ボディハグシャワー
NYSA-1-R/FW1 NYSA-1-L/FW1
NYSA-1-R/N11 NYSA-1-L/N11

取扱説明書
このたびは、当社商品をお買い求めいた
だき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みの上
正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所
に、大切に保管してください。
取扱説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社では責任を負い
かねますので、あらかじめご了承ください。
＊ 転居される場合、次に入居される方にこの説明書をお渡
しください。
取付業者の皆様へ
この取扱説明書は必ずお客さまにお渡しください。
工事店様へのお願い
貴店名ならびに据付引渡し日を保証書にご記入の上、お客さまに必ずお渡しください。
また、定期的に交換が必要な部品があることをお客さまに必ずお伝えください。
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各部のなまえ
ハンドシャワー

鏡

可動ノズル

※製品には付属されていません
スイッチ付きシャワーとの組み
合わせは不可
60°

角度の調節ができます。

固定ノズル

アーム

各部のなまえ

アーム先端部をお好みの
角度で保持が可能です。
（0 〜 60°）

ハンドシャワー / ボディシャワー
吐水切替レバー

お好みの角度でアームの
保持が可能です。
（0 〜 90°）

水栓
※製品には付属されていません

可動ノズル

〈品番の見分け方〉

品番
NYSA-1-R/FW1
NYSA-1-L/FW1
NYSA-1-R/N11
NYSA-1-L/N11
1

色
白
黒

見分け方
水栓と繋がるホースが商品の右側に接続されている。
（上記イラスト）
水栓と繋がるホースが商品の左側に接続されている。（上記イラスト左右反転）
水栓と繋がるホースが商品の右側に接続されている。
（上記イラスト）
水栓と繋がるホースが商品の左側に接続されている。（上記イラスト左右反転）

安全上のご注意（必ずお守りください）
ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

表示マークについて

警告

「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険
な状態が生じることが想定されます。」

注意

「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損
害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

安全上のご注意︵必ずお守りください︶

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。

絵表示について
お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。
「注意しなさい！」
（上記の『警告』、『注意』と併用して注意をうながす記
号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）
「指示通りにしなさい！」
（一般的な行動指示記号です。
）

「してはいけません！」
（してはいけない『禁止』の記号です。
）

「分解してはいけません！」（分解禁止の記号です。）

警告
熱湯に気をつけて！！
必ず素手で温度を確認してから使用
してください。
※高温の湯が出て
ヤケドをする恐れ
があります。

子供だけで使用しないで！！
子供だけで入浴中の場合は使用させ
ないでください。
※誤った使用により、ケガをする恐
れがあります。
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警告
分解しないで！！
安全上のご注意︵必ずお守りください︶

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※故障やケガの原因となります。

注意
ケガに注意！！
アームの操作はゆっくりと、無理な力
をかけないよう行ってください。

目や耳にむかって
吐水しないでくだ
さい。
※目や耳に炎症
が起こる恐れが
あります。

※本体とアームの間などで指をはさんで
ケガをしたり、破損の原因となります。
ア ー ム を 90 ° 以 上
回さないでください。
※アームと水栓やカ
ウンターの間など
で指をはさんでケ
ガをしたり、破損
の原因となります。

