
文書番号：001430-HS-4 

お客様 各位 

2022年 5 月 13日 

テラル株式会社

生産統括部 

中国のロックダウンによる製品納期への影響について 

拝啓 貴社益々ご隆昌の段、お慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 現在、各メディアでも紹介されておりますように、2022 年 4 月初旬より中国上海

でのコロナウィルス感染の拡大によりロックダウンが実行されております。弊社の上

海工場においても生産が完全にストップしている状況です。 

この影響を受けて、弊社国内工場への供給も止まっているために生産計画が見通せ

ない状況で、現在ご注文いただいております案件についても、お客様のご要求納期通

りに商品をご提供することができない事態となっております。ご迷惑をおかけするこ

ととなりますが、事情ご賢察の上、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

改善が見込める状況になりましたら、改めてご連絡させていただきます。大変ご迷

惑をお掛け致しますが、ご理解いただきますよう重ねてお願い申し上げます。 

敬具 

記 

1. 対象製品
対象製品 機種・仕様 出力範囲(kw) 

陸上ポンプ

SJMS 全出力 

SLP2 全出力 

SJ4 口径 100以上 全出力 

給水ユニット(単体含む) NX-VFC/NX-LAT/NX-LFT/NX-DFC/NX 全出力 

増圧給水ユニット MC5 全出力 

消火栓ポンプユニット NXF/NXFT 全出力 

2. 改善予測

2022年 7月中旬予定

※ロックダウンの期間により変動します

ご不明な点につきましては、弊社担当営業所までお問い合わせください。 

以上 



お取引先 各位
2022年5月吉日

ダイキン工業株式会社
空調営業本部

ダイキンHVACソリューション東京株式会社

中国ロックダウンによる壁掛けルームエアコンの生産・供給に関するご案内

拝啓
貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品のご拡販にご尽力賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2022年4月の中国上海市及び周辺で発生した新型コロナウィルス感染者
急増を受けてのロックダウン（都市封鎖）の影響で、弊社サプライヤーの工場稼働が操業停止
しており、一部商品において生産影響が発生してます。
対象の商品につきましては、今後のご発注におきまして納入時期の調整をお願いいたしますと
ともに、既にご発注済みの商品につきましても、納期変更のお願いをさせて頂く事がございます。
商品の供給・納期対応に多大なご迷惑をお掛けしますこと、深くお詫び申し上げます。

一日も早い生産回復、供給挽回に向けて取り組んで参りますので、お客様、関係者の皆様
には、大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

１．対象機種について
・現時点において、下記商品シリーズにおいて生産影響が発生いたしております。
ＲＸシリーズ、ＤＸシリーズ、ＡＸシリーズ、ＦＸシリーズ、CXシリーズ(4.0Kw以上)
※CXの小型(3.6Kw以下)、上記以外のシリーズは出荷対応可能。
※詳細は弊社営業に確認を願いいたします。

２．納期及び商品のお届けについて
・今後の新規ご発注分については、５月末以降での納品とさせて頂きます。

※機種毎の詳細は弊社営業に確認をお願いいたします。
・既にご発注分につきましては、納期調整、機種変更のお願いをさせて頂きます。

３．今後の対応について
・生産回復、供給挽回が確定次第、順次ご連絡させて頂きます。

現在、回復に向け最大限の努力を続けております。
ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

以上



お得意先　各位

岡崎工場

拝啓  貴社益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます｡

平素は､弊社製品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます｡

　首記の件、昨今より影響が拡大しております世界的な半導体・電子部品の供給難等、種々影響

により、先般「弊社製品の納期遅延に関して」にてご連絡をさせて頂きましたが、その後の調達

に改善が見られない状況であり、各部材メーカーからの供給不足が継続しております。

　このような状況下より、誠に不本意ではございますが、下記機種において安定供給の見通しが

立つまでの間、ご注文の受付を一時停止させて頂きます。多大なるご迷惑をお掛けすることとな

り深くお詫び申し上げますとともに、何卒ご容赦賜りますようお願い申し上げます。

　本件につきましては引続き早期復旧に努めてまいります。事情をご賢察の上、何卒ご了承賜り

ますよう重ねてお願い申し上げます。

                            　　　　　　　　　　　敬具

記

ご注文受付一時停止　対象製品（形式・出力）

　ご注文受付の再開につきましては、あらためてご連絡させて頂きます。ご不明点につきまして

　　　　　　　以上

は、弊社担当営業所までお問合せ下さい。

  

