル）

ミッテ　KSME173NHSWTXXC（換気連動・ラク旨グリル・Ａ）

ミッテ　KSME173NHSSTXXG/KSME163NHSSTXXG（換気連動・ラク旨グリル・B）

グリルレス２口ＩＨヒーター ミッテ　KSME042JHNSNXXC

３口ＩＨヒーター/日立製

受注停止

納期後報

TOTO

レストパルF/FD
ネオレスト手洗付（ﾜﾝﾃﾞｰﾘﾓﾃﾞﾙ）
GG手洗付（ﾜﾝﾃﾞｰﾘﾓﾃﾞﾙ）

1ヵ月～

自動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ

自動水栓

３口ＩＨヒーター/パナソニック
製

自動水栓の対象品番は別紙にて掲載していますのでそちらでご確認をお願いいたします

ﾈｵﾚｽﾄ　AH/RH/DH　　GG/GG-800　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ向WL　NJ・ZX・
ZJ1/ZR1・ZJ2/ZR2

受注急増による

ｻﾌﾟﾗｲﾔｰ所在のﾍﾞﾄﾅﾑが
ﾛｯｸﾀﾞｳﾝ継続により復旧未定

ウォシュレット 一体型便器
機能部対象

ガラストップ両面焼きコンロＲ
（換気連動）

３口ＩＨヒーター/パナソニック
製

その他

ウオシュレット シートタイプ ｱﾌﾟﾘｺｯﾄ・ｱﾌﾟﾘｺﾄP・S/SB・P/PS・BV・
J/JS

2ヵ月～
※品番・受注量状況により納期が変動する

場合がございます。
1ヵ月～

※品番・受注量状況により納期が変動する
場合がございます。

世界的な電子部品、原材料の需要拡
大及び中国における電力使用制限によ
りコネクタ部品等の調達に支障をきたす

状況

化粧鏡(二面鏡・三面鏡）

標準納期（即納）

受注停止 リンナイ製ハーネス不足　代替品ハーマ
ンへ切替

半導体供給不足・中国の停電による
工場稼働の低下

ガラストップコンロ

電気温水器 ご発注後納期4週以上



メーカー 分類 対象商品 納期 原因

アラウーノL150　【床排水タイプ  アプリ対応ありフラットリモコンタイプ】 受注後２週間以上
アラウーノL150　【床排水タイプ  アプリ対応なし全機種壁排水タイプ  全機種
カラーふた、スティックリモコンタイプ】

受注後1ヶ月以上

アラウーノL160　【床排水タイプ  フラットリモコンタイプ】 受注後1.5ヶ月以上（変更無）
アラウーノL160　【床排水タイプ  スティックリモコンタイプ
壁排水タイプ  全機種】

受注後2ヶ月以上

New アラウーノ V　【床排水タイプ】 受注後1.5ヶ月以上（変更無）

New アラウーノ V　【壁排水タイプ】 受注後1.5ヶ月以上

エコキュート エコキュート全機種 10/17迄生産停止 中国製品質不具合

１６１６サイズ　Lクラス（戸建て用）

１６２３サイズ　Lクラス（戸建て用）,オフローラ

内装ドア 内装ドア全種類（本体・枠・上レール・敷居・ケーシング額縁） 受注再開

IHクッキングヒーター KZ品番：A・Bシリーズ、Gシリーズ 1月17日以降の受注分より納期未定 受注急増、部材調達困難

ガスふろ給湯器 GT・GRQシリーズ全般

ガス給湯器 GQシリーズ（GQ-**39WS･WEを除く)