アームや本体に、ぶら
下がったり登ったりし
ないでください。
※破損してケガをした
り、漏水や破損の原
因となります。

使用後はアームを下げたままにしない
でください。
※アームにぶつかってケガをする恐れ
があります。

衝 撃 を あ た え た り、
もたれかかったりし
ないでください。
※破損してケガをし
たり、漏水や故障の
原因となります。

切替レバーの操作はゆっくりと、無理
な力をかけないよう行ってください。
※破損してケガをしたり、漏水や故障の
原因となります。

ヤケドに注意！！
切替レバーを押
したまま、水栓
操作をしないで
ください。
※いきなり冷たい水
が出たり、高温の湯を浴びてヤケドする恐れがあります。
3

シャワー使用中に給湯器の設定温度
を変えないでください。
※高温の湯が出て、ヤケドをする恐れ
があります。

使用時のご注意

無理な力を加えないで！！
アームなどに過度な力を加
えないでください。
※破損や故障の原因となり
ます。

ドアを閉めて！！
使用する前に浴室ドアが閉まっていることを確認
してください。
※浴室外に水が漏れ、家財等をぬらす場合があり
ます。

温泉水を使用しないで！！
温泉水を使用しないでください。
※変色や機能部の故障の原因となります。

金属類を放置しないで！！
ヘアピン等さびやすいものを放置しないでください。
※サビが付着して取れなくなる（もらいサビ）原
因となります。

凍結に注意！！
凍結が予想される際は、室内を保温して氷点下にならないようにしてください。また、アームを収
納状態（倒していない状態）にして、ハンドシャワーから少量の水を流しつづけてください。
※破損や故障の原因となります。

化粧品の使用について
毛染め剤やマニキュア除光液をご使用される時は、必ずシ−ト等でボディハグシャワーを保護してください。
※付着すると、シミになる場合があります。

おそうじのときは！！
・ クレンザー・磨き粉・ラッカー・シンナー・アルコールまたは塩酸、アンモニ
ア、苛性ソーダ等の薬品は使用しないでください。
※キズ、変色等の原因になります。
・ カビ取り剤等アルカリ性の薬品、柑橘系洗剤（リモネン等）を使用する
場合は、必ずその取扱説明書を読んで正しくお使いください。また、使
用後はすみやかに水でよく洗い流してください。

ハンドシャワーを横向きにかけないで！！
ハンドシャワーは正面を向くようにシャワーフックに
かけてください。
※ハンドシャワーが横向きにフックにかかっていると
アームと干渉しキズの原因となる場合があります。
4

使用時のご注意︵故障をおこさないためにお守りください︶

故障をおこさないためにお守りください

ご使用方法
ボディシャワーの使用方法
ボディシャワーの使用

警告
ご使用方法︵ボディシャワーの使用方法︶

ボディシャワーを使用する前にハンドシャワーで必ず素手で温度を確認してから使
用してください。
※高温の湯が出てヤケドをする恐れがあります。

注意
アームに無理な力をかけないように、操作はゆっくりと行ってください。
※本体とアームの間などで指をはさんでケガをしたり、破損の原因となります。

1
水栓を操作してハンドシャワーから出る吐水温度を素手で確認して
ください。
※確認せずにシャワーを吐水すると、いきなり冷たい水が出たり、
熱い湯を浴びてヤケドをする恐れがあります。

2
ノズルからの吐水が顔にかからない位置まで
アームの角度を調節します。

3
切替レバーを押すとハンドシャワーからボディシャワーへ切り替わ
り、ノズルより吐水されます。
※切替レバーを引くことでボディシャワーからハンドシャワーに切
り替えることができます。
※流量が少ないと切替わらない場合があります。
5

注意
目や耳にむかって吐水しないでください。
※目や耳に炎症が起こる恐れがあります。

4
ご使用方法︵ボディシャワーの使用方法︶

アームの倒し角度をお好みの位置に合わせます。
アーム先端の回転角度をお好みの位置に合わせます。
可動ノズルをお好みの角度に調整します。
水栓でお好みの流量と温度に調整します。

60°

アーム先端部をお好みの
角度で保持が可能です。
（0 〜 60°）

※ボディシャワーとハンドシャワー吐水の同時使用はできません。
※可動ノズルは大粒吐水で固定ノズルはミスト吐水の仕様となっています。
※ボディシャワーでは、ハンドシャワーにくらべ温度が低く感じられます。
※施設等広い浴室の場合、浴室の暖房設備との併用をお勧めします。
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6

