




















■設備商品 ※前日からの追加・変更部分を赤字で表示しています。
商品群 商品名 品番 地区 既受注分 新規受注分

ＳＡＴＩＳ 全グレード

タンクレスＳＸ 全グレード

水栓金具
オートマージュ

グースネックタイプ

AM-120系
AM-130系
AM-140系

アクセサリー タオルリング
KF-70系、71系、
72系、73系、91系

収納一体型便器
エレシャス・Pita

全タイプ
全色・全グレード

トイレ手洗

セレビオベッセルタイプ
スリム/スクエアタイプ
スリム／ＤＡ６６タイプ

キャパシア
コフレル

コーナー手洗キャビネット
化粧棚付コーナー手洗器

全色・全グレード

■システムバスルーム（INAX ブランド）
商品群 商品名 品番 地区 既受注分 新規受注分

北海道

東北
関東

甲信越

その他

3月18日出荷分までは予定通り出
荷します。
3月22日出荷分以降については、
一旦、納期未定とし、目処が立ち次
第、回答します。

一旦、納期未定としますが、目処が
立ち次第、回答します。

単体浴槽
大型バス・ポリーナ

洋風バス
ニュージーニアル

一部を除く全品番 全国

排水ユニット
トラップ付

排水ユニット
PBF-TM2-15,45,
60,75,90,129

全国

洗濯機パン用
部品

接続ホース・
トラップ用エルボ

BHP-6、
PBF-MJ-350、
TP-A-100

全国

■システムバスルーム（サンウエーブ ブランド）
商品群 商品名 品番 地区 既受注分 新規受注分

システム
バスルーム

全商品 全品番 全国

3月18日お届分までは予定通り出
荷します。
但し、TOTO製水栓は3月17日お届
け分までとなります。

一旦、納期未定としますが、目処が
立ち次第、回答します。

■システムキッチン（ＩＮＡＸ ブランド）
商品群 商品名 品番 地区 既受注分 新規受注分

システム
キッチン

全商品 全品番 全国
一旦、納期未定としますが、目処が
立ち次第、順次回答しています。

一旦、納期未定としますが、目処が
立ち次第、順次回答します。

■キッチン（サンウエーブ ブランド）
商品群 商品名 品番 地区 既受注分 新規受注分

レンジフード －
ＩＨコンロ （日立製）

蒸気処理ユニット （東芝製）
電動昇降吊戸 （東芝製）

システム収納 メラミンカウンター 全品番 全国
セクショナル

キッチン
GS・GKシリーズ 全品番 全国

ミニキッチン 全商品 全品番 全国

■洗面化粧台（ＩＮＡＸ ブランド）
商品群 商品名 品番 地区 既受注分 新規受注分

洗面化粧台
（カウンター、

トイレ手洗い含）
全商品 全品番 全国

3月18日出荷分までは予定通り出
荷します。

一旦、納期未定としますが、目処が
立ち次第、回答しています。

■洗面化粧台（サンウエーブ ブランド）
商品群 商品名 品番 地区 既受注分 新規受注分

洗面化粧台 タフィアC･Vシリーズ 全品番 全国
在庫がなくなり次第、一旦、販売停
止となります。

目処が立ち次第、順次回答しま
す。

■電気温水器
商品群 商品名 品番 地区 既受注分 新規受注分

電気温水器 全商品 全品番 全国
3月18日出荷分までは予定通り出
荷します。

一旦、納期未定としますが、目処が
立ち次第、回答しています。

■建材商品
商品群 商品名 品番 地区 既受注分 新規受注分

住宅外壁
専用金属下地材

SAIDIX-LT DXL370-15 全国 予定通り出荷します。
一旦、納期未定としますが、目処が
立ち次第、回答しています。

※1　一部の部品が未出荷となる物件があります（該当物件については、個別にご案内させていただきます）
※2　なお、物流便の状況によって、配送自体が困難な場合がございます。詳細は、別途、営業・業務窓口までお問合せください。