ｶﾞｽ湯水暖房付きふろ給湯器 GTH･GQHシリーズ全般 納期遅延

ガス湯水暖房専用熱源機 GHシリーズ全般 順次回答

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ給湯システム ユコアHYBRIDシリーズ

石油温水暖房付ふろ給湯機 OTH・OHQシリーズ

石油温水暖房専用熱源機 OHシリーズ

石油ふろ給湯機 OTQ・OTXシリーズ

石油給湯器 OQB・OXシリーズ

石油湯水暖房専用熱源機 OH-Gシリーズ（11.6KW以下）

湯水式浴室暖房乾燥機 BDVシリーズ（天カセ）

リモコン リモコン

業務用エアコン 店舗・事務所用パッケージエアコン 都度確認・機種変更での生産対応　※別紙
参照

東南アジアの 新型コロナウイルス感染
症拡大 に 加え 、 世界的な半導体・

電気部品の需給ひっ迫

IHクッキングヒーター

CS-PT321HNWSR,CS-PT321HNSR,CS-T321HNWSR,CS-T321HNSR,CS-
T321VWSR,CS-T321VSR,CS-G321VWSR,CS-G321VSR,CS-G321M,CS-G321MS,CS-
G318MWS,CS-G318MSR,CS-G318M,CS-G318MS,CS-G221AKS,CS-G220DXR,CS-
G217DR,CS-G221CS,CS-G221CS20A,CS-G217BS,CS-G217B,CS-H217B

新規受注：４月以降順次
受注済：納期回答済は予定通り

部品の加工元となる工場での材料不
足

給湯器 給湯暖房機全般・追炊き付き給湯器・
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ給湯器

未定

リモコン リモコン　（代替推奨中） 順次回答

浴室暖房乾燥機 湯水式浴室暖房乾燥機 未定

納期遅延

順次回答

パナソニック

三菱電機

電子部品の調達難

受注急増による

電子部品の調達難

受注急増による

一日当たりの受注台数を限定した受注再
開。受注翌日に端末にて納期回答。

供給元ロックダウンの延長システムバスルーム　床暖房プラン

タンクレストイレ

※リンナイ・ノーリツ・三菱電機情報につきましてはページに別紙がございます。そちらもご確認ください

リンナイ ベトナムでのロックダウンにより
電子基板部品が欠品

ノーリツ
※

順次回答



メーカー 分類 対象商品 納期 原因

サティス（Ｇ、S、リトイレ手洗器付） 受注後３週間以上(良化）

シャワートイレ一体型機能部（住宅用、パブリック用）※サティス除く 受注後２カ月以上（変化無し）

シャワートイレシートタイプ（住宅用、パブリック用） 受注後２カ月以上（変化無し）

住宅向け壁掛便器 受注後１カ月以上（変化無し）

住宅向けキャビネット付便器 受注後１カ月以上（変化無し）

便器（床排水、リトイレ、マンション用）
YBC-CL10 系,YBC-CH10 系,(Y)BC-BL10 系,(Y)BC-110 系,(Y)C-180 系,(Y)BC-181 系

