
お客様 各位 2020 年 4 月 12 日 

  

株式会社ティーディーシー 

    

  

新型コロナウイルス影響による商品供給状況について 

    

拝啓、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。 

既にご高承の通り、新型コロナウイルスの感染拡大、長期化により、仕入先各社の一部商品に 

 

納期遅延や新規受注停止等の影響が発生しております。 

 

現時点で仕入先各社より発表のあった状況を以下にまとめさせていただきました。   今後も新たな情報等発

生次第、皆様に状況をご報告させていただきつつ対応にあたって参ります。   皆様には、多大なご迷惑をお

かけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

     敬具

記 

（4 月 8 日現在 ※記載内容更新は赤字） 

メーカー 分類 対象商品 前回（4/6) 今回（4/12) 

ＴＯＴＯ㈱ 

トイレ 

パブリックコンパクト便器・フラッシュタンク式（セット品番:CFSF497 系、単

品品番:CS497 系、SP49*系） ※特殊品は対象外 
3/4より受注再開 3/4より受注再開

ウォシュレットシートタイプ 全機種ウォシュレット一体型便器 全

機種（ネオレスト・ＧＧ手洗器付含む）暖房便座・普通便座 全機

種（3/2 より幼児用便座除く）住宅用システムトイレ（レストパル・レ

ストパル F） 

レストルームドレッサー 一部シリーズ、フラットカウンター多機能トイレパ

ッ密結大便器・タンク（ピュアレスト EX,QR,MR、CS670,340 ほか） 

3 月 30 日（月）
より受注再開 ※

一部商品は 

購入台数上限

ク 
枠

設定 

3 月 30 日（月）
より受注再開 ※

一部商品は 

購入台数上限

枠設定 

ｺﾝﾊﾟｸﾄｵｽﾄﾒｲﾄﾊﾟｯｸ（UAS8*)、ｱｰﾑﾚｽﾄ付壁掛大便器ﾄｲﾚﾊﾟｯｸ

(UACP11*) 壁掛大便器ｾｯﾄ・ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式(UAXC3C*)、ｼｽﾃﾑﾄｲﾚ（ﾗｲﾆ

ﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ全般壁掛フチなしトルネード汚物流しパック（ロータンク式 

UAS23*,UAS24*) パブリックコンパクト便器 タンク式 ほか） 

受注停止 受注停止 

システムキッチン 全シリーズ ザ・クラッソ/ミッテ（パナソニック製・三菱製 IH コンロ除く）  3/30 より受注再

開  

 3/30 より受注再

開 

三乾王 
浴室換気暖房乾燥機 戸建住宅向け(TYB31*) 浴室換気暖房乾燥

機 集合住宅向け(TYB40*) 

受注停止 受注停止 
水栓金具 壁付サーモスタット混合栓 自閉式（TMF49*) 

小型電気温水器 湯ぽっと(自動・専用水栓一体形) REAH03B11,REAL03B11 

洗面器・手洗器ｾｯﾄ 壁掛ハイバック洗面器(LSG125*,LSG135*)、スタッフ用手洗器(LS850C*) 

パブリック用鏡 LED 照明付鏡(EL80016/80017/80018/80019) 

洗面化粧台 全シリーズ（本体・鏡などを含む全て） 
3/24 より 

標準納期回答 

3/24 より 

標準納期回答 

水栓金具 

横水栓(T23*,T200*,T31*,T131*,T248*,T95*)、立水栓(T136*,T210*) 

定量止水壁付サーモスタット混合栓（TMF47*) 

自動水栓(TEN481*,TENA22*) 大便器自動フラッシュバルブ

(TEVN30*,TEVN40*) 台付シングルレバー混合栓

（TLGO1302*,TLGO1305*) ピタットくん(TW11*)、壁付サーモスタット混

合栓(TMNW40*) ホース付きシャワーヘッド（TBWO1007*),シングル混合

栓(TLC32*) 自動水石けん入れ(TLK02*,TLK01*)水石けん供給栓

（TLK05*/06*/02*) 幼児用水栓(TL106AQR) 

