
お客様各位　　

拝啓

貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

長らくお待たせいたしましたが、新カタログ【ESSENCE Vol.10】発刊のはこびとなりました。

エッセンス初めてのセラミックカートリッジ仕様の単水栓「ハンク」、「方寸」

「方寸」は立栓と横栓２サイズ（全部で 3形状）あり様々なシーンで活躍できます！

店舗需要をちょっぴり意識した、「ハイバック洗面器＆アングル」や

京都ＫＩＹＯＭＩＺＵとの融合「Keramiikka/ ケラミッカ」

人工大理石がスッキリとした印象を与えるＭオーバル洗面器用　「カウンターユニット　ツイン」

人気急上昇中の外付け給水ユニットにも新サイズが仲間入り！

ツートンカラーが特徴的な手洗器「グローブ」とＭＲスタンドの組み合わせは

懐かしい診察室の消毒液を入れたホーローの洗面器を思い出します。

新商品の販売時期は別紙をご覧ください。　■ 2 頁（1・2）

（商品によって発売時期が大幅にことなりますのでご注意ください）

◎ホームページにつきましては順次更新を予定しております。

＊＊＊　正誤表　＊＊＊

カタログの一部に訂正箇所がございます。別紙をご覧ください。　■ 3 頁

ご不明な点につきましては弊社担当：堀内迄ご連絡下さい。

＊＊＊　価格改定のお知らせ　＊＊＊

一部の現行継続製品の価格改定 ( 値上げ ) を予定しております。

弊社としましては、コストの削減･吸収など企業努力を重ねてまいりましたが、

私共の力ではまかないきれない状況となって参りました。

詳細は別紙をご覧ください。　■ 3 頁

敬具

伊吹物産株式会社　営業部　担当：堀内

〒465-0025　名古屋市名東区上社 4-108

TEL 052-703-4741　FAX 052-703-4877

http://www.essence-i.com　　e-mail essence-i@ibuki-craft.com
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■ ESSENCE　Vol.10　新商品リスト

