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2021年12⽉7⽇ 

(2022年1⽉25⽇⼀部追記) 

株式会社ＬＩＸＩＬ 

LIXIL Housing Technology Japan 

LIXIL Water Technology Japan 

 

住宅⽤建材・設備機器のメーカー希望⼩売価格の⼀部改定について 

 

当社では原材料価格の⾼騰が続く中、全社をあげて⽣産性の向上、合理化によるコストダウン・諸経費の削減

を⾏い、製品原価の上昇を抑制してきました。 

しかしながら原材料価格は、依然上昇を続けており、もはや企業努⼒のみで対応することが困難な状況となっ

ております。つきましては、このような厳しい環境の下、当社では建材・設備機器の⼀部のメーカー希望⼩売

価格を改定させていただくことになりましたので、お知らせいたします。 

記 

改定対象商品とメーカー希望⼩売価格の改定内容 
【LHT】  

 

（次ページに続きます） 

実施時期 商品 改定率
樹脂サッシ レガリス 約９％程度

ＥＷ、エルスターＸ、エルスターＳ 約６％程度
樹脂サッシ⽤網⼾・⾯格⼦ 約８〜１０％程度

フェンス 鋳物フェンス、スクリーンフェンス、歩⾏⽤補助⼿すり
⾨扉 鋳物⾨扉、形材⾨扉（エルネクス⾨扉、プレミエス⾨扉他）

ファンクション、スマート宅配ポスト、サイン
カーポート アーキフィールド、ソルディポート、アーキフラン

スタイルコート、カーポートSC
⾞庫周り 伸縮⾨扉、オーバードア、シャッター、⾞⽌め
ガーデン他 エクステリアライト、プラスG、デザイナーズパーツ

ガーデンルーム(ジーマ・暖蘭物語)
テラス スピーネ 、サニージュ、シュエット、テラスSC

テラスVB、波板テラス、庇、物⼲し、オーニング
ベラ⼿ ベランダ⼿すり関連全て、コートライン
バルコニー 全て
⾵除室 全て
造作材 造作材全般

   (ジャストカット窓枠・フリーカット窓枠除く）
      幅⽊・廻縁・無⽬枠・笠⽊・カウンター材等

約7%程度

床材 銘⽊床
ラシッサSフロア直張り防⾳床・ラシッサDフロア直張り防⾳床
ラシッサSフロア ・ラシッサÐフロア
ラシッサSフロア 耐⽔・ペット・ラシッサDフロア 耐⽔・ペット
ＴＹ－０２Ｓ ・ＴＹ－０２Ð
ラシッサSフロアアース ・ラシッサÐフロアアース
ラシッサSフロア UD
ハーモニアスリフォーム６

約1,000円/坪アップ

フロント商品 約10％程度
ビル商品 約10％程度（⼀部15％程度）

カテゴリー
2022年4⽉1⽇
受注分より

エクステリア

約10%程度

インテリア建材

ビル

サッシ
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【LHT】 

 

（次ページに続きます） 

  

実施時期 商品 改定率
2022年6⽉1⽇
受注分より

サッシ・ドア サーモスⅡＨ／Ｌ、Ａ４
防⽕⼾ＦＧ－Ｈ／Ｌ、Ａ４Ｆ、防⽕⼾ＦＧ－Ｆ

約９％程度

サーモスＡ・防⽕⼾ＦＧ－Ａ 約７％程度
サッシ ＡＳシリーズ、スカイシアター、

ＬＷスライディング、オープンウイン、ワイドウィン、
断熱⼟間引⼾、店舗引⼾
ガゼリアＮ、防⽕⼾ガゼリアＮ

約８％程度

リフォーム リプラス、リフレム樹脂窓⽤、取替ＰＧ障⼦、内付ＲＳ 約８％〜１０％程度
インプラス 約６％程度

窓まわり 窓⼿摺、⾯格⼦、エアコン室外機置場 約１０％程度
網⼾ 約８％〜１０％程度
⾬⼾、シャッター 約９％〜１０％程度
庇、シェード、外付ブラインドＥＢ、躯体内換気部材 約１０％〜１５％程度