水栓を操作し、シャワーを止水します。

本体下部残留水排出

ご使用後はアーム先端
の角度を元に戻してか
ら収納状態へアームを
戻します。
※倒したままのアーム
にぶつかってケガを
する恐れがありま
す。

※止水後もシャワーと本体下部から水が
排出されますが、内部の残留水が排出
されるものです。故障ではありません。
6

車いすの使用について
本製品を車いすを用いて使用する場合は、次のような浴
用車いすを用いてください。
・樹脂製品、アルミニウム製品、ステンレス製品等の耐
腐食性に優れたもの
・車止めがある安全なもの

ご使用方法︵車いすの使用について︶

警告
次のような方が使用されるときには、周り
の方が十分注意してあげてください。
お年寄り、病気の方、ご自分で温度調節の
できない方、皮膚の弱い方、皮膚感覚の弱
い方、疲労の激しい方。
※長時間使用されますと、低温ヤケドを
おこす恐れがあります。

7

お手入れ方法
日頃のお手入れ
浴室用合成洗剤（中性）をうすめてスポンジ等柔らかいものに含ませてふいてください。ふいた後は
湿らせた布できれいに洗剤をふきとってください。

ノズルのお手入れ
ノズルからの吐水が弱くなったときは、ノズルがゴミ等によって詰まっている可能性があります。
下記の方法で、ノズルに詰まったゴミ等を取り除いてください。

ノズルのお手入れ
ノズルの穴を柔らかい歯間ブラシなどで刺して、目詰まりを取ります。

お願い
● 歯間ブラシは無理に奥まで挿入
しないでください。( 差し込み目
安として可動ノズルは 9mm 以
下、固定ノズルは 3mm 以下 )
※中の部品が破損する恐れがあ
ります。
● 歯間ブラシのワイヤーを曲げて
使用しないでください。
※ワイヤーが折れて抜けなく
なったり、故障の原因になる
おそれがあります。
● 強い力で挿入しないでください。
※散水穴が変形したり中の部品
が破損する恐れがあります。
※上記の処置で直らない場合は LIXIL 修理受付センターへご相談ください。（P.13 参照）
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お手入れ方法︵日頃のお手入れ・ノズルのお手入れ︶

クレンザー・磨き粉・ラッカー・シンナー・アルコールまたはアンモニア、苛性ソーダ、塩酸等の
薬品や漂白剤は使用しないでください。
※キズ、変色等の原因となります。
また、サンドペーパーやタワシの使用も、光沢を失わせキズをつけるのでおやめください。

故障かな？と思ったら
故障かな？と思ったら、修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。
現象

水の勢いが弱い。

原因
ノズルがゴミ等で詰まって
いる。

ノズルを掃除します。( 参考 P.8)

給湯の能力が不足している。

浴室以外でできるだけ同時に湯を使わな
いようにします。

水栓からの吐水量が少ない。

水栓の吐水量を水栓の調節栓やハンドル
で調整します。

給湯器の設定温度が低い。
湯の温度が上がらない、
または変動する。

ボディシャワーに切り替えた
とき、温度が低くなる。

故障かな？と思ったら

水漏れする。

給湯器の設定温度を上げます。
（50℃以上 60℃以下の設定をおすすめ
します。ただし、ヤケド防止のため 60℃
以下にしてください。）

水栓からの吐水量が少なく、
水栓からの吐水量を多くする。
給湯器が着火していない。
給湯の能力が不足している。

浴室以外でできるだけ同時に湯を使わな
いようにします。

ボディシャワーでは温度が低
く感じる。

温度を上げて使用します。

吐水時に接続ホースの接続部
から水が漏れる。

ホースの接続部をしっかり締め付けます。

止水時に本体下部から水が漏
れる。

止水時は内部の残留水を排出するため、
故障ではありません。( 参考 P.6)

上記の対応をしても直らないときは修理を依頼してください。
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確認方法・対応方法

アフターサービスについて
1. 定期的な部品交換のお願い
ノズル・残水排出弁は定期的に交換していただく必要があります。（交換時期：3 〜 5 年）
次ページの「2. 交換部品の購入方法」を参照の上、交換部品を購入して以下の手順で部品交換を行っ
てください。
● ノズルの交換
< 可動ノズルセット >
上アームカバー 固定ナット