標準納期乖離 標準納期乖離 

クリーンドライ 高 速 タ イ プ （ TYC320* ） , 温 風 タ イ プ （ TYC120*), 高 速 両 面 タ イ プ

(TYC420*) 

小型電気温水器 湯ぽっと(REAH03B1,REAK03*,RECK03*,REWF03*,REKB*) 

大便器セット 掃除口付床置床排水大便器セット(CFS49M*,CFS494*K/N/V/R**) 

洗面器・手洗器ｾｯﾄ 
ベッセル式洗面器セット、壁掛ハイパック洗面器、コンパクト手洗器、幼児

用マルチシンク 一部商品 

ユニットバス部材 YHH23,YHH24（シンラ、サザナ、マンションリモデルバスルーム） 



㈱ＬＩＸＩＬ 

ユニットバス 

換気乾燥暖房機（UFD-111A/111PA) 

*天井開口のみ（機器は市販品の別途調達が必要）の場合は通常納期 
2 月 26 日（水）

より納期は発注

約 3 ヶ月後 

2 月 26 日（水）

より納期は発注

約 3 ヶ月後 
握りバー（8907-BTYPE,8928-BTYPE 全サイズ・全カラー） 

*Ｌ型握りバー（メタル）、Ｌ型握りバー（ホワイト）は対象外 

換気乾燥暖房機 3 月 13 日より納

期は発注約三ヶ

月 

3 月 13 日より納

期は発注約三ヶ

月 

（UFD-211A/211PA/211A-BK/211PA-BK/111A-BK/111PA-BK) 

キュービック照明（LE-EW-1A/1L)  3/30 より通常納期 3/30 より通常納期

浴槽内握りバー、浴室内アクセサリー類、水栓金具、浴室テレビ 納期遅延 可能

性 

納期遅延 可能

性 

水栓金具 

オールインワン浄水栓 AJ タイプ、キッチン用水栓ワンホールタイプ、 3/25 より受注再開

納期 2～5 週間 

3/25 より受注再開

納期 2～5 週間 
シャワーバス水栓クロマーレ S、洗濯機用水栓（単水栓、サーモスタット混合

栓） 

ナビッシュ A・B タイプ（乾電池式除く）、自動水栓（オートマージュ） 納期乖離 納期乖離 

水栓金具（新商品） 

洗濯機用水栓（単水栓） LF-WJ50KQA 4/1より受注開始 4/1より受注開始

ワイドフォールシャワーバス水栓(BF-WM145TSJH など） 5/1より受注開始 5/1より受注開始

取替用ディスポーザー（エルポ） DPFT-AP など 受注開始時期未定 受注開始時期未定 

 

メーカー 分類 対象商品 前回（4/6) 今回（4/8) 

㈱LIXIL 

浴槽 イデアトーン浴槽（SBN-1622) 納期後報 納期後報 

電気温水器 

全シリーズ 大口注文納期後報 大口注文納期後報 

パブリック用電気温水器(EHPN-CA6*,EHMN-CA6S*) 