掲載頁・品番・品名・タイプ／デザイン／カラー／・発売時期

26 　E351471 　洗面ｱﾝｸﾞﾙｾｯﾄ2018 年 2月

28 　E351383 　洗面ｶｳﾝﾀ〔ーﾍﾞｰｼｯｸ〕ｵｰﾀﾞｰS ﾊﾟｲﾝｴｲｼﾞﾝｸﾞ　受注生産

28　 E351384 　洗面ｶｳﾝﾀ〔ーﾍﾞｰｼｯｸ〕ｵｰﾀﾞｰS ﾀﾓｴｲｼﾞﾝｸﾞ　受注生産

28 　E351393 　洗面ｶｳﾝﾀ〔ーﾍﾞｰｼｯｸ〕ｵｰﾀﾞｰL ﾊﾟｲﾝｴｲｼﾞﾝｸﾞ　受注生産

28 　E351394 　洗面ｶｳﾝﾀ〔ーﾍﾞｰｼｯｸ〕ｵｰﾀﾞｰL ﾀﾓｴｲｼﾞﾝｸﾞ　受注生産

29 　E351480 　ｶｳﾝﾀｰｾｯﾄﾂｲﾝ　 受注生産

30 　E351253 　手洗ｶｳﾝﾀ〔ーﾍﾞｰｼｯｸ〕ﾀﾓﾅﾁｭﾗﾙ　2018 年 3月

30 　E351254 　手洗ｶｳﾝﾀ〔ーﾍﾞｰｼｯｸ〕ﾀﾓｴｲｼﾞﾝｸﾞ　2018 年 3月

30　 E351263 　手洗ｶｳﾝﾀ〔ーﾍﾞｰｼｯｸ〕ｵｰﾀﾞｰ1000 ﾀﾓﾅﾁｭﾗﾙ　 受注生産

30 　E351264 　手洗ｶｳﾝﾀ〔ーﾍﾞｰｼｯｸ〕ｵｰﾀﾞｰ1000 ﾀﾓｴｲｼﾞﾝｸﾞ　受注生産

30　 E351373 　手洗ｶｳﾝﾀ〔ーﾍﾞｰｼｯｸ〕ｵｰﾀﾞｰ2000 ﾀﾓﾅﾁｭﾗﾙ　 受注生産

30　 E351374 　手洗ｶｳﾝﾀ〔ーﾍﾞｰｼｯｸ〕ｵｰﾀﾞｰ2000 ﾀﾓｴｲｼﾞﾝｸﾞ 受注生産

31 　E351140　 手洗ｶｳﾝﾀ〔ーｸﾗｼｯｸ〕ﾊﾟｲﾝｴｲｼﾞﾝｸﾞ 2018 年 3月

31 　E351320 　飾り縁ﾊﾟｲﾝｴｲｼﾞﾝｸﾞ　2018 年 3月

32 　E351490 　ｶｳﾝﾀｰｾｯﾄSS 　受注生産

33 　E351461 　手洗ｽﾀﾝﾄﾞｽﾀﾝﾄﾞMR 　受注生産

34 　E443041　 ｸﾗﾌﾄﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄｾｯﾄｶﾌﾀﾝ　調整中

34 　E443042 　ｸﾗﾌﾄﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄｾｯﾄﾛｯﾀ　調整中

34 　E443043 　ｸﾗﾌﾄﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄｾｯﾄﾁﾎﾞﾘ　調整中

34 　E443031 　ｸﾗﾌﾄﾐﾗｰｶﾌﾀﾝ　調整中

34 　E443032 　ｸﾗﾌﾄﾐﾗｰﾛｯﾀ　調整中

34 　E443033 　ﾗﾌﾄﾐﾗｰﾁﾎﾞﾘ　調整中

35 　E443011 　手洗器 Sｽｸｴｱｱﾑ　2018 年 4月

35 　E443012 　手洗器 Sｽｸｴｱﾊﾅ　2018 年 4月

35 　E443013 　手洗器 Sｽｸｴｱｷｶ　2018 年 4月

35 　E443021 　手洗器Ｓ-Iﾗｳﾝﾄﾞｽﾋﾟﾘｯﾂ　2018 年 4月

35 　E443022 　手洗器Ｓ-Iﾗｳﾝﾄﾞｵﾘｴﾝﾀﾙ　2018 年 4月

35 　E443023 　手洗器Ｓ-Iﾗｳﾝﾄﾞｻｰｶｽ　2018 年 4月

38 　E442010 　単水栓立方寸ｸﾛｰﾑ　2018 年 2月

38 　E442012 　単水栓立方寸ﾌﾞﾛﾝｽﾞ　2018 年 2月

38 　E442019 　単水栓立方寸ﾌﾞﾗｽ　2018 年 2月

38 　E442020 　単水栓横方寸 L ｸﾛｰﾑ　2018 年 2月

38 　E442022 　単水栓横方寸 L ﾌﾞﾛﾝｽﾞ　2018 年 2月

38 　E442029 　単水栓横方寸 L ﾌﾞﾗｽ　2018 年 2月

38 　E442030 　単水栓横方寸 S ｸﾛｰﾑ　2018 年 2月

38 　E442032 　単水栓横方寸 S ﾌﾞﾛﾝｽﾞ　2018 年 2月

38 　E442039 　単水栓横方寸 S ﾌﾞﾗｽ　2018 年 2月

39 　E260060 　単水栓ﾊﾝｸｸﾛｰﾑ　2018 年 4月

39 　E260062 　単水栓ﾊﾝｸﾌﾞﾛﾝｽﾞ　2018 年 4月

39 　E260069 　単水栓ﾊﾝｸﾌﾞﾗｽ　2018 年 4月
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41　 EP17330 　止水栓 [ 丸型 ] ｱﾝｸﾞﾙ（壁） ｸﾛｰﾑ　2018 年 4月以降

