
品番 商品名 税

PN-L52001 温水洗浄便座付き補高便座＃３　リモコンなし 課税

PN-L52002 温水洗浄便座付き補高便座＃５　リモコンなし 課税

PN-L52011 温水洗浄便座付き補高便座＃３　リモコン付き 課税

PN-L52012 温水洗浄便座付き補高便座＃５　リモコン付き 課税

EWCS450-30 ウォシュレット付補高便座　補高３０ｍｍ　レギュラー 課税

EWCS440-30 ウォシュレット付補高便座　補高５０ｍｍ　レギュラー 課税

EWCS451S-30 ウォシュレット付補高便座　補高３０ｍｍ　エロンゲート 課税

EWCS441S-30 ウォシュレット付補高便座　補高５０ｍｍ　エロンゲート 課税

CWA-230KB21 シャワートイレ・暖房便座付補高便座３０ｍｍタイプ 課税

CWA-250KB21 シャワートイレ・暖房便座付補高便座５０ｍｍタイプ 課税

VALSHBY3 ＜座楽＞補高便座やわらか　補高３ｃｍ 課税

VALSHBY6 ＜座楽＞補高便座やわらか　補高６ｃｍ 課税

EWC400R やわらか補高便座　レギュラー 課税

EWC401R やわらか補高便座　エロンゲート 課税

EWC450R 補高便座（ウォシュレット対応）補高３ｃｍ　レギュラー 課税

EWC440R 補高便座（ウォシュレット対応）補高５ｃｍ　レギュラー 課税

EWC451S 補高便座（ウォシュレット対応）補高３ｃｍ　エロンゲート 課税

EWC441S 補高便座（ウォシュレット対応）補高５ｃｍ　エロンゲート 課税

535-267 補高便座＃７ 課税

535-270 補高便座＃１０ 課税

XYHGTL01 フタ付補高便座（ソフトタイプ） 課税

EWCS151M トイレリフト　アプリコットＦ（１２型） 課税

VALTY8BE 洋風便座　両用型デラックス 課税

VALTY5BE 洋風便座据置型Ｎ 課税

533-316 サニタリエースＯＤ＜暖房便座＞両用式　ノーマル 課税

871-025 サニタリエースＯＤ＜暖房便座＞両用式　補高５ｃｍ 課税

871-028 サニタリエースＯＤ＜暖房便座＞両用式　補高８ｃｍ 課税

533-323 サニタリエースＯＤ＜ソフト便座＞両用式　ノーマル 課税

871-015 サニタリエースＯＤ＜ソフト便座＞両用式　補高５cm 課税

871-018 サニタリエースＯＤ＜ソフト便座＞両用式　補高８cm 課税

533-416 サニタリエースＯＤ　＜暖房便座＞据置式　ノーマル 課税

871-125 サニタリエースＯＤ　＜暖房便座＞据置式　補高５ｃｍ 課税

871-128 サニタリエースＯＤ　＜暖房便座＞据置式　補高８ｃｍ 課税

533-463 サニタリエースＳＤ　＜暖房便座＞据置式　ノーマル 課税

871-145 サニタリエースＳＤ　＜暖房便座＞据置式　補高５ｃｍ 課税

871-148 サニタリエースＳＤ　＜暖房便座＞据置式　補高８ｃｍ 課税

KB02 テイコブ腰掛け便座（据置式） 課税

KB01 テイコブ腰掛け便座（両用式） 課税

PN-L21515 家具調トイレ＜座楽＞シャワポット　ベーシック 課税

PN-L21525 家具調トイレ＜座楽＞シャワポット　ひじ掛け昇降 課税

PN-L21701 座楽アウポット　ひじ掛け昇降タイプ　プラスチック便座 課税

PN-L21706 座楽アウポット　ひじ掛け昇降タイプ　長穴プラスチック便座 課税

PN-L21702 座楽アウポット　ひじ掛け昇降タイプ　ソフト便座 課税

PN-L21703 座楽アウポット　ひじ掛け昇降タイプ　あたたか便座 課税

PN-L21711 座楽アウポット　ひじ掛け昇降タイプ　プラスチック便座　脱臭 課税

PN-L21716 座楽アウポット　ひじ掛け昇降タイプ　長穴プラスチック便座　脱臭 課税

