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自動水栓オートマージュ特別運用のお願い 

 

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、弊社製品をご愛顧賜り誠に有難うございます。 

 

現在、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、ドゥケア・カウンターなど）について、納期をいただいており誠に申し訳ございません。 

早期に納期を正常化させていただくために、下記の対応を取らせて頂きたく存じます。 

大変ご迷惑をお掛け致しますが、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。 

 

なお、キッチン用ナビッシュ・洗面化粧台ルミシス、LC の洗面ナビッシュ・トイレ手洗 コフレル、キャパシア

は、受注の増加はあるものの、搭載している自動水栓起因での納期影響はない見込みです。 

敬具 

記 

【水栓機器・電温商品】 

アクエナジータイプは受注急増により、今後受注いたします注文に対して部品が不足する恐れが出てまいりました。

つきましては、アクエナジータイプは当面受注後納期６か月以上とさせていただき、既注文分の出荷に集中いたしま

す。また、廃番予定の無かったオートマージュＧタイプについて部材調達が困難な状況になりましたため、１００Ｖ

仕様・アクエナジー仕様とも販売中止（緊急廃番）とさせていただき、４月発売の新商品に受注を集中させていただ

きたく存じます。ご迷惑をお掛けしまして大変申し訳ございません。 

 

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

■対応開始日：２０２１年４月１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 廃番予定 

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※1 

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* 

3/22～3/31 受注後 6 か月 

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※２ 

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 廃番予定 

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※1 

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-313V1 

21.3.22 受注開始 

受注後納期 3か月～ 

 

アクエ

ナジー 
AM-210* 

3/22～3/31 受注後 6 か月 

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※２ 

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 廃番予定 

100V 
AM-

130*(100V) 

～3/31 受注後 3 か月 

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※２ 

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* 

3/22～3/31 受注後 6 か月 

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※２ 

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) 

～3/31 受注後 3 か月 

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※２ 

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*  

3/22～3/31 受注後 6 か月 

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※２  

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 か月 

【1台～】 

－ 
 

 

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*  

※１． 納期は一旦「！！！」で返ります。納期回答の目安時期は出荷日より１カ月前までの回答を予定しております。

希望納期が 10 月 1 日以降については 新商品への切替に 大限のご協力をお願い致します。 

 (希望納期が 10 月 1 日以降については 6 月末までに「廃番事前申請番号」が必須になります。弊社セールスにご

相談ください）※「廃番事前申請番号」のない注文は納期回答できません。 

 



※２．希望納期に関わらず 「廃番事前申請番号」が必須となります、弊社セールスに依頼ください。 

    納期は一旦「＠＠＠」で返ります。納期回答の目安時期は出荷日より１カ月前までの回答を予定しております。 

※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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

■受注開始日：２０２１年３月２２日（月）  

■対応新商品・受注納期：            ★：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 備考 

オートマージュ 

Ａタイプ 

21.4.1 発売予定  

100V AM-300*V1、 

AM-301*V1、 

AM-303*V1 

3/22～受注後 3 か月～ 

※3 

 

アクエナ

ジー 

AM-300* 
3/22～受注後 6 か月以上 

※3 
★ 

オートマージュ 

グースネックタイプ 

21.4.1 発売予定 

100V AM-311*V1、 

AM-313*V1 

3/22～受注後 3 か月～ 

※3 

 

オートマージュ 

MX タイプ 

21.4.1 発売予定 

  

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 
★ 

※３． 納期は自動応答で一旦「！！！」で返ります。当社受注後からおよそ２週間で納期回答を致します。 

※    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。 

 

【トイレ洗面商品】 

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

■既報告より変更ございません 

シリーズ名 画像 代表品番 受注納期 備考 

多機能トイレパック 

自動水栓セットのみ 
(Y)PTWC-FC10* 

発注後 3 か月 

【1台～】 

 

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* 
 



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* 

発注後 3 か月 

【1台～】 

 

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*  

幼児用マルチシンク 

自動水栓セットのみ 

PS-A30C5A* 

PS-A30C6A* 
 

施設・病院向け 

洗面化粧台 

自動水栓セットのみ 

FTV1N-60AM* 

FTV1N-75AM* 
 

壁付手洗器 

自動水栓セットのみ 

100V 

(Y)L-A74UW* 

(Y)L-A74UA* 
 

壁付手洗器 

自動水栓セットのみ 

アクエナジー 

(Y)L-A74UM*  

 

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

■既報告より変更ございません 

シリーズ名 画像 代表品番 受注納期 備考 

多機能トイレパック 

自動水栓セットのみ 
(Y)PTWC-GC10* 

発注後 3 か月 

【1台～】 

 

幼児用マルチシンク 

自動水栓セットのみ 

PS-A30C5A2* 

PS-A30C6A2* 

 

壁付手洗器 

自動水栓セットのみ 

１００V 

(Y)L-A74TW* 

(Y)L-A74TA* 

 

壁付手洗器 

自動水栓セットのみ 

アクエナジー 

(Y)L-A74TM* 
発注後 3 か月 

【1台～】 

 

なお、大口のご注文については上記以上の納期になる場合があります。 

対象商品については回答納期からの短縮はお受けできません。 

以上 