O リング
可動ノズル

1
マイナスドライバーなどでアームカバーを取り外
します。
※傷がつくと塗装がはがれる可能性がありますの
でドライバー先端を柔らかい布等で保護してく
ださい。

専用工具

アフターサービスについて

< 固定ノズルセット >
固定ナット

O リング
固定ノズル
下アームカバー

2
専用工具を取り出し、その専用工具を用いて固定
ナットを外します。
※向かって右側のアームのみに専用工具は収納
されています。

3
ノズルを交換し、固定ナットを取り
付けて専用工具を元の位置に戻した
後アームカバーを取り付けます。
※ O リングが入っていますので落と
さないよう注意してください。
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● 残水排出弁の交換

残水排出弁セット

※コインなどで回して取り外してください。

アフターサービスについて

2. 交換部品の購入方法
● インターネットで購入する

LIXIL 公式部品通販サイト

LIXIL パーツショップ
Web

LIXIL パーツショップ

検索

https://parts.lixil.co.jp/
● 部品販売窓口へお問い合わせ・購入する
※パーツショップでお取り扱いのない商品は下記窓口よりお問い合わせください。

LIXIL パーツショップ部品販売窓口

TEL
受付時間

0120-126-015
平日

9:00 〜 17:00

（土日祝日・ゴールデンウィーク・夏期休暇・年末年始休み）

● 当社商品の販売店へお問い合わせ・購入する
※本書に記載の品番・仕様は予告なく変更させて頂くことがありますのでご購入の際はご確認ください。
※部品の販売は、保有期間に応じて終了している場合があります。
※交換部品の情報をよくご確認のうえご購入いただき正しい方法でお取り付けください。
誤った部品・方法でお取り替えされたことによる不具合の保証はいたしかねる場合があります。
※保証期間内でも有料となります。
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〈交換部品一覧〉

品名（仕様）
可動ノズルセット
固定ノズルセット
上アームカバーセット

左右セット

下アームカバーセット

左右セット

上アームカバー R

右のみ

上アームカバー L

左のみ

下アームカバー R

右のみ

下アームカバー L

左のみ

残水排出弁セット
固定ナット

O リング

O リング

可動ノズル

固定ノズル

可動ノズルセット

上アームカバー R
( 右のみ )

交換部品品番
NYSA-MNZ-SET/FW1
NYSA-MNZ-SET/N11
NYSA-FNZ-SET/FW11
NYSA-FNZ-SET/N11
NYSA-UAC-SET/W
NYSA-UAC-SET/B
NYSA-LAC-SET/W
NYSA-LAC-SET/B
NYSA-UAC-R/W
NYSA-UAC-R/B
NYSA-UAC-L/W
NYSA-UAC-L/B
NYSA-LAC-R/W
NYSA-LAC-R/B
NYSA-LAC-L/W
NYSA-LAC-L/B
NYSA-ZHV-SET/FW1
NYSA-ZHV-SET/N11

固定ノズルセット

上アームカバー L
( 左のみ )

上アームカバーセット
( 左右セット )

下アームカバー R
( 右のみ )

下アームカバー L
( 左のみ )

下アームカバーセット
( 左右セット )

残水排出弁セット

3. 修理を依頼される前に
商品が故障したら「故障かな？と思ったら」（P.9）を参照してください。
それでも故障が直らない場合は、お求めの販売店または LIXIL 修理受付センターにご相談ください。
なお、不具合でなくても下記の場合はご相談ください。
● 取扱説明書どおりに使用されても、まだ不明な点がある場合
上記の場合、そのままにしておくと思わぬ事故につながる恐れがあります。必ずご相談ください。

警告
当社指定の修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※ 異常動作でケガをする恐れがあります。
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アフターサービスについて

固定ナット

色
ホワイト用
ブラック用
ホワイト用
ブラック用
ホワイト用
ブラック用
ホワイト用
ブラック用
ホワイト用
ブラック用
ホワイト用
ブラック用
ホワイト用
ブラック用
ホワイト用
ブラック用
ホワイト用
ブラック用