PN-L21712 座楽アウポット　ひじ掛け昇降タイプ　ソフト便座　脱臭 課税

PN-L21713 座楽アウポット　ひじ掛け昇降タイプ　あたたか便座　脱臭 課税

PN-L21401 座楽アウポット　ひじ掛けはね上げタイプ　プラスチック便座 課税

PN-L21406 座楽アウポット　ひじ掛けはね上げタイプ　長穴プラスチック便座 課税

PN-L21402 座楽アウポット　ひじ掛けはね上げタイプ　ソフト便座 課税

PN-L21403 座楽アウポット　ひじ掛けはね上げタイプ　あたたか便座 課税



PN-L21411 座楽アウポット　ひじ掛けはね上げタイプ　プラスチック便座　脱臭 課税

PN-L21416 座楽アウポット　ひじ掛けはね上げタイプ　長穴プラスチック便座　脱臭 課税

PN-L21412 座楽アウポット　ひじ掛けはね上げタイプ　ソフト便座　脱臭 課税

PN-L21413 座楽アウポット　ひじ掛けはね上げタイプ　あたたか便座　脱臭 課税

PN-L21301 座楽アウポット　ベーシックタイプ　プラスチック便座 課税

PN-L21306 座楽アウポット　ベーシックタイプ　長穴プラスチック便座 課税

PN-L21302 座楽アウポット　ベーシックタイプ　ソフト便座 課税

PN-L21303 座楽アウポット　ベーシックタイプ　あたたか便座 課税

PN-L21311 座楽アウポット　ベーシックタイプ　プラスチック便座　脱臭 課税

PN-L21316 座楽アウポット　ベーシックタイプ　長穴プラスチック便座　脱臭 課税

PN-L21312 座楽アウポット　ベーシックタイプ　ソフト便座　脱臭 課税

PN-L21313 座楽アウポット　ベーシックタイプ　あたたか便座　脱臭 課税

PN-L22201 家具調トイレグラヴィーノコンパクト プラスチック便座 課税

PN-L22206 家具調トイレグラヴィーノコンパクト　長穴プラスチック便座 課税

PN-L22202 家具調トイレグラヴィーノコンパクト　ソフト便座 課税

PN-L22203 家具調トイレグラヴィーノコンパクト　あたたか便座 課税

PN-L22211 家具調トイレグラヴィーノコンパクト　プラスチック便座　脱臭 課税

PN-L22216 家具調トイレグラヴィーノコンパクト　長穴プラスチック便座　脱臭 課税

PN-L22212 家具調トイレグラヴィーノコンパクト　ソフト便座　脱臭 課税

PN-L22213 家具調トイレグラヴィーノコンパクト　あたたか便座　脱臭 課税

533-810 家具調トイレＡＲ－ＳＡ１シャワピタ　ノーマルＬ 課税

533-812 家具調トイレＡＲ－ＳＡ１シャワピタ　ノーマルＨ 課税

533-814 家具調トイレＡＲ－ＳＡ１シャワピタ　はねあげＬ 課税

533-816 家具調トイレＡＲ－ＳＡ１シャワピタ　はねあげＨ 課税

533-818 家具調トイレＡＲ－ＳＡ１　Ｌｉｇｈｔ 課税

533-670 家具調トイレコンパクト　標準便座 課税

533-062 トワレットチェア 課税

3160 思いやり 優花S 課税

3161 優花S用紙パック（３０枚入り） 課税

483033 ポータブル型バイオトイレ（消滅型）　ぬくもり 課税

483003 ポータブル型バイオトイレ（消滅型）　ぬくもり 補充用バイオチップ 課税

483034 ポータブル型バイオトイレ（消滅型）　ぬくもり　排気ホース取付用キット 課税

18501 木製トイレ　きらく　洗優　肘掛跳ね上げ 課税

18670 木製トイレ　きらく座優　肘掛昇降　標準　普通便座 課税

18680 木製トイレ　きらく座優　肘掛昇降　標準　やわらか便座 課税

18690 木製トイレ　きらく座優　肘掛昇降　標準　暖房便座 課税

