
2021 年 4月 16 日 

お客さま各位 

 

 株式会社 LIXIL 

LIXIL WATER TECHNOLOGY JAPAN 

トイレ空間事業部 

キッチン・洗面事業部 

 

 

 

トイレ・洗面商品の品薄のお詫びとお知らせ 
 

 

謹啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は、弊社製品をご愛顧賜り誠に有難うございます。 

 

現在、弊社トイレ・洗面の一部商品におきまして、受注増による品薄のため、納品までにお時間をいただいておりま

す。誠に申し訳ございません。日々増産により、納期回復に努めておりますが、一時的に納品納期を変更させていた

だきます。 

大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

尚、既に納材が決定している現場におきましては、お早めにご発注いただきますことを重ねてお願い申し上げます。 

謹白 

記 

■受注納期変更対象商品      ★：今回、リストに追加した商品です。 

商品名 画像 代表品番 受注後納期 備考 

プレアスＬＳタイプ 便器部 
※便器部(マンションリフォーム用)のみ 

 

YBC-CL10PM** 約０．５か月  

プレアスＨＳタイプ便器部 
※便器部(マンションリフォーム用)のみ 

 

YBC-CH10PM** 約０．５か月  

プレアス LS タイプリトイレ 

床上排水（排水高さ 155mm） 

手洗カウンター付／コーナー手洗器付  
YHYM-CL10** 約０．５か月  

アステオリトイレ便器部 

※BW1 色のみ  
YBC-A10H** 約０．５か月  

アメージュＺＡシャワートイレ 

 

DT-ZA2** 

(Y)BC-ZA20** 
大口：約１か月  

多機能トイレパック 

NEW PUBLIC TOILET HL 

※自動水栓セットのみ  

(Y)PTWC-BC18** 約３か月  

多機能トイレパック 

※自動水栓セットのみ 
 

(Y)PTWC-FC10** 約３か月  

オートフラッシュＣ センサー一体形 

シャワートイレ自動洗浄対応 
 

OKC-AT7110SCW 

OKC-AT6110SCW 

OKC-A5110SCW 

約１か月  

オートフラッシュＣ センサー一体形 

後付けタイプ（電池式）  
OKC-A500SD(T) 約２．５か月  

流せるもんＵ 

新設タイプ・後付けタイプ 
 

OK-100SET 

OK-100(TK) 
約２．５か月  

コフレルワイド（壁付） 

 

YL-DA83** 約２．５か月  



サティス洗面器 

YL-555 タイプ 
 

YL-A555** 

YL-D555** 
約４か月  

コンパクト洗面器 

YL-531 タイプ  
(Y)L-A531** 約２か月  

ドゥケア・カウンター／ 

車椅子対応ストレート・コンポタイプ 

※自動水栓セットのみ  

DCXO-757**/758** 

DCXO-907**/908** 
約３か月  

ドゥケア・カウンター／ 

車椅子対応ラウンド・コンポタイプ 

※自動水栓セットのみ  

VHO-757**/907**/1007**/1207** 

VHO-758**/908**/1008**/1208** 
約３か月  

ドゥケア・カウンター／ 

自立歩行者向け・コンポタイプ 

※自動水栓セットのみ   
VSO-755** 約３か月  

角形洗面器（ベッセル・壁付兼用式） 
 

(Y)L-555** 約４か月  

角形洗面器（ベッセル・壁付兼用式） 
 

(Y)L-531** 約２か月  

はめ込みだ円形洗面器 

（アンダーカウンター式）  
(Y)L-2291** 約１か月  

はめ込みだ円形洗面器（フレーム式） 
 

(Y)L-2594** 約２か月 
前回報告 

約４か月 

そで無大形洗面器（壁付式） 
 

(Y)L-176U** 約２か月 
前回報告 

約２．５か月 

壁付手洗器 

※自動水栓セットのみ 
 

(Y)L-A74UW** 

(Y)L-A74UA** 

(Y)L-A74UM** 

約３か月  

自動水石けん供給栓 オートソープ 

 
KS-92** 約３か月  

多目的流し 

 

(Y)S-21S 約２か月  

コンパクトシンク 
 

(Y)S-531** 約２か月  

オストメイト対応流し 
 

(Y)S-206R 約０．５か月 
前回報告 

約１か月 

掃除口付汚物流し 

 

(Y)S-207** 約０．５か月  

幼児用マルチシンク 

※自動水栓セットのみ 
 

PS-A30C5A** 

PS-A30C6A** 
約３か月  

施設・病院向け洗面化粧台 

※自動水栓セットのみ 

 

FTV1N-60AM** 

FTV1N-75AM** 
約３か月  

平付小形手洗器 

 

(Y)L-32** 約０．５か月  

手洗器 

※BN8 色のみ  
(Y)L-80** 約３か月  

・品番の後ろの**には、補足品番、色番等が入ります。 

・ご注文状況により、上記納期が変わる場合がございます。 

 

以上 



                                                                        2021 年 4 月 16 日 

お客さま各位 

 

 株式会社 LIXIL 

LIXIL WATER TECHNOLOGY JAPAN 

水栓事業部 

 

 

 

自動水栓オートマージュの品薄のお詫びとお知らせ 

 