納期乖離 

4/1 注文分より納期

約 2 週間 

納期乖離 

4/1 注文分より納期

約 2 週間 

システムキッチン 

対象機種（※)を含むキッチンセット本体 

（※食器洗い乾燥機、IH クッキングヒーター、手動ダウンウォール本体）

食器洗い乾燥機、手動ダウンウォール本体 
受注停止 受注停止 

ＩＨクッキングヒーター、レンジフード（パナソニック製） 

水栓金具、電気温水器 納期遅延の可能性 納期遅延の可能性 

交換入替用単品販売 オールインワン浄水栓（キッチンセットでの受注は継続） 受注停止 受注停止 

リシェル SI（20 年モデル）、アレスタ・シエラ・AS（新機器、キッチンコンセント等） 発売延期 発売延期 

トイレ 

パブリック向けクイックタンク便器 3/10 より受注再開 3/10 より受注再開

一体型シャワートイレ（サティス G・S、アメージュ ZA、プレアス LS・ＨＳ、ア

ステオ、パブリック向けタンクレストイレ、ＧＲＯＨＥセンシアアリーナ） 
4/1 注文分より
納期 1 週間～ 

8 週間 

4/1 注文分より
納期 1 週間～ 

8 週間 

シャワートイレシートタイプ（KA・ＫＢシリーズ、PA・PB シリーズ、 

New PASSO、US・UH シリーズ） 

キャビネット付便器（リフォレ）、システムトイレ商品（多機能トイレパック） 

組み合わせ便器（アメージュＺ便器、一般洋風便器） 

組み合わせ便器（パブリック向けクイックタンク便器、ワンピース便器） 標準納期 標準納期 

システムトイレ（多機能トイレパック、オストメイトパック、壁掛汚物流しパッ

ク 

） 納期乖離 納期乖離 

アクセサリー（TF・TC・TJ シリーズ） 納期後報 納期後報 

アクセサリー（TF・TC・TJ シリーズ以外）、施設用手すり 大口注文納期後報 大口注文納期後報 

縦型/横型おむつ交換台（AC-OK-F11,AC-OK-21F) 3/24 より納期後報 3/24 より納期後報

サティス G/S タイプリトイレ 手洗器付 発売延期 発売延期 

洗面器 ベッセル式、はめ込みアンダーカウンター、ハイバックガード、車椅子用、壁付式 
納期乖離 納期乖離 

手洗器 キャパシア、コフレル、コーナー手洗キャビネット、狭小手洗器 

洗面器・手洗器 上記以外の商品 納期遅延の可能性 納期遅延の可能性 

洗面化粧台 
L.C.、ピアラ、オフト 納期乖離 納期乖離 

ルミシス、エスタ、リフラ、ドゥケア 納期遅延の可能性 納期遅延の可能性 

タイル・石材 一部商品 受注停止・納期後報等 受注停止・納期後報等 

インテリア ラフィスシリーズ 引戸本体引手オプション対応（河淳社製 引手仕様品） 

3/19 受注分～ 

4 月末頃まで納

期遅延 

3/19 受注分～ 

4 月末頃まで納

期遅延 

㈱LIXIL 

総合カタログ非掲載 

トイレ 

一体型シャワートイレ（ベーシア、ベーシアハーモ J タイプ・L タイプ）シャ

ワートイレシートタイプ（H シリーズ、D シリーズ）組み合わせ便器（ベーシア

便器、L セレクション(LG 便器・LN 便器・LC 便器) システムトイレ商品（ベー

シア Pita、多機能トイレパック） 

4/1 発注分より納
期 2 週間～ 

8 週間 

4/1 発注分より納
期 2 週間～ 

8 週間 

洗面化粧台 
XV,MR 納期遅延の可能性 納期遅延の可能性 

MV,PV 納期乖離 納期乖離 

ダイキン工業㈱ エアコン 

業務用エアコン（スカイエア・ビル用マルチ・設備用・ＧＨＰ）住宅用ルーム