18710 木製トイレ　きらく座優　肘掛昇降　標準　普通脱臭 課税

18720 木製トイレ　きらく座優　肘掛昇降　標準　やわらか脱臭 課税

18730 木製トイレ　きらく座優　肘掛昇降　標準　暖房脱臭 課税

533-850 家具調トイレ　セレクトRシリーズ　ひじかけノーマルタイプ　標準便座　標準幅 課税

533-856 家具調トイレ　セレクトRシリーズ　ひじかけノーマルタイプ　標準便座　ワイド 課税

533-851 家具調トイレ　セレクトRシリーズ　ひじかけノーマルタイプ　ソフト便座　標準幅 課税

533-857 家具調トイレ　セレクトRシリーズ　ひじかけノーマルタイプ　ソフト便座　ワイド 課税

533-852 家具調トイレ　セレクトRシリーズ　ひじかけノーマルタイプ　暖房便座　標準幅 課税

533-858 家具調トイレ　セレクトRシリーズ　ひじかけノーマルタイプ　暖房便座　ワイド 課税

533-853 家具調トイレ　セレクトRシリーズ　ひじかけノーマルタイプ　標準・快適脱臭　標準幅 課税

533-859 家具調トイレ　セレクトRシリーズ　ひじかけノーマルタイプ　標準・快適脱臭　ワイド 課税

533-854 家具調トイレ　セレクトRシリーズ　ひじかけノーマルタイプ　ソフト・快適脱臭　標準幅 課税

533-860 家具調トイレ　セレクトRシリーズ　ひじかけノーマルタイプ　ソフト・快適脱臭　ワイド 課税

533-855 家具調トイレ　セレクトRシリーズ　ひじかけノーマルタイプ　暖房・快適脱臭　標準幅 課税

533-861 家具調トイレ　セレクトRシリーズ　ひじかけノーマルタイプ　暖房・快適脱臭　ワイド 課税

533-865 家具調トイレ　セレクトRシリーズ　ひじかけはねあげタイプ　標準便座　標準幅 課税

533-871 家具調トイレ　セレクトRシリーズ　ひじかけはねあげタイプ　標準便座　ワイド 課税

533-866 家具調トイレ　セレクトRシリーズ　ひじかけはねあげタイプ　ソフト便座　標準幅 課税



533-872 家具調トイレ　セレクトRシリーズ　ひじかけはねあげタイプ　ソフト便座　ワイド 課税

533-867 家具調トイレ　セレクトRシリーズ　ひじかけはねあげタイプ　暖房便座　標準幅 課税

533-873 家具調トイレ　セレクトRシリーズ　ひじかけはねあげタイプ　暖房便座　ワイド 課税

533-868 家具調トイレ　セレクトRシリーズ　ひじかけはねあげタイプ　標準・快適脱臭　標準幅 課税

533-874 家具調トイレ　セレクトRシリーズ　ひじかけはねあげタイプ　標準・快適脱臭　ワイド 課税

533-869 家具調トイレ　セレクトRシリーズ　ひじかけはねあげタイプ　ソフト・快適脱臭　標準幅 課税

533-875 家具調トイレ　セレクトRシリーズ　ひじかけはねあげタイプ　ソフト・快適脱臭　ワイド 課税

533-870 家具調トイレ　セレクトRシリーズ　ひじかけはねあげタイプ　暖房・快適脱臭　標準幅 課税

533-876 家具調トイレ　セレクトRシリーズ　ひじかけはねあげタイプ　暖房・快適脱臭　ワイド 課税

533-880 家具調トイレ　セレクトRシリーズ　コンパクトタイプ　標準便座 課税

533-881 家具調トイレ　セレクトRシリーズ　コンパクトタイプ　ソフト便座 課税

533-882 家具調トイレ　セレクトRシリーズ　コンパクトタイプ　暖房便座 課税

533-883 家具調トイレ　セレクトRシリーズ　コンパクトタイプ　標準・快適脱臭 課税

533-884 家具調トイレ　セレクトRシリーズ　コンパクトタイプ　ソフト・快適脱臭 課税

533-885 家具調トイレ　セレクトRシリーズ　コンパクトタイプ　暖房・快適脱臭 課税