納期通り出荷します。
一旦、納期未定としますが、目処が
立ち次第、回答します。

3月15日までの受注分は、納期ど
おり出荷します。

一旦、納期未定としますが、目処が
立ち次第、回答します。

一旦、納期未定としますが、目処が
立ち次第、回答します。

出荷の目処が立ちましたので、3月16日より納期回答を開始しました。

在庫がなくなり次第、一旦、販売停
止となります。

目処が立ち次第、順次回答しま
す。

機器 全国
目処が立ち次第、回答いたします。
（レンジフードは代替品を検討中で
す）

目処が立ち次第、順次回答しま
す。

「東北地方太平洋沖地震」の影響を受けるＩＮＡＸ・サンウエーブ ブランド品の生産・出荷対応一覧　

システム
バスルーム

全商品
全品番

※別紙品番を除く

一旦、納期未定としますが、目処が
立ち次第、回答します。

全国

3月16日までに納期回答している
分は納期どおり出荷します。

一旦、納期未定としますが、目処が
立ち次第、回答します。

一体型シャワー
トイレ機能部

別紙の品番は、出荷の目処が立ちましたので、3月17日より受
注出荷対応できます。



別紙：生産再開の目処がたっている商品

■システムバスルーム（INAX ブランド）
商品群 商品名 品番 地区 生産状況 既受注分 新規受注分

システムバス
集合住宅用
ユニットバス

以下6品番
BP-1116SBZE2
BP-1116TBZE2
BP-1116S/BL
BP-1216SBZE
BP-1216TBZE
BP-1216S/BL

中部（甲信
越除く）、北
陸、関西、
四国、中
国、九州

特定品番のみ3月25日
より出荷再開の目処が
立ちました。

一旦、納期未定とさせ
ていただいています
が、個別物件毎に納期
変更を依頼してくださ
い。

3月17日より受注を再
開いたします。



2011 年 3 月 18 日 

パートナー各位 

 
 
                                  ＴＯＴＯ（株） 
                                取締役 執行役員 
                    販売推進グループ担当 兼 販売統括本部長 
                                    古部 清 
 

 東北地方太平洋沖地震の影響について＜第３信＞ 
 
 
拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 
東北地方太平洋沖地震において被災されました皆様に心よりお見舞い申し上げますと 
ともに、一日も早く復旧されることをお祈り申し上げます。 

 
この度の地震におきまして、関東エリアにおける生産拠点・配送拠点だけでなく 
原材料・部品等の仕入先においても多大な被害が発生しております。 
重ねて電力会社による計画停電等で一部商品の生産の目処がたっておりません。 
また、出荷可能な商品につきましても、道路状況及び燃料不足など運送会社の状況に 
よっても納期遅延が発生することが予想されます。 
パートナー様・お得様ならびに関係の皆様には多大なご迷惑をおかけいたしますが、 
ご理解を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 
 
ＴＯＴＯグループ一丸となって復旧に向けて取り組んでおりますので、 
皆様には、ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。 
                                      
＊今後、状況が判明次第、速やかにご連絡させていただきますので何卒ご理解のほど 

宜しくお願い申し上げます。 
 

 
 

 
敬具 

商品別の生産・出荷状況につきましては別紙にてご確認願います。 
３月１７日時点で受注停止させていただく商品のご案内を記載しております。 
５枚目にお得意様向けの資料を添付しておりますのでご利用お願いします。 



〔お得意様〕

東北地方太平洋沖地震によるTOTO商品への影響一覧 2011/3/17現在

品番 注残への対応 新規受注

受注停止商品 小型電温 RED/REW

ベビーチェア/シート YKA1*/2*

ＭＬﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ MF***

ＭＬ大型鏡 MMA*

品番 注残への対応 新規受注

出荷に支障が
ＷＬｱﾌﾟﾘｺｯﾄ TCF4*

　出ている商品
ＷＬS1/S2/S TCF6*

ﾈｵﾚｽﾄAH/RH/D・GG TCF9*

ＷＬZJ/ZC（現行品） TCF90/91
新品番への切替をご相談させていただく場合がござ
います。

新型品での受注をお願いします

ＷＬP（新旧）/PS TCF58*

ＷＬU/UD/UC TCF57*

住宅用ﾄｲﾚｼｽﾃﾑ ―

ポリバス(公営住宅用) P**

システムバス
（ＵＢ含む）

―
北海道・東北方面のみ出荷停止させて頂きます
関東以西は通常通り出荷対応致します

北海道・東北：当面、受注停止とさせて頂きます
関東以西：現時点で本体２週間・単品３週間頂きま
す
　但し、１日の出荷総量を超えた場合は翌日の出荷

システムキッチン ―

・北海道・東北方面のみ出荷停止させて頂きます
・一部部材において遅延が発生しており、代替品
　への切替をお願いします
＜対象商品＞
　・扉：カラーＰＧ１・２の一部⇒色変更願います
　・ＩＨ：一部品番⇒品番変更願います
　・フード：４月以降での生産復帰を検討中です。