受注後３カ月以上（変化無し）

便器（床排水、リトイレ、マンション用）   上記以外 受注後２週間以上（変化無し）

便器（壁排水）
YBC-CL10 系,YBC-CH10 系,(Y)BC-BL10 系,(Y)BC-110 系,(Y)C-180 系,(Y)BC-181 系

受注後３カ月以上

便器（壁排水）  上記以外 受注後２週間以上(良化）

クイックタンク（壁掛便器） 受注後３カ月以上

手洗器単品・洗面器・流し 受注後２カ月以上

オストメイトパック 受注後２カ月以上（悪化）

暖房便座 受注後２週間以上(良化）

センサー一体形ストール小便器 受注後３週間以上(良化）

GROHE センシアアリーナ

手洗い 単品・カウンタータイプ

流し

アクセサリー 紙巻器・タオル掛け・タオルリング

手すり

システムバスルーム アライズ・リノビオV掲載のワイドレバー水栓受注停止
福建省ロックダウンによる

部品供給難

IHヒーター(3口）：ﾘｼｪﾙSI CS-PT321HNWSR　CS-PT316HNSR

IHヒーター(3口）：ｱﾚｽﾀ CS-T316VWSR　CS-T316VSR

21リノビオV/P/･21リノビオ
BYR

「換気乾燥暖房機(2室タイプ)  V-142BZLT2-LX」
「換気乾燥暖房機(3室タイプ)  V-143BZLT2-LX」

約4週間

18スパージュ・18リノビオVP
18リノビオBYR

「換気乾燥暖房機(2室タイプ)  UFD-120A」
「換気乾燥暖房機(3室タイプ)  UFD-130A」

約4週間

「換気乾燥暖房機(2室タイプ)  V-142BZLT2-LX」
「換気乾燥暖房機(3室タイプ)  V-143BZLT2-LX」

約4週間
※21年10月受注開始となっておりま
す。

「換気乾燥暖房機(2室タイプ)  UFD-120A」
「換気乾燥暖房機(3室タイプ)  UFD-130A」

約4週間
※21年10月廃番を予定しておりました
が、受注継続となります。

「換気乾燥暖房機(2室タイプ)  V-142BZLT2-LX」
「換気乾燥暖房機(3室タイプ)  V-143BZLT2-LX」

受注開始延期（時期未定）
※21年12月受注開始を予定しておりま
したが、受注開始延期となります。

「換気乾燥暖房機(2室タイプ)  UFD-120A」
「換気乾燥暖房機(3室タイプ)  UFD-130A」

約4週間
※12月廃番を予定しておりましたが、
受注継続となります。

「換気乾燥暖房機(2室タイプ)  V-142BZLT2-LX」
「換気乾燥暖房機(3室タイプ)  V-143BZLT2-LX」

受注開始延期（時期未定）
※21年12月受注開始を予定しておりま
したが、受注開始延期となります。

「換気乾燥暖房機(2室タイプ)  UFD-120A」
「換気乾燥暖房機(3室タイプ)  UFD-130A」

約7週間
※12月廃番を予定しておりましたが、
受注継続となります。

21ソレオ
※21年12月受注開始

「換気乾燥暖房機(2室タイプ)  V-142BZLT2-LX」
「換気乾燥暖房機(3室タイプ)  V-143BZLT2-LX」

約7週間

18ソレオ・BPシリーズ 「換気乾燥暖房機(2室タイプ)  UFD-120A」
「換気乾燥暖房機(3室タイプ)  UFD-130A」

約7週間

システムキッチン全てパッとりくん
BL 認定システムキッチン
BL 認定セクショナルキッチン調理実習台
※ミニキッチンは対象外

【新規受注分】12 月 27 日(月)のご注
文分以降は全ての商品を受注後4 週間と
させて頂きます。
※12 月 24 日(金)時点で弊社からの納
期未回答のご注文も含みます。また、納
期回答にお時間をいただく場合がござい
ます

【受注済分】現時点調査中となります。
状況がわかり次第、個別に別途ご案内さ
せて頂きます。

扉基材調達困難

木製セクショナルキッチン パッとりくん（在庫対応品）
※ミニキッチン、ホーロー製セクショナルキッチンは対象外

現在の在庫がなくなり次第、
納期未定（納期後報）となります。
※セクショナルキッチンの邸別依頼はお
控えください。イイコネ単品発注のみの
対応になります。

受注後5週間

LIXIL ウレタン断熱パネル ウレタン断熱パネル全商品、ココ エコ（ウォールインプラス）

【新規受注分】1/24より受注停止。
1/21 までにご発注いただいている商品
は予定通り出荷。代替商品として水発泡
処方（λ値 0.024 ）でのウレタン断熱
パネル全商品、ココエコ（ウォールイン
プラス）での受注開始を三月中旬予定。

HFO発泡剤の業界最大手サプライ
ヤーの北米工場のハリケーン被災
による世界的な原材料不足、サプ
ライヤー企業からのフォースマ
ジュール宣言発令、中国電力不足
による原材料不足・生産大幅減に
よるウレタン業界の発泡剤大幅に
不足。