8220 さわやかチェアＰＴ肘掛け自在　ソフト便座 課税

8222 さわやかチェアＰＴ肘掛け自在　暖房　ホット便座 課税

8221 さわやかチェアＰＴ肘掛けはね上げタイプ　ソフト便座 課税

8223 さわやかチェアＰＴ肘掛けはね上げタイプ　暖房　ホット便座 課税

8050 たため～る 肘はね上げタイプ 課税

8020 あらえ～る　ソフト便座 課税

8021 あらえ～る　暖房　ホット便座 課税

3129‐1 スリムレットEX　ノーマル　（ノーマル標準便座） 課税

3129‐2 スリムレットEX　ノーマル　（ノーマルソフト便座） 課税

3130‐1 スリムレットEX　ノーマル　（はね上げ標準便座） 課税

3130‐2 スリムレットEX　ノーマル　（はね上げソフト便座） 課税

YT-275 オ・サンポレット 課税

PN-L30200V ポータブルトイレ＜座楽＞ラフィーネ　プラスチック便座　ミスティーパープル 課税

PN-L30200B ポータブルトイレ＜座楽＞ラフィーネ　プラスチック便座　モカブラウン 課税

PN-L30201V ポータブルトイレ＜座楽＞ラフィーネ　プラスチック便座（前後傾斜脚付き）　ミスティーパープル 課税

PN-L30201B ポータブルトイレ＜座楽＞ラフィーネ　プラスチック便座（前後傾斜脚付き）　モカブラウン 課税

PN-L30206V ポータブルトイレ＜座楽＞ラフィーネ　長穴プラスチック便座（前後傾斜脚付き）　ミスティーパープル 課税

PN-L30206B ポータブルトイレ＜座楽＞ラフィーネ　長穴プラスチック便座（前後傾斜脚付き）　モカブラウン 課税

PN-L30202V ポータブルトイレ＜座楽＞ラフィーネ　ソフト便座（前後傾斜脚付き）　ミスティーパープル 課税

PN-L30202B ポータブルトイレ＜座楽＞ラフィーネ　ソフト便座（前後傾斜脚付き）　モカブラウン 課税

PN-L30203V ポータブルトイレ＜座楽＞ラフィーネ　あたたか便座（前後傾斜脚付き）　ミスティーパープル 課税

PN-L30203B ポータブルトイレ＜座楽＞ラフィーネ　あたたか便座（前後傾斜脚付き）　モカブラウン 課税

PN-L30211V ポータブルトイレ＜座楽＞ラフィーネ　脱臭プラスチック便座（前後傾斜脚付き）　ミスティーパープル 課税

PN-L30211B ポータブルトイレ＜座楽＞ラフィーネ　脱臭プラスチック便座（前後傾斜脚付き）　モカブラウン 課税

PN-L30216V ポータブルトイレ＜座楽＞ラフィーネ　脱臭長穴プラスチック便座（前後傾斜脚付き）　ミスティーパープル 課税

PN-L30216B ポータブルトイレ＜座楽＞ラフィーネ　脱臭長穴プラスチック便座（前後傾斜脚付き）　モカブラウン 課税

PN-L30212V ポータブルトイレ＜座楽＞ラフィーネ　脱臭ソフト便座（前後傾斜脚付き）　ミスティーパープル 課税

PN-L30212B ポータブルトイレ＜座楽＞ラフィーネ　脱臭ソフト便座（前後傾斜脚付き）　モカブラウン 課税

PN-L30213V ポータブルトイレ＜座楽＞ラフィーネ　脱臭あたたか便座（前後傾斜脚付き）　ミスティーパープル 課税

PN-L30213B ポータブルトイレ＜座楽＞ラフィーネ　脱臭あたたか便座（前後傾斜脚付き）　モカブラウン 課税

EVSE0003JH ラップポン・エブリ   課税

ALSE002YJH ラップポン・エール イエロー  課税

ALSE002NHJ ラップポン・エール ネイビー  課税

ALSE002BJH ラップポン・エール ベージュ  課税

VALSPTSPBE ポータブルトイレ＜座楽＞背もたれ型ＳＰ 課税

VALSPTSPMB ポータブルトイレ＜座楽＞背もたれ型ＳＰ小口径便座 課税