4. 修理を依頼されるとき
修理を依頼されるときは再度本書をよくお読みいただき、ご確認の上、なお異常のあるときは、
お買い求めの販売店または LIXIL 修理受付センターに修理を依頼してください。

保証期間内の修理

保証期間経過後の修理

保証期間内は保証書の規定に従って修理させて
いただきます。
※以下の部品は消耗部品のため、保証期間内で
も有料となります。
・ノズル
・残水排出弁
・各部パッキン など

修理によって機能が維持できる場合は、お客さまの
ご要望によって有料で修理いたします。
料金の内訳は、技術料 + 出張料 + 部品代です。

連絡していただきたい内容
アフターサービスについて

3. 取付年月日
1. おなまえ・おところ・電話番号
4. 故障内容・異常の状況（できるだけ詳しく）
2. 商品名・品番
← P.9 の「故障かな？と思ったら」参照
（商品名は表紙参照。品番特定のため色（白・黒）
と水栓と繋がるホースが商品の左右どちらに
5. 訪問ご希望日
接続されているかを P1 参照のもと確認下さ
い。）

修理の依頼先・アフターサービスについてのお問い合わせ先
修理のご依頼は（取扱説明書の「アフターサービスについて」をお読みください。
）
LIXIL 修理受付センター
● インターネットの場合 ※ 24 時間依頼可能
リクシル修理

検索

https://www.lixil.co.jp/support/

修理申し込み前の参考情報として、概算修理見積も
りを次の LIXIL 公式サイトから参照いただけます。
https://www.lixil.co.jp/support/repair-cost/

● 電話の場合
TEL
FAX

0120-179-411
0120-179-456

※ 受付時間などは裏表紙を参照してくだ
さい。

5. 部品の保有期間について
補修用性能部品の最低保有期間は、この商品の製造打切後 6 ヶ年です。保有期間経過後の修理では、該当
する部品がない場合がありますのでご承知願います。
※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
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保

証

書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。以下保証期間内に故障が発生した
場合は、本書をご提示のうえ、お買い求めの取扱店に修理をご依頼ください。
※ 取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名

ボディハグシャワー

保証期間

ご購入日（取付販売商品については取付日）より 2ヶ年
ただし防水性能＊はご購入日（取付販売商品については取付日）から 5ヶ年

取付日
年

月

日

＊防水性能とは「壁、床から浴室外部への漏水を防ぐ性能」をいいます。
おなまえ

お客さま

無効

おところ
おでんわ

（

）

−

様

取扱店名

TEL（

）

−

お客さまへ
・ 保証書は再発行しませんので、紛失されないよう大切に保管してください。
・ お客さまにご記入いただくこの保証書の個人情報につきましては、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させてい
ただきます。
（注1）取付日とは、
● 改修工事の場合は改修部分の工事の完了日とします。
● 注文住宅、分譲住宅（建売住宅）
、分譲および賃貸の集合住宅、非住宅（ホテル、病院、倉庫等）
、中古買取再販住宅の場合は、建築物が建築主さ
まへ引き渡された日とします。
（但し、弊社納品日から最大一年間とします。）