LIXIL

LIXIL
換気乾燥暖房機

21スパージュ

リノビオFIT

システムキッチン、セクショナル
キッチン

電子部品の供給不足

BWシリーズ

見積・受注終了
製造元の三菱電機より半導体不足
の影響の為、代替日立製パナソ

ニック製

トイレ商品

順次回答

受注急増による

LIXIL



【LIXIL】12/6システムキッチン用加熱機器・食器洗い乾燥機・ガスオーブンの納期見込みのお知らせ　第四報

【別紙１】対象商品とご注文の見込み納期（12 月 6 日現在）

遅延対象 受注済みのご注文分
対象機種 22 年 1 月末頃までに順次

対象外機種 －
対象機種 22 年 1 月末頃までに順次

対象外機種 －
対象機種 22 年 1 月末頃までに順次

対象外機種 －
対象機種 22 年 1 月末頃までに順次

対象外機種 －
全機種 －
全機種 －

対象機種 22 年 1 月末頃までに順次
対象外機種 －

全機種 －
全機種 －
全機種 22 年 1 月末頃までに順次

※次ページにて遅延対象機種一覧をご確認ください

商品 製造元 新規のご注文

３口ガスコンロ
(トップ間口 60 ㎝/75cm 用)

パロマ製

パナソニック製

リンナイ製 2 ヶ月以上
受注量によって

ハーマン製 2 ヶ月以上
受注量によって

2 ヶ月以上
受注量によって

3 口 IH クッキングヒーター
(トップ間口 60 ㎝/75cm 用)

日立製 2 ヶ月以上
受注量によって

通常より納期を頂きます
三菱製

※在庫確保の目途が立ち次第、ご注文を頂いた順番に納期回答をさせて頂きます。
※現時点での見込み納期となりますので、状況の変化があった場合は改めてご案内させていただきます。
※納期遅延対象機種につきましては、別紙の遅延対象機種一覧をご確認ください。

三菱製
ガスオーブン リンナイ製 2 ヶ月以上

食器洗い乾燥機
リンナイ製 2 ヶ月以上

受注量によって
通常より納期を頂きますパナソニック製



受注済分は随時個別連絡、新
規受注分は後納

2口IH コンパクトタイプ
2口IH＋ラジェント スタンダードタイプ

CH-MRS7YPJG、CH-MRS6YPJG
CH-MRS7XPJG、CH-MRS6XPJG

CH-VRS7YPJG、CH-VRS6YPJG、CH-VRS7XPJG

CH-TRS7YPJG、CH-TRS6YPJG
CH-TRS7YSJG、CH-TRS6YSJG、CH-TRS6XSJG
CH-AST6GJG、CH-AS6GJG、CH-A6GJG、CH-AS6GJH
CH-CL22G3JG
CH-XS30FJG
CH-HS20ASW
CH-12CJG、CH-11CJG
CH-E60KGJG
CS-G217B、CS-H217B
CS-G318MS

三菱電機製

3口フルIH ダブルオールメタルタイプ

3口フルIH オールメタルタイプ

3口フルIH 機能充実タイプ
3口フルIH スタンダードタイプ
2口IH＋ラジェント スタンダードタイプ
2口IH スタンダードタイプ
3口フルIH グリルレスタイプ
2口IH コンパクトタイプ
1口IH コンパクトタイプ
2口IH 据置タイプ