VALAPTSP ポータブルトイレ＜座楽＞背もたれ型ＳＰあたたか便座タイプ 課税

VALSPTSPS ポータブルトイレ＜座楽＞背もたれ型ＳＰソフト便座・便フタタイプ 課税

47530 ポータブルトイレきらくＰＳ２型（普通便座） 課税



47540 ポータブルトイレきらくＰＹ２型（やわらか便座） 課税

D0760103 ポータブルトイレＧＲ－１　標準　ブラウン 課税

D0760106 ポータブルトイレＧＲ－１　標準　パープル 課税

D0760203 ポータブルトイレＧＲ－１　暖房便座　ブラウン 課税

D0760206 ポータブルトイレＧＲ－１　暖房便座　パープル 課税

D0760303 ポータブルトイレＧＲ－１　ソフト便座　ブラウン 課税

D0760306 ポータブルトイレＧＲ－１　ソフト便座　パープル 課税

533-172 安寿　ポータブルトイレＫＸ－ＳＤＲ 課税

TLF01 ポータブルトイレ　アクアポッテ　標準便座 課税

TLF02 ポータブルトイレ　アクアポッテ　ソフト便座 課税

TLF03 ポータブルトイレ　アクアポッテ　脱臭 課税

533-900 ポータブルトイレジャスピタ　標準便座　ブラウン 課税

533-920 ポータブルトイレジャスピタ　標準便座　ベージュ 課税

533-901 ポータブルトイレジャスピタ　ソフト便座　ブラウン 課税

533-921 ポータブルトイレジャスピタ　ソフト便座　ベージュ 課税

533-902 ポータブルトイレジャスピタ　暖房便座　ブラウン 課税

533-922 ポータブルトイレジャスピタ　暖房便座　ベージュ 課税

533-903 ポータブルトイレジャスピタ　快適脱臭　ブラウン 課税

533-923 ポータブルトイレジャスピタ　快適脱臭　ベージュ 課税

533-904 ポータブルトイレジャスピタ　ソフト快適脱臭　ブラウン 課税

533-924 ポータブルトイレジャスピタ　ソフト快適脱臭　ベージュ 課税

533-905 ポータブルトイレジャスピタ　暖房快適脱臭　ブラウン 課税

533-925 ポータブルトイレジャスピタ　暖房快適脱臭　ベージュ 課税

533-550 ポータブルトイレＦＸ－ＣＰ“ちびくまくん”　標準タイプ　ベージュ 課税

533-330 ポータブルトイレＦＸ－ＣＰ“ちびくまくん”　標準タイプ　さくら 課税

870-120 ポータブルトイレＦＸ－ＣＰ“ちびくまくん”　標準タイプ　キャスター　さくら 課税

870-004 ポータブルトイレＦＸ－ＣＰ“ちびくまくん”　標準タイプ　キャスター　ベージュ 課税

533-560 ポータブルトイレＦＸ－ＣＰ“ちびくまくん”　ソフト便座　ベージュ 課税

533-332 ポータブルトイレＦＸ－ＣＰ“ちびくまくん”　ソフト便座　さくら 課税

870-121 ポータブルトイレＦＸ－ＣＰ“ちびくまくん”　ソフト便座　キャスター　さくら 課税

870-014 ポータブルトイレＦＸ－ＣＰ“ちびくまくん”　ソフト便座　キャスター　ベージュ 課税

533-570 ポータブルトイレＦＸ－ＣＰ“ちびくまくん”　暖房便座　ベージュ 課税

533-333 ポータブルトイレＦＸ－ＣＰ“ちびくまくん”　暖房便座　さくら 課税

870-122 ポータブルトイレＦＸ－ＣＰ“ちびくまくん”　暖房便座　キャスター　さくら 課税

870-024 ポータブルトイレＦＸ－ＣＰ“ちびくまくん”　暖房便座　キャスター　ベージュ 課税

533-580 ポータブルトイレＦＸ－ＣＰ“ちびくまくん”　脱臭＋ソフト便座　ベージュ 課税

533-334 ポータブルトイレＦＸ－ＣＰ“ちびくまくん”　脱臭＋ソフト便座　さくら 課税

870-123 ポータブルトイレＦＸ－ＣＰ“ちびくまくん”　脱臭＋ソフト便座　キャスター　さくら 課税