ガラス サーモス/ＦＧ⽤、その他サッシドア⽤ガラス 約１０％程度
⽞関ドア アヴァントス 約５％〜１３％程度

グランデル２、ジエスタ２(防⽕⼾含む)、プレナスＸ 約３％〜９％程度
⽞関引⼾ エルムーブ２、エルムーブ２ 防⽕⼾、Ｋ３シリーズ、

ＰＧシリーズ、Ｋ６シリーズ、菩提樹
約４％〜２３％程度

リフォーム
ドア

リシェント⽞関ドア(防⽕⼾含む)、リシェント⽞関引⼾、
リシェント勝⼿⼝ドア

約１％〜７％程度

ライトドア、ライト引⼾、ライト勝⼿⼝ドア、
ライトＡＰドア、シンプルドア

約２％〜２８％程度

アパートドア リジェーロα、リジェーロα 防⽕⼾ 約３％〜９％程度
汎⽤ドア クリエラＲ、外部物置ドア、ロンカラーＦ、ロンカラーＧ、

クリエラＧ（ＰＧ/ＳＧ仕様）、勝⼿⼝引⼾Ⅱ
約３％〜１６％程度

⽞関⽤網⼾ ⽞関引⼾⽤網⼾、プリーツ網⼾ 約８％〜１０％程度
浴室ドア 浴室ドアＷＤ型、ロンカラー浴室ドア、浴室引⼾全般、

浴室中折れドア、リフォーム浴室ドア
約１０％程度

カテゴリー
サーモス/
防⽕⼾ＦＧ
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【LWT】 

 
※ ⽔栓⾦具の改定率は改定幅が⼤きいため、加重平均値を併記しております 
 
【2021 年 12 ⽉ 8 ⽇ 修正内容】 下記商品を対象から削除しました。 
住宅⽤トイレ アメージュ Z 便器（フチレス）、住宅⽤トイレ KA シリーズ・KB シリーズ 
 
【2022 年 1 ⽉ 25 ⽇ 追記内容】 下記商品を追記しました。 
サッシ・ドア 4 ⽉・6 ⽉価格改定実施予定商品 
                                                                                              以上 

実施時期 商品 改定率 ※
アステオ 約3%程度
プレアスLSタイプ・プレアスHSタイプ 約3%程度
アメージュZAシャワートイレ 約2%程度
⼀般洋⾵便器 約2%程度
リフレッシュ タンクレス・シャワートイレ 約5%程度
トイレ⼿洗（キャパシア・コフレル等） 約2〜9%程度
組⽴⼿洗器・SATIS洗⾯器 約2〜5%程度
住宅⽤アクセサリー 約5〜33%程度
マルチボールタップ・マルチ洗浄ハンドル・
取替⽤フロートゴム⽟等

約8〜11%程度

排⽔トラップ 約12〜20%程度
⼤便器⾃動フラッシュバルブ 約12〜13%程度
シャワートイレシートタイプ（スリムタイプ） 約2〜4%程度
シャワートイレシートタイプ（PA・PB） 約11〜23%程度
センサー⼀体形ストール⼩便器 約7〜10%程度
パブリック向けタンクレストイレ 約6〜16%程度
浴室⽤⽔栓 平均10%程度(約5〜30%程度)
キッチン⽤⽔栓 平均9%程度(約1〜30%程度)
洗⾯器・⼿洗器⽤⽔栓 平均10%程度(約3〜30%程度)
電気温⽔器・即湯器 平均7%程度(約2〜25%程度)
その他（⼀般⽔栓・出荷僅少品等） 平均26%程度(約2〜110%程度)
スパージュ 約8〜14%程度
シャワーユニット NSシリーズ 約4〜9%程度
BL認定品（BY・BL） 約28〜39%程度
単体浴槽 約4〜39%程度
洗濯機パン 約5〜13%程度
キッチン⽔栓（⽌⽔栓含む） 約2〜11%程度
エルシィ
ピアラ
エスタ
リフラ
どこでも⼿洗
オフト
MV
MR
PV
マーベリイナカウンター
ドゥケアカウンター

カテゴリー
住宅⽤
トイレ

⾮住宅⽤
トイレ

トイレ

⽔栓

約2〜6%程度⾮住宅⽤
洗⾯化粧台

洗⾯
化粧台

2022年4⽉1⽇
受注分より

浴室

キッチン
住宅⽤
洗⾯化粧台

約4〜7%程度

約5〜6%程度

ユニット
バスルーム

浴室



 

 

2021年9月21日 

株式会社ＬＩＸＩＬ 

LIXIL Water Technology Japan 

 

住宅用建材・設備機器のメーカー希望小売価格の一部改定について 

 

当社では原材料価格の高騰が続く中、全社をあげて生産性の向上、合理化によるコストダウン・ 

諸経費の削減を行い、製品原価の上昇を抑制してきました。 

しかしながら原材料価格は、依然上昇を続けており、もはや企業努力のみで対応することが困難な

状況となっております。つきましては、このような厳しい環境の下、当社では建材・設備機器の 

一部のメーカー希望小売価格を改定させていただくことになりましたので、お知らせいたします。 

記 

改定対象商品とメーカー希望小売価格の改定内容 

実施時期 カテゴリー 商品 改定率 

2021 年 

12 月 1 日 

受注分より 

浴室 ユニット 

バスルーム 

・リノビオＦｉｔ 約 9∼13%程度 

・ＢＷ 約 9∼11%程度 

・ＢＬＷ 約 9∼10%程度 

・ＢＬＣＷ 約 11∼27%程度 

・ＢＬＣＰ 約 2∼23%程度 

・Ｄｏ Ｃａｒｅ 約 7∼10%程度 

・シャワーユニット ＳＰシリーズ 約 8∼11%程度 

 

以上 
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