無料修理規定（保証規定）
１．「取扱説明書」・「ラベル」等の注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
２．無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
３．ご転居、ご贈答品等で、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合は、取扱説明書に記載のお客さま相談センターまたはLIXIL 修理受付センター
にご相談ください。
４．保証期間内でも、以下の場合、保証の対象外とさせていただきます。（有料修理または修理対応不可）
（1） 用途以外（車両、船舶および使用頻度が極度に高い業務用等）に使用した場合の故障および損傷等の不具合。
（2） 指定業者や取付説明書等に基づかない取付および工事に起因する不具合。
（3） お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による汚れ、故障および損傷・漏水等の不具合や取扱説明書に記載されている調整作業。
（4） 専門業者以外による移動・修理・分解等に起因する不具合。
（5） 設置した浴室の壁や躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等、製品以外の不具合に起因する当該製品の不具合。
（6） 使用に伴う外観上の現象（水垢・カビ等による汚れ、塗装の色あせ、もらいサビ、鏡のシケ、水残り等）または使用に伴う消耗部品の摩耗等に
より生じる不具合（漏水等）。
（7） 製品および接着材等のにおい。
（8） 海岸付近、
温泉地等の地域における腐食性の空気環境および公害環境（煤煙､塩害､砂塵､各種金属粉､硫化水素ガス等各種ガス）に起因する不具合。
（9） 小動物（犬、猫、ねずみ、昆虫等）の行為または蔓（つる）や根等の植物の害に起因する不具合。
（10）天災地変（火災、爆発等事故、落雷、地震・噴火・風水害・津波､ 地盤沈下、凍結、雪害等）に起因する変形・ガタつき、故障および損傷・漏水。
（11）戦争・暴動等破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合。
（12）自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・カビ等の現象。
（13）消耗品（パッキン等）類、配管中の異物の詰まり等による故障および損傷・漏水。
（14）水道水以外を給水したことに起因する故障および損傷・漏水不具合。（水道水とは水道事業体が供給する上水をいいます。
）
（15）凍結による故障および損傷・漏水。
（16）給水・給湯配管のサビ、砂やゴミ等の異物の配管内流入および水アカ固着に起因する不具合。
（17）ガス・電気・給水等の供給で指定された以外の環境（異常ガス圧、異常電源・電圧・周波数、異常電磁波、異常水圧・水質、音、振動等）に起
因する故障および損傷・漏水等の不具合。
（18）指定規格以外のガス・電気・燃料等を使用したことに起因する不具合。
（19）熱量変更等に伴う調整等。
（20）樹脂、金属に対して影響を与える洗剤、薬剤、高温水を使用したことに起因する不具合。
（21）お客さまの保証書の期限切れまたは提示がない場合。
（22）本書にお取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き換えられた場合。
（23）建物完成後、入居までの間の管理等の不備によるもの。
５．本書は日本国内においてのみ有効です。
６．本書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を
制限するものではありません。保証期間経過後の修理等、ご不明な場合、取扱説明書に記載のお客さま相談センターにお問い合わせください。
７．修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後6ヶ年です。

使い方・お手入れ方法等、商品のお問い合わせはお客さま相談センターへ

修理のご依頼はLIXIL修理受付センターへ

TEL

■ WEB 修理依頼はこちら
※ 24 時間依頼可能

0120-179-400

FAX

0120-179-430

受付時間： 平日
9：00〜18：00
土日・祝日 9：00〜17：00
（ゴールデンウィーク、夏期・年末年始の休みは除く）

■ お電話でも修理を承ります
受付時間： 9：00 〜 19：00

TEL
FAX

0120-179-411
0120-179-456

https://www.lixil.co.jp/support/

ホームページアドレス

https://www.lixil.co.jp/
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使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問い合わせは、お客さま相談センターへ

TEL
FAX
受付時間

0120-179-400
0120-179-430
平日
9：00〜18：00
土日・祝日
9：00〜17：00
（ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く）

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・IP電話等ではご利用になれない場合がございます。
下記番号をご利用ください。

TEL.0562-40-4050

FAX.0562-40-4053

修理のご依頼は（取扱説明書の「アフターサービスについて」をお読みください。）
修理のご依頼はLIXIL修理受付センターへ
■ WEB サイトからの修理依頼はこちら
※24時間依頼可能
リクシル修理

検索

https://www.lixil.co.jp/support/

■ お電話でも修理を承ります
受付時間 9：00〜19：00

TEL

0120-179-411

FAX

0120-179-456

●当社は、当社取扱商品のユーザーさまおよび流通業者さま等の個人情報を商品
納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンスなど、当社プラ
イバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の
取扱いについての詳細は、当社ホームページの「プライバシーポリシー」をご
覧ください。

インターネット・ホームページ･アドレス

取扱店

GPU-0516(22030)

https://www.lixil.co.jp/