41 　EP17332 　止水栓 [ 丸型 ] ｱﾝｸﾞﾙ（壁） ﾌﾞﾛﾝｽﾞ　2018 年 4月以降

41 　EP17339 　止水栓 [ 丸型 ] ｱﾝｸﾞﾙ（壁） ﾌﾞﾗｽ　2018 年 4月以降

41 　EP17340 　止水栓 [ 丸型 ] ｽﾄﾚｰﾄ（床） ｸﾛｰﾑ　2018 年 4月以降

41 　EP17342 　止水栓 [ 丸型 ] ｽﾄﾚｰﾄ（床） ﾌﾞﾛﾝｽﾞ　2018 年 4月以降

41 　EP17349 　止水栓 [ 丸型 ] ｽﾄﾚｰﾄ（床） ﾌﾞﾗｽ　 2018 年 4月以降

42 　EP18010 　外付給水ユニットＬｏｗ ﾆｯｹﾙｸﾛｰﾑ　受注生産（初回 4月以降）

42 　EP18012 　外付給水ユニットＬｏｗ ﾁｬｺｰﾙﾌﾞﾛﾝｽﾞ　受注生産（初回 4月以降）

42　 EP18019 　外付給水ユニットＬｏｗ ｱﾝﾃｨｰｸﾎﾜｲﾄﾌﾞﾗｽ　受注生産（初回 4月以降）

42 　EP18020 　外付給水ユニットＮａｒｒｏｗ ﾆｯｹﾙｸﾛｰﾑ　 受注生産（初回 4月以降）

42 　EP18022 　外付給水ユニットＮａｒｒｏｗ ﾁｬｺｰﾙﾌﾞﾛﾝｽﾞ　受注生産（初回 4月以降）

42 　EP18029 　外付給水ユニットＮａｒｒｏｗ ｱﾝﾃｨｰｸﾎﾜｲﾄﾌﾞﾗｽ 　受注生産（初回 4月以降）

42 　EP18030 　外付給水ユニットＮａｒｒｏｗ＆Ｌｏｗ ﾆｯｹﾙｸﾛｰﾑ 　受注生産（初回 4月以降）

42 　EP18032 　外付給水ユニットＮａｒｒｏｗ＆Ｌｏｗ ﾁｬｺｰﾙﾌﾞﾛﾝｽﾞ　受注生産（初回 4月以降）

42 　EP18039 　外付給水ユニットＮａｒｒｏｗ＆Ｌｏｗ ｱﾝﾃｨｰｸﾎﾜｲﾄﾌﾞﾗｽ 　受注生産（初回 4月以降）

46 　E440011 　ｽｲｯﾁﾌﾟﾚｰﾄ（ｱﾒﾘｶﾝ） ｼﾝｸﾞﾙｸﾞﾚｰｼﾞｭ　2018 年 2月

46 　E440021 　ｽｲｯﾁﾌﾟﾚｰﾄ（ｱﾒﾘｶﾝ） ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾞﾚｰｼﾞｭ　2018 年 2月

46 　E440031 　ｽｲｯﾁﾌﾟﾚｰﾄ（ｱﾒﾘｶﾝ） ﾄﾘﾌﾟﾙｸﾞﾚｰｼﾞｭ　2018 年 2月

46 　E440041 　ｽｲｯﾁﾌﾟﾚｰﾄ（ｱﾒﾘｶﾝ） ｸﾞﾚｰｼﾞｭ　2018 年 2月

46 　E440051 　ｽｲｯﾁﾌﾟﾚｰﾄ（ｱﾒﾘｶﾝ） ｺﾝﾋﾞｸﾞﾚｰｼﾞｭ　2018 年 2月

49 　E274320 　洗面器ﾊｲﾊﾞｯｸ〔立水栓用〕ﾌﾞﾗﾝｶ　入荷済み

49 　E274330 　洗面器ﾊｲﾊﾞｯｸ〔横水栓用〕ﾌﾞﾗﾝｶ　入荷済み

49 　E350130 　洗面器ﾊｲﾊﾞｯｸ〔立水栓用〕ﾘﾈﾝ　入荷済み

49 　E350140 　洗面器ﾊｲﾊﾞｯｸ〔横水栓用〕ﾘﾈﾝ　入荷済み

58 　E441011 　手洗器ｸﾞﾛｰﾌﾞｱﾗﾊﾞｽﾀ　2018 年 4月

58 　E441012 　手洗器ｸﾞﾛｰﾌﾞﾘﾗ　2018 年 4月

58 　E441013 　手洗器ｸﾞﾛｰﾌﾞｵﾘｵﾝ　2018 年 4月

2017 年 12 月吉日