エアコン、エコキュート、中低温エアコンアプライド製品（ヘキサゴン・大型

チラー・ファンコイル） 

回復基調 回復基調 

全熱交換機（天井埋込カセット型）、アプライド機器（ターボ冷凍機）一体

型スポットエアコン（新商品） 
供給影響あり 供給影響あり 

三菱電機㈱ 電住製品 バス乾・暖房・換気システム、給湯機 供給影響の可能性 
供給影響の可能性 



4 月後半供給分は確

認中 
5 月前半供給分は確

認中 

IH クッキングヒーター 

供給影響の可能性 
4 月後半供給分は確

認中 

換気扇・住宅用ロスナイ 供給影響の可能性 
5 月より影響なし 

ビルトイン食洗機 供給影響の可能性 供給影響の可能性 

太陽光発電システム 
供給影響あり 

5 月供給分は確認中

供給影響あり 
5 月供給分は確認中

スモークダッシュ、ジェットタオル 
4 月後半～影響なし 

5 月供給分は確認中 
4 月後半～ 

5 月前半影響なし 

ヒートポンプ式冷温水システム 
5 月供給分は確認中

5 月供給分は確認中

換気冷暖房（エアリゾート） 5 月供給影響なし 

エコキュート 

貯湯タンクユニット、ヒートポンプユニット 一部商品 下記参照 下記参照 

新規注文→納期未定、3 月納期回答分→納期回答通り 

４月以降納期回答分→3/12 に納期未定に変更、生産確定次第順次納期回答 
 

東芝キヤリア㈱ エアコン 

店舗オフィス用エアコン、産業用空調・熱源システム（チリングユニット

等）、ビル・工場用空調システム（ビル用マルチシステム、設備用パッケージエ

アコン）ヒートポンプ給湯機（家庭用、業務用）、コールドチェーン機器 

換気扇（家庭用、業務用、浴室換気乾燥機、レンジフード等）住宅用エアコン 

※4 月以降発売予定の新商品の発売時期変更の可能性あり 

納期遅延の可

能性 

納期遅延の可

能性 

日立グローバルライフソ

リューションズ㈱ 
エアコン 

パッケージエアコン（店舗・オフィス用エアコン、 産業用中温型 、 スポットエアコンを除く）チ

ラーユニット、冷凍機、除湿機、環境試験装置など 

4/10 まで生産

計画通り 

4/10 まで生産

計画通り 

パッケージエアコン（店舗・オフィス用室外機80型以下）スポットエアコン（床置20型） 3 月生産計画通

り 

3 月生産計画通

り 

パッケージエアコン（産業用中温型室外機 80 型以下） 納期遅延の可能性 納期遅延の可能性 

㈱ノーリツ 

ガス機器 
業務用ガス給湯機 GQ-5011WZ-2 ガスふろ給湯器（バスイン

グ） 一部商品 
納期未回答 納期未回答 

ＩＨコンロ 日立製・三菱電機製・パナソニック製 

食器洗い乾燥機 三菱電機製・パナソニック製・千石製 

洗面化粧台 ソフィニアクリエ、ソフィニア、キューボ、シャンピーヌ、シャンピーヌＬＴ 
受注停止 受注停止 

システムバス機器 電気式バス乾燥機(BS-161H/261H/132HA/133HA) 

 

メーカー 分類 対象商品 前回（4/6) 今回（4/8) 

リンナイ㈱ 
ビルトインコンロ SENCE、メタル（両面） 一部商品（買替用のみ） 納期遅延の可能性 納期遅延の可能性 

給湯器 エコジョーズ ホールインワン風呂釜（RUF-HE160/161 シリーズ） 納期遅延の可能性 納期遅延の可能性 

㈱日本イトミック 電気温水器 

壁掛型 3L 電気温水器（ESW03) 

2 か月程の納期現
時点発注で 

5 月上旬納期 

2 か月程の納期現
時点発注で 

5 月上旬納期 

壁掛型 3L 電気温水器（ESWM3) 