2022年1月21日

株式会社川本製作所
    営業本部

弊社製品のご注文受付一時停止についてのお知らせお詫び

1 NDP 0.4（S/S2/T）～1.1（S2）

2 KDP 0.75～7.5

3 SDP 2.2～7.5

4 KFED-A・R 0.75（S2）～7.5

5 NF（H・G）-A・P 0.4（S/S2/T）、0.75（S2）

6 KFE-A・P・Ｔ 0.4（S2）～7.5

7 KFEH-A・P 1.5～3.7

8 KFET（L）-A・P 0.75（S2）～3.7

9 LF（E）-S 1.5～5.5

10 USF（E・2）-S 1.1～7.5

11 KUF-A・P 1.5～7.5

自動給水ポンプ
（水中用）

2022．1．24　以降一時停止

2022．1．24　以降一時停止

自動給水ポンプ
（陸上用）

2022．1．24　以降一時停止

2022．1．24　以降一時停止

2022．1．24　以降一時停止

2022．1．24　以降一時停止

2022．1．24　以降一時停止

直結給水ブースターポンプ

2022．1．24　以降一時停止

No 対象製品 対象形式 出力範囲（kw） ご注文受付について

2022．1．24　以降一時停止

2022．1．24　以降一時停止

2022．1．24　以降一時停止
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                                令和４年２月４日 
お得意先様 各位 
                             リンナイ株式会社 

 
 

   弊社商品の納期遅延状況に関して【第５報】 

 
 

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 
平素は、弊社商品に対しまして格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。 
 

表記の件、新型コロナウイルス感染拡大によるサプライヤーの生産遅延ならびに 
世界的な電子部品や樹脂材料等の不足によりワイヤーハーネス等の部品調達に影響が

出ており、弊社商品がお得意先様の希望する納期通りに供給できない状態が続いており

ます。 
現在、安定生産に向け全社を挙げて取り組んでおりますが、未だ不安定な生産状況であ

ることと、業界全体の混乱により想定以上のご注文をいただいていることから、現時点

で受付済のご注文と、新規ご注文の納入見込みを下記の通りご案内させていただきます。 
なお、状況が変わり次第、随時ご報告させていただきます。 

 
お得意先様には多大なご迷惑をお掛けし深くお詫び申し上げます。 

引き続き、全社を挙げて早期解消に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますよう 
お願い申し上げます。 
                                    敬具 

 
記 

 

◆対象商品とご注文の納入見込み（詳細は別紙参照願います） 
 給湯機器  ：給湯単能機、追い焚き付給湯器、給湯暖房機、高温水供給式 
        暖房専用機、ホールインワン、ハイブリッド給湯器、リモコン 
        ガス瞬間湯沸器 ※業務用給湯器含む 
厨房機器  ：テーブルコンロ、ビルトインコンロ、食器洗い乾燥機 
空調機器  ：衣類乾燥機、浴室暖房乾燥機 

 
 
大変ご迷惑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い

合わせ頂きますようお願い申し上げます。                 
  







メーカーC 仕入先 商材 納期状況
100 フジクラ 高圧ケーブル 納期未定
164 積水化学 シリコン関連
176 丸一鋼管 厚鋼パイプGP82
178 外山電気 スイッチBOX NSB2B
200 東芝ライテック ベースライト/非常・誘導灯/ダウンライト/シーリング 1ヶ月～
201 岩崎電気 道路灯器具、投光器用専用電源ユニット、防爆器具吊具類
202 星和電機 SCロック 半年～1年半
205 コイズミ ダウンライト/ベースライト 納期未定
206 オーデリック ダウンライト/ベースライト 納期未定
304 ニチフ 丸端子/Y端子 1.5～2ヶ月以上
310 ヘラマンタイトン ABタイ/エンドレスタイ 2～3ヶ月
330 パンドウィット 結束バンド/エンドレスタイ 2～3ヶ月
400 河村電器産業 ブレーカー 3ヵ月
407 大崎電気工業 ワットメーター 三菱品不足により影響 品不足予定
408 テンパール工業 各戸盤/ブレーカー 2月以降復活予定
410 三菱電機 ブレーカー/高圧機器/マグネット 1~9ヶ月
417 富士電機 ブレーカー/高圧機器/マグネット 0.5～11ヶ月
418 エナジーサポート LBS 3ヶ月
690 JAPPY 端子類/LEDシーリング 1.5～2ヶ月以上
800 アイホン 戸建て住宅向け 未定
901 東光東芝 ワットメーター 三菱品不足により影響 品不足予定

各制御メーカー 半年～1年半



商品供給に問題が生じている商材群 2021/12/6

商材群名称 パナソニック 三菱 日東工業
マンション用HA機器 ●
自火報　全般 ●
非住宅用照明器具　全般 ● ●
住宅用照明　一部 ●
給湯機器　全般 ● ●
IHクッキングヒーター　全般 ● ●
業務用空調機器　全般 ●
家庭用エアコン ○
インターホン　全般 ○
太陽光パワコン ●
ネットワークカメラ ●
高圧機器（キュービクル） ● ●
電路機器（ブレーカー） ○

インターホンのペアタイプ（１：１）が１２月・１月と品薄の連絡きております。

在庫分の手当は今進めておりますが在庫品以外の日売り引当分は納期が掛かるみ通しです。

●　：　引き続き納期状況が未定で大幅に納期が発生している商材群です