・北海道・東北方面のみ出荷停止させて頂きます
・下記部材を受注停止しております
＜受注停止＞
　・扉（ＰＧ１・２の一部）
　・ＩＨ：一部品番
＜納期遅延＞
　・フード：一部品番（４月以降となります）

洗面化粧台 ―

・北海道・東北方面のみ出荷停止させて頂きます
・一部商品において、部品の欠品等の理由により
　納品に遅延が発生します
　そのため代替品への切替や納期検討のお願いを
　させていただくケースがございます

・北海道・東北方面のみ出荷停止させて頂きます
・一部商品において、部品の欠品等の理由により
　納品に遅延及び受注停止が発生します
　そのため代替品への切替や納期検討のお願いを
　させていただくケースがございます

商品カテゴリー

商品カテゴリー

納期遅延しております

一部の商品・品番で
納期遅延しております

一部の商品・品番で
納期遅延しております

一部の商品・品番で
納期遅延しております

生産復帰の目途確認中です

当面、新規受注は
停止下さい

一部の商品・品番で
納期遅延しております





平成２３年３月１６日 

お取引先各位 

                                            ダ イ キ ン工業株式会社          

執行役員 

                                      空調営業本部長                 
坪内 俊貴 

                            
 

 

東日本大震災による弊社各部門の状況について 
 

平素は、ダイキン空調製品に格別のご配慮を賜り厚く御礼申し上げます。また、このたびの  

東日本大震災により、被災を受けられた方々に心よりお見舞い申し上げます。 

現在弊社におきましても各部門の一部業務に支障をきたしております。 

大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。 

 

１、営業部門について 

販売会社におきましてはダイキン空調東北において本社（仙台）、郡山営業所、いわき営業所

では営業が再開できておりません。東京電力管轄の販売会社におきましても計画停電により

業務に支障をきたすことがありますが、ご理解のほどお願いいたします。 
 

２、製品の配送について 

関東・甲信越・東北地区への配送を担当するダイキン工業㈱草加事業所及び周辺倉庫に  

おきましても事務所・在庫製品に影響を受けました。倉庫内製品の検品は終了し、不足商品

は他地区倉庫からの移送での補充を行っておりますが、既にお受けさせていただいたご注文

で在庫補充を行う製品に関しましては、到着日の調整をお願いする事がございます。 

また、草加事業所におきましても計画停電により一部業務に支障をきたしており、暫定対応  

として、新規のご注文に関し、翌々日以降での到着とさせて頂きます。また、着時間のご指定

もご容赦くださいますようお願いたします。 

また、東北６県への配送に関しましては 、現時点ではお受け出来ない状況です。      

上記に関しましてはオーケー器材製品につきましても同様でございます。 
 

３、製作所・生産状況について 

当社空調機器の３工場（滋賀県草津市、大阪府堺市、摂津市）は西日本にあり、現在のところ

通常通り操業しております。しかし、エコキュートにつきましてはタンクユニットに関する一部 

部品について調達が困難になり生産に関して大きな影響が発生しました。 

詳細は弊社営業担当にお問い合わせください。 
 

４、サービス部門について 

被災した仙台ＳＳ（東北６県を担当）につきましては山形県を拠点とした復旧計画を進めており

ます。 

サービスコールに対しましては東日本ｺﾝﾀｸﾄｾﾝﾀｰの人員を増強し対応を強化し、計画停電の

時間帯は西日本ｺﾝﾀｸﾄｾﾝﾀｰでの受付でカバーしております。一方ガソリン不足が顕在化して

おりますが、現在の状況が続いた場合、ＳＥが出動出来なくなることも想定されます。 
 

地震発生から５日経過しましたが、当該地域でのインフラの復旧・交通事情の再開、関東地域で

の計画停電等の先行きが不透明な部分もあり、しばらくの間は皆様方にご不便をお掛けする 

かと存じます。ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。 

 

以上 