パナソニック製

HT-M100HTWFH、HT-M100HTFH、 HT-M100XTWFW、
HT-M100XTFW、 HT-M150KTWFK、HT-M150KTFK、
HT-L100HTWFH

リンナイ製

深型 食器洗い乾燥機
RKW-D401LPJG、RKW-D401A-SV-JG
RKW-D401AM2SVJG、RKW-D401AMBJG

ガスコンロ用 コンベクションオーブン

リンナイ製

3口コンロ・ガラストップタイプ
無水片面焼きグリル

R1633B0W1V、R1633C0W1V

浅型 食器洗い乾燥機 奥行60cm用
RKW-C402CSV-JG
RKW-C402C-JG

ガスコンロ用 コンビネーションレンジ
（電子レンジ機能付き）

ROG-85BSE1T、ROG-85BSE1V、ROG-85BSE1K

後報いたします

2口IH コンパクトタイプ HT-40B

ROG-85BSC1V、ROG-85BSC1K

遅延対象機種一覧（12 月 6 日現在） ※納期後報
メーカー 商品 品番 納期

3口コンロ・ファインコートトップタイプ
無水両面焼きグリル

R3634C0WWV、R3634D0WWV

3口コンロ・ホーロートップタイプ
無水両面焼きグリル

R3634C0WHV

3口コンロ・ガラストップタイプ
無水両面焼きオートグリル

R3635C0W2V、R3635C1W1K、R3635C1W2V、
R3635D1W2V、
R3735C0W2V、R3735C1W1K、R3735C1W2V、
R3735D1W2V

3口コンロ・ガラストップタイプ無水両面焼
きグリル

R3634C1W2V、R3634D1W1K、R3634D1W2V
R3634B0W1V、R3634C0W1V、R3634C1W1V
R3734B0W1V、R3734C0W1V、R3734C1W1V

パロマ製
3口コンロ・ガラストップタイプ
無水両面焼きオートグリル

P3735C1W1V、P3635C1W1V

ハーマン製

3口コンロ・ガラストップタイプ無水両面焼
きオートグリル

H3635D1W2V、H3635D0W2V
H3735D1W2V、H3735D0W2V

3口コンロ・ガラストップタイプ無水両面焼
きグリル

H3634D1W1K、H3634D1W2V、H3634D0W2V
H3634B0W1V、H3634B1W1V
H3734B0W1V、H3734B1W1V

3口フルIH スタンダードタイプ
HT-M8STWFS、HT-M8STFS、HT-M8AKTWFK、HT-
M8AKTFK
HT-L8STWFS、HT-L8STFS

2口IH＋ラジェント スタンダードタイプ
HT-M60SS、HT-M6SK、HT-M6KK HT-K60SS、HT-
K6SK、HT-K6KK

日立製

3口フルIH ダブルオールメタルタイプ

HT-M350KTWFK、HT-M350KTFK、 HT-M300HTWFH、
HT-M300HTFH、 HT-M300XTWFW、HT-M300XTFW、
HT-M350XTWFLX、HT-M350XTFLX、
HT-L350KTWFK、HT-L350KTFK、HT-L300HTWFH

3口コンロ・ガラストップタイプ無水片面焼
きグリル

H1633C0W2V

3口フルIH オールメタルタイプ
HT-M200HTWFH、HT-M200HTFH、
HT-M200XTWFW、HT-M200XTFW、 HT-L200HTFH

3口フルIH 機能充実タイプ



カタログ掲載機種 機種変更形名

三菱電機業務用エアコン  機種変更での生産対応に関するご連絡

１、対象機種

店舗・事務所用パッケージエアコン  スリムERシリーズ室外機

２、変更内容

積算見積価格 - カタログ掲載機種と変更なし

セット形名 （代表形名）PLZ-ERMP112EEZ
（代表形名）PLZ-ERMP112EEZ-A
（末尾に-Aが付きます）

形名

室外ユニット形名 （代表形名）PUZ-ERMP112LA11
（代表形名）PUZ-ERMP112LA11-A
（末尾に-Aが付きます）

補足資料

その他 -

基板上のディップスイッチがない仕様となりますの
で、一部機能がご使用になれません。
（詳細は添付資料をご確認下さい）

仕様

能力・電気特性 - カタログ掲載機種と変更なし

ワイヤレス

冷媒アドレス設定※１ SW1-3～6 OFF 1リモコングループ制御不可 ー ー

【変更機種に関する内容について】

〈対象製品〉

スリムエアコン室外機ERシリーズ  ＜形名末尾  -A、-ABS、-ABSG＞

本製品の能力や電気特性は、21年9月スリム総合カタログ掲載機種から変更ありません。ただし、室外ユニットの基板上にディップスイッチがない仕様となりますので、以下機能はご使用できませ
ん。