3 か月程の納期現
時点発注で 

6 月中旬納期 

3 か月程の納期現
時点発注で 

6 月中旬納期 

電気瞬間湯沸器(DE-10/15N1) 納期遅延解消 納期遅延解消 

EWR・ETR・ESD シリーズの一部 標準納期乖離の為

都度確認 

標準納期乖離の為

都度確認 

クリナップ㈱ 

システムキッチン 

食器洗い乾燥機 全機種（ミーレ社製を除く） 

ＩＨクッキングヒーター 全機種、電気オーブンレンジ(ZEKZS6M09MSZ) レ

ンジフード（スマートスクエアフード） 

納期遅延 

納品再開時期

未定 

納期遅延 

納品再開時期

未定 

換気扇、換気扇用フィルター、ミラーキャビネット 4/15 より通常納

期 

レンジフード（洗エールレンジフード）、水栓、オートムーブ、電気温水器 4/6 より受注再開 4/6 より受注再開

水栓 システムキッチン全シリーズ・KT・KT オリジナル 一部商品 
納期遅延 納品

再開時期未定 

納期遅延 納品

再開時期未定 
電気温水器 ZZEV-K18N3,ZZEV-F12N1,ZZEV-H12V1 

水切りパイプ棚 全機種 

㈱コロナ 給湯器 エコキュート、電気温水器 納期遅延の可能性 納期遅延の可能性 

トクラス㈱ 
ＩＨヒーター 

パナソニック製 納期遅延 納期遅延 

日立製・三菱電機製 納期遅延の可

能性 

納期遅延の可

能性 食器洗浄乾燥機 パナソニック製・リンナイ製 

大建工業㈱ 
金具 

リビングドア、おもいやりドア（ハンドル（一部）・丁番（一部）・吊車・引出・

箱錠・戸車・レール・金具（2 枚連動吊戸） 納期遅延の可

能性 

納期遅延の可

能性 クローク収納（ハンドル・吊車・戸車・レール）玄関収納（ハンドル・プッシュオープン金具） 

その他 手摺（ブラケット)、スライドタラップ（梯子）、ロフトタラップ（手摺付アルミ製） 

株式会社ウッドワン 

床材 コンビットソリッド（ユニタイプ）オーク 15 FK5634-B 受注停止 受注停止 

設備機器 

食洗機（パナソニック、三菱電機） 

IH（パナソニック、日立、三菱電機、エレクトロラクス）オーブン（パナソニッ

ク） 

納期未定 納期未定 



タカラスタンダード㈱ 

シャワー＆トイレ 便座取付用ボルト（TCA312）、温水洗浄便座タイプ（TCF5012R#NW1) 
受注停止 受注停止 

キッチン 
トレーシア（ハンドル引手セット）※レール引手セットは受注可能 

IH・食洗 全機種 納期遅延の可

能性、又は今後

受注停止の可

能性 

納期遅延の可

能性、又は今後

受注停止の可

能性 

システムバス ドア外タオル掛け 

給湯器 エコキュート 

トイレ 全機種 

㈱ハウステック 

システムバス 

暖房付換気乾燥機(BS-161H,BS-261H,BS132HA) ④ ④ 

ﾀｵﾙ掛、握りﾊﾞｰ、ｼｬﾜｰﾌｯｸ付握りﾊﾞｰ、ﾗﾝﾄﾞﾘｰﾊﾟｲﾌﾟ、ﾜｲﾔｰﾗｯｸ⇒全品

番 

通常納期 通常納期 

洗浄便座 全機種（WLUD-TCF570,WLHX-TCF5012) 戸建用ﾌｪﾘﾃｼ

ﾘｰｽﾞ 定量止水付水栓(YST/YSTK) 集合用 CJ/CB ｼﾘｰｽﾞ 本体

(1317,1416,1418 サイズ） 

② ② 

システムキッチン 

レンジフード(TST-75 H600 シルバー、除く全機種） 
通常納期 通常納期 

レンジフード（SSP20BK,CDP6017BK,UDP601NS) 