謹啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は、弊社製品をご愛顧賜り誠に有難うございます。 

 

現在、弊社自動水栓オートマージュ全般、自動水栓オートマージュがセットされた商品（自動水栓一体型電温、加温

自動水栓）におきまして、受注増による品薄のため、納品までにお時間をいただいております。誠に申し訳ございま

せん。日々増産により、納期回復に努めておりますが、一時的に納品納期を変更させていただきます。 

大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

尚、既に納材が決定している現場におきましては、お早めにご発注いただきますことを重ねてお願い申し上げます。  

謹白 

記 

現行品＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

■対応開始日：２０２１年４月１５日（木）より 

■対象商品・受注納期：一部納期変更がございます。   ★：今回変更がある商品です 

シリーズ名  画像 仕様 代表品番 受注納期 代替品番 備考 

オートマージュ 

Ａタイプ 

21.3.31 廃番 

100V 

AM-200*V1、 

AM-201*V1、 

AM-203*V1 

～5/31 受注後 3 か月 

6/1～6/30 受注後４か月 

7/1～受注不可 

オートマージュ A 

AM-300*V1 

21.3.22 受注開始 

受注後納期 3か月～ 

 

アクエ

ナジー 
AM-200* 

4/1～納期回答不可 

4/1～6/30 10 月以降納期分

の事前申請のみ受付 

7/1～受注不可 

オートマージュ A 

AM-300* 

21.3.22 受注開始 

受注後納期 6か月以上 

 

グースネックタイプ 

21.3.31 廃番 

100V 

AM-210*V1、 

AM-211*V1、 

AM-213*V1 

～5/31 受注後 3 か月 

6/1～6/30 受注後４か月 

7/1～廃番 受注不可 

オートマージュ 

グースネックタイプ 

AM-311*V1 

AM-313*V1 

21.3.22 受注開始 

受注後納期 3か月～ 

 

アクエ

ナジー 
AM-210* 

4/1～納期回答不可 

4/1～6/30 10 月以降納期分

の事前申請のみ受付 

7/1～受注不可 

オート-マージュ MX 

AM-320* 

21.3.22 受注開始 

受注後納期 6か月以上 

 



オートマージュ 

Ｃタイプ 

21.3.31 廃番 

100V 
AM-

130*(100V) 

4/1～納期回答不可 

4/1～4/30 7 月以降納期分

の事前申請のみ受付 

5/6～受注不可 

オートマージュ MX 

AM-320*V1 

21.3.22 受注開始 

受注後納期 3か月～ 

 

アクエ

ナジー 
AM-130* 

4/1～納期回答不可 

4/1～4/30 10 月以降納期分

の事前申請のみ受付 

5/6～受注不可 

オートマージュ MX 

AM-320* 

21.3.22 受注開始 

受注後納期 6か月以上 

 

オートマージュ 

Ｇタイプ 

21.3.31 販売中止 

（緊急廃番） 

100V 
AM-

140*(100V) 

4/1～納期回答不可 

4/1～4/30 7 月以降納期分

の事前申請のみ受付 

5/6～受注不可 

オートマージュ MX 

AM-320*V1 

21.3.22 受注開始 

受注後納期 3か月～ 

 

アクエ

ナジー 
AM-140*  

4/1～納期回答不可 

4/1～4/30 10 月以降納期分

の事前申請のみ受付  

5/6～受注不可 

オートマージュ MX 

AM-320* 

21.3.22 受注開始 

受注後納期 6か月以上 

 

取替用 

オートマージュ 
乾電池 AM-160CD 

発注後納期  

２週間【1～9 台】 

１か月【10～50 台】 

１か月以上【50 台以上】 
－ 
 

★ 

前回 

２か

月 

自動水栓一体型 

電気温水器 
100V 

EHMN-CA3* 

EHMN-CA6* 発注後納期 3 か月 

【1 台～】 

 

加温自動水栓 100V 

200V 
EAAM-200*  

※極力新商品への切り替えをお願いします。 

※仮注文、大量手配など不急物件のご注文は極力お断り願います。 

 

  



新商品＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

■既報告より変更ございません      

シリーズ名  画像 仕様 代表品番 受注納期 備考 

オートマージュ 

Ａタイプ 

21.4.1 発売  

100V AM-300*V1、 

AM-301*V1、 

AM-303*V1 

3/22～受注後 3 か月～  

アクエナ

ジー 

AM-300* 

3/22～受注後 6 か月以上  

オートマージュ 

グースネックタイプ 

21.4.1 発売 

100V AM-311*V1、 

AM-313*V1 

3/22～受注後 3 か月～ 

 

オートマージュ 

MX タイプ 

21.4.1 発売 

  

100V AM-320*V1、 

AM-321*V1、 

AM-323*V1 

AM-320H*V1 

【H=ベッセル用】 

 

アクエナ

ジー 

AM-320* 

AM-320H* 

【H=ベッセル用】 

3/22～受注後 6 か月以上  

※3/22 以降のご注文で、７月～９月までの期間に出荷をできるのは 100V 仕様のみとなります。 

※仮注文、大量手配など不急物件のご注文は極力お断り願います。 

 

以上 