機能 ディップスイッチ 出荷時 対応 リモコンでの対応

ワイヤード

停電自動復帰 SW5-2 OFF（無効） 設定不可 設定可 設定可

試運転 SW4-1,2 OFF 設定不可 操作可 操作可

低騒音化ボード※２ SW5-6 OFF 設定不可 ー ー

冷専/冷暖切替 SW5-5 OFF（冷暖） 冷専への切替不可 ー ー

デマンド/サイレント SW7-1 OFF（ｻｲﾚﾝﾄ） デマンドの設定不可 ※３ ー

停止時霜取り SW6-1 OFF（有効） 無効への切替不可 ー ー

既設配管（異径）使用※４ SW8-1 OFF 設定不可 ー ー

霜取り制御切替 SW7-6 OFF(標準） 北陸仕様の変更不可 設定可 設定可

アクティブフィルタ接続設定※２ SW9-2 OFF 設定不可 ー ー

既設配線使用（内外別受電方式） SW8-3 OFF 設定不可 ー

※1  １リモコングループ制御設定不可に伴い、パワーシェア、ローテション運転、バックアップ運転、スマートデフロストはご使用できません。

※２  ディップスイッチの設定不可に伴い、別売部品低騒音化ボード、高調波対策用アクティブフィルターがご使用できません。

※３  MAスマートリモコンの省エネセレクトモードによる能力セーブは可能です。

※4  スリムエアコン総合カタログ、据付工事説明書の「既設配管接続について」を参照ください。異径配管接続のＳＷ設定が必要な異径配管サイズの対応ができません。



Φ12.7 Φ25.4
t0.8 t1.0
◎

○

◎

Φ28.58
Φ9.52
Φ15.88
Φ9.52
Φ19.05
Φ12.7
Φ19.05

Φ31.75
Φ9.52
Φ15.88
Φ9.52
Φ19.05
Φ12.7
Φ19.05

Φ28.58
Φ6.35
Φ12.7
Φ9.52
Φ15.88
Φ9.52
Φ19.05
Φ12.7
Φ19.05

〈対象製品〉

【変更機種に関する内容について】

スリムエアコン室外機ERシリーズ  ＜形名末尾  -A、-ABS、-ABSG＞
■ディップスイッチ削減箇所

〈対象製品〉

※PUZ-ERMP112-160LA11形の基板です

○：使用可能

×：本製品はディップスイッチがない仕様となりますので、対応不可となります

スリムエアコン室外機ERシリーズ  ＜形名末尾  -A、-ABS、-ABSG＞
異径配管接続について

◎：標準サイズ

1:1(シングル)の場合

液管 外径 Φ6.35 Φ9.52 Φ12.7 Φ15.88
肉厚 t0.8 t0.8 t0.8 t1.0

ガス管 外径 Φ15.88 Φ15.88 Φ25.4 Φ28.58 Φ28.58 Φ28.58 Φ31.75
肉厚 t1.0 t1.0 t1.0 t1.0 t1.0 t1.0 t1.1

P224形 ◎ × × × ×

P40~P63形 × ×

× ×

同時ツインの場合（224・280形）

能力 P224ツイン（112×2）、P280ツイン（140×2）

P280形 ○ × ×

× × ×

主管径(mm) 液管 Φ9.52 Φ12.7 Φ15.88
ガス管 Φ25.4

液管 ○ × ○

Φ28.58 Φ25.4 Φ28.58 Φ31.75

ガス管
液管 ◎

(P224)
× ◎

(P280)
×

能力 P224トリプル（80×3）

×
ガス管
液管 ○ × ○ × ×

枝管径(mm)
ガス管

× ×

主管径(mm) 液管 Φ9.52 Φ12.7 Φ15.88

同時トリプルの場合

ガス管 Φ25.4 Φ28.58 Φ28.58 Φ28.58
×

ガス管

枝管径(mm)

液管 ◎ × × ×

液管 ○ × × × ×
ガス管

ガス管
液管 ○ × × × ×

主管径(mm) 液管 Φ9.52 Φ12.7 Φ15.88

同時フォーの場合（224・280形）

能力 P224フォー（56×4）、P280フォー（71×4）

ガス管 Φ25.4 Φ28.58 Φ25.4 Φ28.58 Φ31.75

枝管径(mm)

液管 ◎
(P224)

× ○
(P224のみ)

×

液管 ○ × ◎
(P280)