ＩＨヒーター（日立 GLS 製）、食器洗い乾燥機（PS 製） ② ② 

IH ヒーター（三菱電機ホーム機器製）、食器洗い乾燥機（リンナイ製） ⑤ ⑤ 

マルチスタンド（洗剤かご）、カナリエシリーズ（マルチラック） 通常納期 通常納期 

ガス給湯器 WF ｼﾘｰｽﾞ（WF-1612AT/ATL/ATK、WF-805AT/ATL) 通常納期 通常納期 

エコキュート ハイグレードタイプ本体（460L 一般地向け HHP-Y46AY2) 納期遅延の可能性 納期遅延の可能性 

ミニキッチン 
全シリーズ 電気温水器（12L 用、25L 用） 通常納期 通常納期 

IH ヒーター（三化工業製 SJH-BH213B） 3/1 以降欠品可能性 3/1 以降欠品可能性 

①：既注文分で 3 月以降の納品、または 2/19 以降の注文→欠品の可能性 

②：既注文分→納期延期及び欠品の可能性あり、2/19 以降の注文→納期未定 

③：既注文で 2/25 以降の納品、または 2/19 以降の注文→欠品の可能性あり 

④既注文分→欠品の可能性なし、3/1 以降の注文→欠品の可能性あり 

⑤：既注文分→納期延期及び欠品の可能性あり、3/18 以降の注文→納期未定、欠品の可能性 

永大産業㈱ 
設備機器 

食器洗い乾燥機（パナソニック製、三菱電機製 全機種） 

ＩＨｸｯｷﾝｸﾞﾋｰﾀｰ（パナソニック製、日立製、三菱電機製 全機種） 受注停止 受注停止 

システムキッチン ラフィーナ ネオ（取っ手ＳＫ） 

マックス㈱ 浴室乾燥機 1 室用・2 室用・3 室用・リフォーム用 一部商品 納期未定 納期未定 

㈱ノダ 建材商品 
内装ドア用レバーハンドル（一部）シリーズ名：ビノイエ、アートクチュ

ール、モードコレクト 

3 月中旬以降 

納期遅延可能性 

3 月中旬以降 

納期遅延可能性 

東芝エルイー ソリューション

㈱ 
家電製品 商品ごとに状況が判明次第連絡 納期遅延の 可能性 納期遅延の 可能性 

パナソニック㈱ ライフソ

リューションズ社 

システムキッチン 

全シリーズ（本体、機器類を含むすべて） 3/13 条件付受注再

開 
3/13 条件付受注再

開 

ほっとくリーンフード、レンジフード、スリムセンサー水栓 

IH クッキングヒーター（E1AEB4L3K 含む） 
納期回答一旦保留確

定次第順次回答 

納期回答一旦保留確

定次第順次回答 

食器洗い乾燥機、マルチワイドＩＨ（E1AEB4L3K は除く) 通常納期 

トイレ 

アラウーノＳ141 シリーズ（本体）、アラウーノＶ（本体、専用トワレ） 

3/26 より受注再開 

3/26 より受注再開 

アラウーノＬ150 シリーズ（本体） 
受注品・標準品共 

4/9 受注分より 
受注後実働 6 日後出荷 

電化商品 
ビルトイン食器洗い乾燥機（全シリーズ NP 品番） 受注再開 受注再開 

エコキュート（全シリーズ） 
4/1 より受注再開 4/1 より受注再開

換気 パワードライ（FJ-T09F3-W) 

メーカー 分類 対象商品 前回（4/6) 今回（4/8) 