870-034 ポータブルトイレＦＸ－ＣＰ“ちびくまくん”　脱臭＋ソフト便座　キャスター　ベージュ 課税

533-590 ポータブルトイレＦＸ－ＣＰ“ちびくまくん”　脱臭＋暖房便座　ベージュ 課税

533-335 ポータブルトイレＦＸ－ＣＰ“ちびくまくん”　脱臭＋暖房便座　さくら 課税

870-124 ポータブルトイレＦＸ－ＣＰ“ちびくまくん”　脱臭＋暖房便座　キャスター　さくら 課税

870-044 ポータブルトイレＦＸ－ＣＰ“ちびくまくん”　脱臭＋暖房便座　キャスター　ベージュ 課税

534-500 ポータブルトイレＦＸ－ＣＰはねあげ“ちびくまくん”　標準タイプ 課税

870-072 ポータブルトイレＦＸ－ＣＰはねあげ“ちびくまくん”　標準タイプ　トランスファー 課税

870-074 ポータブルトイレＦＸ－ＣＰはねあげ“ちびくまくん”　標準タイプ　キャスター 課税

870-076 ポータブルトイレＦＸ－ＣＰはねあげ“ちびくまくん”　標準タイプ　トランスファー　キャスター 課税

534-510 ポータブルトイレＦＸ－ＣＰはねあげ“ちびくまくん”　ソフト便座 課税

870-082 ポータブルトイレＦＸ－ＣＰはねあげ“ちびくまくん”　ソフト便座　トランスファー 課税

870-084 ポータブルトイレＦＸ－ＣＰはねあげ“ちびくまくん”　ソフト便座　キャスター 課税

870-086 ポータブルトイレＦＸ－ＣＰはねあげ“ちびくまくん”　ソフト便座　トランスファー　キャスター 課税

534-520 ポータブルトイレＦＸ－ＣＰはねあげ“ちびくまくん”　暖房便座 課税

870-092 ポータブルトイレＦＸ－ＣＰはねあげ“ちびくまくん”　暖房便座　トランスファー 課税

870-094 ポータブルトイレＦＸ－ＣＰはねあげ“ちびくまくん”　暖房便座　キャスター 課税



870-096 ポータブルトイレＦＸ－ＣＰはねあげ“ちびくまくん”　暖房便座　トランスファー　キャスター 課税

534-530 ポータブルトイレＦＸ－ＣＰはねあげ“ちびくまくん”　　脱臭＋ソフト便座 課税

870-102 ポータブルトイレＦＸ－ＣＰはねあげ“ちびくまくん”　　脱臭＋ソフト便座　トランスファー 課税

870-104 ポータブルトイレＦＸ－ＣＰはねあげ“ちびくまくん”　　脱臭＋ソフト便座　キャスター 課税

870-106 ポータブルトイレＦＸ－ＣＰはねあげ“ちびくまくん”　脱臭＋ソフト便座　トランスファー　キャスター 課税

534-540 ポータブルトイレＦＸ－ＣＰはねあげ“ちびくまくん”　脱臭＋暖房暖房 課税

870-112 ポータブルトイレＦＸ－ＣＰはねあげ“ちびくまくん”　脱臭＋暖房便座　トランスファー 課税

870-114 ポータブルトイレＦＸ－ＣＰはねあげ“ちびくまくん”　脱臭+暖房便座　キャスター 課税

870-116 ポータブルトイレＦＸ－ＣＰはねあげ“ちびくまくん”　脱臭＋暖房便座　トランスファー　キャスター 課税

45601 ポータブルトイレきらくＭシリーズＭＳ型（普通便座） 課税

45611 ポータブルトイレきらくＭシリーズＭＹ型（やわらか便座） 課税

45621 ポータブルトイレきらくＭシリーズＭＨ型（暖房便座） 課税

45631 ポータブルトイレきらくＭシリーズＭＳ－Ｄ型（普通便座）脱臭 課税

45641 ポータブルトイレきらくＭシリーズＭＹ－Ｄ型（やわらか便座）脱臭 課税

45651 ポータブルトイレきらくＭシリーズＭＨ－Ｄ型（暖房便座）脱臭 課税

PT02 テイコブポータブルトイレ（肘掛け付） 課税

PT01 テイコブポータブルトイレ 課税

TY524 折りたたみ式トイレチェア 課税

FCRT ポータブルトイレ 課税

FCRTC ポータブルトイレチェア 課税