× × ×
ガス管

× ×
ガス管

×
ガス管
液管 ○ × ○ × ×

×
ガス管
液管 ○

(P280のみ)
× ○

(P280のみ)
× ×



リンナイ納期遅延情報第５報　2/4更新

受付済みのご注文分 新規のご注文分

高温水供給式 ～22年5月末頃 22年6月以降

暖房専用機 ～22年3月末頃 22年4月以降

ホールインワン ～22年2月末頃 22年3月以降

ハイブリッド給湯器 ～22年4月末頃 22年5月以降

ガス瞬間湯沸器 ～22年3月末頃 22年4月以降

テーブルコンロ ～22年3月末頃 22年4月以降

DELICIA

Lisse

スペリア

Mytone

SENCE

その他

衣類乾燥機

浴室暖房乾燥機

タイプ商品名商品群メーカー

リンナイ

RS71/31W27

RS71/31W28

RHS/RSその他の機種

空調機器
RDT-＊＊(3㎏.5㎏.8㎏.業務用含む)

RBH-C.W＊＊(ミストタイプ含む)

RUJ-＊＊

RH-＊＊

RUF-ＨV.HE＊＊

50L、100L、160L

RUS-V＊＊

リモコン
MC/BC-145シリーズ.MC-146シリーズ

22年5月以降

～22年2月末頃 22年3月以降

RUFH-SE＊＊(スリムタイプ)

RUFHその他の機種(屋内タイプ含む)

～22年4月末頃
MBC-155.240.300.301.302.320.306シリーズ

奥行60㎝C402Cタイプ

ご注文の見込み納期

給湯機器

給湯単能機

RUX-A.E.K.V＊＊    RUK-＊＊

～22年5月末頃
RUXC-＊＊(業務用)

RUX-SA.SE＊＊(スリムタイプ)

RUXその他の機種(屋内タイプ含む)

追い焚き付給湯器

RUF-A.E(EP).K.V.VK＊＊

RUF-ME、MBU3(マイクロバブル)

RUF-SA.SE＊＊(スリムタイプ)

RUFその他の機種(屋内タイプ含む)

給湯暖房機

RVD-A.E＊＊

RUFH-A.E(EP)＊＊

22年6月以降

～22年4月末頃 22年5月以降

～22年4月末頃 22年5月以降

～22年3月末頃 22年4月以降

厨房機器

食器洗い乾燥機

RHS71/31W32＊＊

RHS71/31W29 22年4月以降

回転.プッシュ片面焼き

標準スライドタイプ全般

深型スライドタイプ全般

～22年3月末頃 22年4月以降
フロントオープンタイプ

RHS71/31W31＊＊(3V.100Vタイプ)