パナソニック㈱ ライフソ

リューションズ社 

換気 

新商品（エコナビ搭載フラット形レンジフードＤＥＤ3 シリーズ 全機種） - 9/1 より順次販売 

レンジフード(FY-60HF4)、天理換気扇（FY-17B7/17C8/17J8/17S7/17C6U) 受注停止 受注停止 

レンジフード、一般換気扇、キャビネットファン、温水バス 

納期回答一旦保留、

生産状況確定次第、

順次納期回答 

納期回答一旦保留、

生産状況確定次第、

順次納期回答 

業務用熱交ユニット、エアカーテン、有圧扇、天理換気扇、パイプファン、 

電気バス換、、乾部屋干しファン、エアイー、大型キャビネットファン、ジアイーノ 

システムバス 

照明機器 全機種 

照明機器、暖房換気、乾燥機、水栓+シャワー、換気扇（集合バス用） 通常納期 

洗面化粧台 シーライン（ミラー・本体） 

受注品・標準品共 

3/18 受注分より 

受注後実働 11 日

後出荷 

受注品・標準品共 

4/9 受注分より 

受注後実働 6 日後

出荷 

洗面化粧台 エムライン（ミラー・本体） 納期回答一旦保留、

生産状況確定次第、

順次納期回答 

納期回答一旦保留、

生産状況確定次第、

順次納期回答 

電化商品 

IH クッキングヒーター（ビルトインタイプ） 

電気温水器、温水洗浄便座（ビューティートワレ） 通常納期 通常納期 

新商品（ビューティ・トワレ）CH942S,CH941S 6 月に発売延期 6 月に発売延期 

建材商品 
収納用建具 折戸本体・枠 標準品 

通常納期 通常納期 
内装ドア、収納用建具 開戸・引戸・折戸本体・枠 受注品・特注品 



内装ドア、収納用建具 レバーハンドル引手 

4/2 発注分より発注

後実動 23 日後出

荷 

4/2 発注分より発注

後実動 23 日後出

荷 

階段用手摺（アルミオープン手摺本体、連続手摺ブラケットベース、連続

手摺丸棒手摺本体） - 
納期回答一旦保留、

生産状況確定次第、

順次納期回答 

内装ドア 開戸・引戸 本体・枠 標準品 4/6 より通常納期 4/6 より通常納期 

空質設備 

住宅設備用エアコン、パッケージエアコン（店舗用 3 馬力以下） 通常納期 通常納期 

パッケージエアコン（新商品）XEPHY 6B シリーズ全機種 5/15 より順次発売 5/15 より順次発売 

パッケージエアコン（オフィス店舗用、ビル用マルチ） 

納期遅延の可能性あ

り 
納期遅延の可能性あ

り 

テクノストラクチャー テクノビーム 

通信 ドアホン、センサーカメラ 一部、セキュリティ、サウンド、プロジェクター等 

照明 住宅・屋外・店舗照明、調光、管球 （一部） 

太陽光・蓄電池 パワーコンディショナー、AiSEG2 

情報機器 配管・SPT、HA・セキュリティ、BAS・リモコン、パワーツール 

電池・電材 MD 乾電池、LED 懐中電灯、充電池、充電器、スイッチング HUB 

東芝ライテック㈱ 照明 LED 電球、ユニットフラット形(GX) 商品供給に影響 商品供給に影響 

岩崎電気㈱ 照明 ＬＥＤ道路灯、ＬＥＤ街路灯、ＬＥＤ投光器、ＬＥＤ髙天井灯、ＬＥＤランプ 納期遅延の可能性 納期遅延の可能性 

オーデリック㈱ 照明 住宅照明の一部、管球関係、商業店舗向け商品の一部 納期遅延の可能性 納期遅延の可能性 

河村電器産業㈱ 分電盤 住宅盤用分岐ブレーカシリーズ、分岐ブレーカを搭載する住宅用分電盤シリーズの一部 納期遅延 納期遅延 

エナジーサポート㈱ 高圧機器 過電流ロック形高圧気中開閉器、高圧カットアウト、限流ヒューズ 納期遅延の可能性 納期遅延の可能性 

<ショールーム 運用について＞ 

TOTO㈱ 

東京・山梨・千葉・埼玉・神奈川 1 都 7 県内 28 ショールーム 

3/28（土）～4/30（木）臨時休館 ※群馬・栃木・茨城県内のショールームは 4/6 より予約制で再開 

大阪府内 4 ショールーム 3/29（日）～4/5（日） 臨時休館 

福岡県内 5 ショールーム 3/30（月）～4/5（日） 臨時休館 

㈱LIXIL 営業時間を 11 時～17 時に変更、予約数量の制限 

パナソニック㈱ パナソニックリビングショウルーム東京、TOKYO リノベーションミュージアム 臨時休館（2020/3/4～3/15） 

クリナップ㈱ 東京・千葉・茨城・埼玉・神奈川・山梨 22 ショールーム 4/2（木）～4/12（日） 臨時休館 

タカラスタンダード㈱ 東京・埼玉・千葉・神奈川・茨城 32 ショールーム 4/4（土）～4/12（日） 臨時休館  

 


