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2022年6⽉23⽇ 

(2022年9⽉30⽇ ⼀部追記) 

株式会社ＬＩＸＩＬ 

LIXIL Housing Technology 

LIXIL Water Technology Japan 

 

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など⾼騰が続く中、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などの⾼騰は、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 改定率
建具

10%程度
（セット価格）

窓枠
20%程度

床造作材

10%程度

床材

こちらの商品は仕切価
格改定となります。
商品ごとに改定率は
異なります。3％程度

カテゴリー
2022年9⽉1⽇
受注分より

インテリア建材
商品

 建具製品全般(メンテナンス建具含む）
ラシッサ・ラフィス･ＴＡ建具・新和⾵建具・ラシッサＵＤ
・リノバ（室内ドア・室内引⼾・可動間仕切り・クローゼット
   室内⽤窓・⽞関収納等）

 ジャストカット窓枠・フリーカット窓枠セット
（窓枠定尺材は除く）

ラシッサＳ&Ｄ及び銘⽊床⽤
 (上り框・付け框・床⾒切り材・⽞関式台)
リフォーム床造作材（框・床端部⾒切材・段差解消部材)
リノバ床造作材（上り框・床造作材）

 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Ｄ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－０２Ｄ
ラシッサＳフロアアース･ラシッサＤ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
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（次ページに続きます） 

  

実施時期 改定率
フェンス 5%程度

10〜15%程度
⾨扉 鋳物⾨扉、形材⾨扉 5%程度

ファンクション、スマート宅配ポスト、サイン
⾨扉AA、AB、公共品、宅配ボックスKL、KT 15%程度

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 5%程度
スタイルコート、カーポートSC
フーゴ、ネスカ、カーポートST、SW 15%程度

⾞庫周り 伸縮⾨扉、オーバードア、シャッター、⾞⽌め 5%程度
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 5%程度

ガーデンルーム(ジーマ・暖蘭物語)
ガーデンルームGF、ココマ、デッキ(タイル含む)、公共品 15%程度

テラス スピーネ 、サニージュ、シュエット、テラスSC 5%程度
テラスVB、波板テラス、庇、物⼲し、オーニング

15%程度
ベラ⼿ ベランダ⼿すり関連全て、コートライン 5%程度
バルコニー 5%程度
⾵除室 5%程度
施⼯費 15%程度

深絞り SF（iD塗装） 15％程度
SF（単⾊ビーズ塗装）
RF（ツートン、スリートン塗装）
BF（単⾊・遮熱性フッ素鋼板） 24％程度
Ｌ（単⾊ビーズ塗装） 20％程度
スパンサイディングＮ（SGL単⾊・遮熱性フッ素鋼板） 27％程度
スパンサイディングＳ（SGL単⾊・遮熱性フッ素鋼板）
ジオストライプＳ（SGL単⾊・遮熱性フッ素鋼板）
スパンサイディングＬ（SGL単⾊・遮熱性鋼板）
ジオストライプＬ（SGL単⾊・遮熱性鋼板）
ストリングスＬ（単⾊・遮熱性鋼板） 15％程度
単⾊（ガルバリウム） 25％程度
単⾊（アルミニウム） 15％程度

15~27％程度
10％程度ビル フロント商品

15％程度

ニュースタンダード

24％程度

15％程度

スタンダード

部材・役物

2022年10⽉3⽇
受注分より

エクステリア 鋳物フェンス、スクリーンフェンス、歩⾏⽤補助⼿すり
フェンスAA、AB、共通柱、公共品、グリッドフェンス

テラスVS

全て
全て
全商品⼀律

外装 ⾦属外壁

カテゴリー 商品
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（次ページに続きます） 

  

部材 硝⼦
ＡＳシリーズ、断熱⼟間引⼾、店舗引⼾ 8％程度
スカイシアター 15％程度
リフレム樹脂窓⽤、内付ＲＳ、リフォーム網⼾、
スタイルシェード
インプラス、リプラス、取替ＰＧ障⼦ ８％程度 ２０％程度
リプラス組⽴代 10％程度 ―
リフォーム⾬⼾、取替⾬⼾パネル
リフォームシャッター、取替シャッター
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
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