～22年3月末頃

RHS71/31W23＊＊



ノーリツ　商品の納期遅延についてお詫びとご案内（第７報）

1、対象商品と、ご注文の納入見込み（1月 17 日現在）　※注1 生産が困難な機種有り、別表に記載　※赤字は改善傾向製品

対象商品 機種 受付済みご注文の納入見込み 新規ご注文の受注について

GTH-C（P/V）**61 シリーズ ～2022 年３月末頃

GTH-C（P/V）**60 シリーズ※注１ 早期解消に向け調整中

GTH-C**59・63 シリーズ ～2022 年３月末頃

GTH-**44 シリーズ ～2022 年４月末頃 2022 年５月～納期で受付

GTH-**45 シリーズ※注１ 早期解消に向け調整中 2022 年６月～納期で受付

ガス温水暖房付給湯器 GQH シリーズ※注１ ～2022 年３月末頃 2022 年４月～納期で受付

ガス温水暖房専用熱源機 GH シリーズ※注１ 早期解消に向け調整中 2022 年５月～納期で受付

GT-C**62・63 シリーズ ～2022 年４月末頃 2022 年５月～納期で受付

GRQ-C**62 シリーズ ～2022 年２月末頃 2022 年３月～納期で受付

GT-**60 シリーズ ～2022 年４月末頃 2022 年５月～納期で受付

GT-**53 シリーズ ～2022 年２月末頃 2022 年３月～納期で受付

GT その他シリーズ※注１ ～2022 年３月末頃 2022 年４月～納期で受付

GQ クイックオート※注１ ～2022 年４月末頃 2022 年５月～納期で受付

GQ その他シリーズ※注１ ～2022 年２月末頃 2022 年３月～納期で受付

ガスバランス形ふろがま GBSQ・GBS・GUQ・GUS※注１ 早期解消に向け調整中 2022 年４月～納期で受付

ガスふろがま GSY シリーズ※注１ ～2022 年１月末頃 2022 年２月～納期で受付

ハイブリッドGT シリーズ ～2022 年２月末頃 2022 年３月～納期で受付

ハイブリッドGTH シリーズ ～2022 年３月末頃 2022 年４月～納期で受付

石油温水暖房熱源機 OH シリーズ※注１ 早期解消に向け調整中 2022 年６月～納期で受付

OTQ（-C）シリーズ※注１ 2022 年５月～納期で受付

OTQ-G（CG）シリーズ※注１ 2022 年６月～納期で受付

OTX（-C）シリーズ※注１ 2022 年４月～納期で受付

OQB（-C）シリーズ※注１ 2022 年５月～納期で受付

OX（-C）シリーズ※注１ 2022 年４月～納期で受付

ガスビルトインコンロ 全シリーズ ～2022 年２月末頃 2022 年３月～納期で受付

ガス小型湯沸器 全シリーズ ～2022 年３月末頃 2022 年４月～納期で受付

GQT シリーズ ～2022 年４月末頃 2022 年５月～納期で受付

GQ-CWZ シリーズ※注１ 早期解消に向け調整中 2022 年６月～納期で受付

GQ-WZ シリーズ※注１ ～2022 年４月末頃 2022 年５月～納期で受付

業務用石油給湯機 OQB（-C）WZ シリーズ※注１ 早期解消に向け調整中 2022 年５月～納期で受付

※注１ 部品調達の目処がつかず、生産が困難な機種（2022 年１月 17 日現在）

対象商品 シリーズ
ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH（-C）シリーズ

ガス温水暖房付給湯器 GQH シリーズ
ガス温水暖房熱源機 GH シリーズ

ガスふろ給湯器 GT シリーズ
GQ クイックオート

GQ シリーズ

ガスバランス形ふろがま GBSQ・GBS・GUQ・GUS シリーズ
ガスふろがま GSY シリーズ

石油温水暖房熱源機 OH シリーズ

石油ふろ給湯機 OTQ（-C）・OTQ-G（CG）・
石油給湯機 OQB（-C）・OX（-C）シリーズ

GQ-CWZ シリーズ

GQ-WZ シリーズ

業務用石油給湯機 OQB（-C）WZ シリーズ

３．システム対応について
お湯net 在庫照会・注文サービス「Web-EDI」の在庫照会・簡易見積機能を停止しております。
尚、大変お手数をお掛けいたしますが、ご不明な点につきましては弊社営業担当までお問合せいただきますようお願い申し上げます。

全般

GQ-1620WZD-F、GQ-1620WZ-FFA、GQ-2420WZD-F GQ-3211WZ（Q）、GQ-C3210WZ-FF、GQ-5011
（21）WZ シリーズ

全般
GSY-132D シリーズ
全般
全般
全般

2022 年４月～納期で受付

ガス温水暖房付ふろ給湯器

ガスふろ給湯器

ガス給湯器

ハイブリッド給湯システム

２． 対象商品の新規ご注文について
「受付済みご注文」の納期回答および納入の早期完了に向け、新規ご注文につきましては、即納での受付を  一時的に停止させていただきます。
また、納期回答につきましては、当面の間「納期回答ができない」または「納期回答にかなりのお時間を頂戴する」可能性がございます。
多大なるご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解を賜りますよう何卒お願い申し上げます。

生産が困難な機種

ガス給湯器

業務用ガス給湯器

早期解消に向け調整中

早期解消に向け調整中

石油ふろ給湯機

石油給湯機

業務用ガス給湯器

全般

GTH-C（P/V）60 シリーズ、GTH-**45 シリーズ
GQH-**45 シリーズ
全般
GT-1644SAWXA-F
GQ-**27-DX シリーズ、GQ-**28-DX シリーズ

GQ-C**32WX シリーズ、GQ-**37W（R）X シリーズ、 GQ-**37WS シリーズ、GQ-**28WS シリーズ、
GQ-1639WS（E）-C・T・TB、GQ-1039W・1037WS-F、GQ-1626WS-60T・TB、GQ-**37WS（E）-KB
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