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■ 正誤表

　※エッセンスカタログ 10  [essence book] の表記内容に一部誤りがございました。

　下記の通り訂正いたします。

　（なお、ＨＰ上のデジタルカタログにつきましては修正済みとなっております。）

　P10　STAND UNIT（洗面器ハイバック専用）

　　（誤）　D400×W600 ㎜ （正）　D400×W500 ㎜

　P11　counter unit　CLASSIC　右中画像

　　（誤）　Ｍラウンド （正）　Ｍオーバル

　誠に申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

■ 価格改定リスト

掲載頁・品番・品名・旧価格（税新抜価）・新価格（税備抜考）

27　 E351441 E351441 　洗面ｱﾝｸﾞﾙ、 HB480　 45000→48000 ※１

30　 E351251 E351251 　手洗いｶｳﾝﾀｰ　ﾊﾟｲﾝ､ﾅﾁｭﾗﾙ　15000 → 17000

30 　E351252 E351252 　手洗いｶｳﾝﾀｰ　ﾊﾟｲﾝ､ｴｲｼﾞﾝｸﾞ　15000 → 17000

32 　E351361 E351361 　ｳｯﾄﾞﾗｯｸ・S-1ﾗｳﾝﾄﾞ用、ﾅﾁｭﾗﾙ　35000 → 38000

32 　E351362 E351362 　ｳｯﾄﾞﾗｯｸ・S-1ﾗｳﾝﾄﾞ用、ｴｲｼﾞﾝｸﾞ　35000 → 38000

39　 E250010 E250010 　ﾘｽﾞ単水栓､ｸﾛｰﾑ 　17000 → 19000

39 　E250012 E250012 　ﾘｽﾞ単水栓､ﾌﾞﾛﾝｽﾞ 　19000 → 22000

39 　E250019 E250019 　ﾘｽﾞ単水栓､ﾌﾞﾗｽ 　17000 → 19000

41 　EP17142 EP17142 　止水栓 ( 壁給水 )ﾌﾞﾛﾝｽﾞ　13000 → 14000

41 　EP17182 EP17182 　止水栓 ( 床給水 )ﾌﾞﾛﾝｽﾞ　15500 → 18000

60 　E217030 E217030 ｺ　ﾚｸﾃｨﾌﾞﾙｽﾞ･ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ　3200 → 3600

◎価格改定のある製品につきましては下記のスケジュールで実施させていただきます。

　　それまでは旧価格（ES　VOL.9 カタログ掲載）で対応させていただきます。

　　　・旧価格　　　2018 年 3 月 29 日 AMご注文　3月 30 日出荷分まで　　

　　　・新価格　 　 2018 年 4 月 2 日　出荷分より

※1　3/29AMご注文分まで旧価格対応いたします。

伊吹物産株式会社　営業部　担当：堀内

〒465-0025　名古屋市名東区上社 4-108　　TEL 052-703-4741　FAX 052-703-4877
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