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

2〜16％程度 ―

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

⽞関⽤網⼾ ⽞関引⼾・勝⼿⼝引⼾⽤網⼾、⽞関引⼾⽤プリーツ網⼾ 8％程度 ―
樹脂サッシ レガリス、ＥＷ 10％程度 20％程度

ＴＷ、ＴＷ防⽕⼾、サーモスⅡＨ／Ｌ
防⽕⼾ＦＧ－Ｈ／Ｌ、防⽕⼾ＦＧ－Ｆ
サーモスＡ・防⽕⼾ＦＧ－Ａ 5％程度
サーモス・ＦＧ組⽴代 10％程度
ＬＷスライディング 8％程度 20％程度
オープンウイン、ワイドウィン、ガゼリアＮ(防⽕⼾含む) 8％程度 ―
窓⼿摺、⾯格⼦、エアコン室外機置場
網⼾、庇、躯体内換気部材
⾬⼾、シャッター、ガレージシャッタークワトロ 15％程度 ―
外付ブラインドＥＢ 20％程度 ―
アヴァントス 11〜15％程度 ―
グランデル２、ジエスタ２(防⽕⼾含む)、プレナスＸ 8〜13％程度 ―
エルムーブ２、エルムーブ２ 防⽕⼾、引⼾ＪＳ、
Ｋ３シリーズ、ＰＧシリーズ、Ｋ６シリーズ、菩提樹

アパートドア リジェーロα、リジェーロα 防⽕⼾ 9〜14％程度 ―

実施時期 対象商品

⽞関ドア

⽞関引⼾
5〜20％程度

サッシ

リフォーム
ドア

サーモス/
防⽕⼾ＦＧ

住宅⽤サッシ
⽞関ドア ※

サッシ系
リフォーム

住宅⽤サッシ
⽞関ドア ※

2022年11⽉1⽇
受注分より

2023年1⽉5⽇
受注分より

―

改定率
カテゴリー

8％程度
20％程度

サッシ

窓まわり
8％程度 ―

10〜18％程度 ―

4〜20％程度 ―

浴室ドア
5％程度 ―

―

8％程度 ―

15％程度 ―
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※ タイル商材の新旧価格の対⽐情報はタイルプロダクトサーチ  
    https://www.biz-lixil.com/products/tile/search/をご確認ください。 
 
※ 樹脂サッシ・サッシ・窓まわりの特注時倍率につきましても、約５％の改定となります。 
   インプラスや引違い網⼾など、規格価格＝特注価格扱いの商品は除きます。 
   住宅⽤サッシ・⽞関ドアの価格改定率は、サイズ・デザイン等により異なります。 
   都度⾒積時にご確認ください。 
 
[2022 年 6 ⽉ 30 ⽇ 修正内容] 下記項⽬の表記を修正しました。 
・2 ページ⽬︓外装 - ⾦属外壁 – スタンダードシリーズ 
 (修正前) 単⾊ 25%程度  
（修正後）単⾊（ガルバリウム）25%程度、単⾊（アルミニウム）15%程度  （2 ⾏に分割しています） 
 
[2022 年 9 ⽉ 30 ⽇ 追記内容] 下記項⽬の表記を追記しました。 
・3 ページ⽬︓住宅⽤サッシ・⽞関ドア商品別情報 
 
 
                                                                                              以上 

 

実施時期 商品 改定率
サティス 4~8%程度
リフォレ 1~3%程度
NewPASSO 3~8%程度
クイックタンク式床置便器・レジリエンストイレ 8~12%程度
洗⾯器・⼿洗器（⼀部商品︓6品番） 30~80%程度（平均50%程度）
システムトイレ 8%程度
パブリック⽤⾃動⽔栓 5~14%程度
⼩型電気温⽔器 4~15%程度
浄⽔カートリッジ 5~12%程度
浴室シャワー 4~19%程度
各種換気乾燥暖房機 5~24%程度
リシェルＳＩ 5%~10%程度
Ｔｉｏ 4%~6%程度
セクショナルキッチン 4%~6%程度
機器類 8%~13%程度

洗⾯
化粧台

⾮住宅⽤
洗⾯化粧台

マーベリイナカウンター・シェルフ⼀体タイプの
⽔栓・電温・⽔⽯鹸供給栓

1~12％程度

内装タイル 12~20%程度
床タイル 10~17%程度
外装タイル 13~20%程度
施⼯材、施⼯⼯具 10~20%程度

カテゴリー
トイレ 住宅⽤

トイレ

⾮住宅⽤
トイレ

⽔栓⾦具・
電気温⽔器

2022年10⽉3⽇
受注分より

キッチン
ユニットバスルーム

タイル ※


