
■水栓本体に貼付のラベル、または取扱説明書での品番確認をお勧めします。

■水栓品番がお分かりにならない場合は、製品特徴よりお調べ頂き、水栓品番もしくは

   表中のNo.（A-1・B－2など）をお知らせください。

■表中に記載の製造期間は、販売期間と多少異なりますので参考程度にご確認願います。

 製品特徴から絞り込み

次の3つの質問から分類を絞り込んでください。

分類

※     は水栓を示します。

兼用1水栓タイプ E

F

浴槽 or カウンター の上面

壁面

A

B

洗い場用1水栓タイプ カウンターの上面

カウンターの前面（垂直面）

C

D

A

B

      どの面に設置されていますか？

浴槽 or カウンター の上面

壁面 or カウンター の前面（垂直面）

2水栓タイプ

洗い場側

      水栓の数と位置はどれに
      該当しますか？

      どちら側の水栓ですか？

浴槽側

カウンターの上面

カウンターの前面（垂直面）



分類Ａ　　①2水栓／洗い場用1水栓、②洗い場側、③カウンターの上面

※1『ワンストップ機能あり』とは…正面のハンドルが、①シャワー ②カラン ③止の3段階切替えの水栓
※2『ワンストップ機能なし』とは…正面のハンドルが、①シャワー ②カランの2段階切替えの水栓（止水はハンドル操作のみ）

A-1 A-2 A-3

品番 MYM MS391 品番 MYM MS391P 品番 MYM MS368-UZS
販売時期 平成6年～平成9年 販売時期 平成12年～平成20年 販売時期 平成15年～平成20年
製造元 MYM 製造元 MYM 製造元 MYM

特徴 ワンストップ機能あり  ※1 特徴 ワンストップ機能あり　※1 特徴
ワンストップ機能なし　※2、
ハンドルに小さな突起あり

A-4 A-5 A-6

品番 KVK　KF12ETK 品番 KVK　KF205TK 品番 SB71-T
販売時期 平成20年～平成20年 販売時期 平成20年～平成27年 販売時期 平成20年～平成27年
製造元 KVK 製造元 KVK 製造元 三栄水栓

特徴 ワンストップ機能なし　※2 特徴 ワンストップ機能あり　※1 特徴
ワンストップ機能なし　※2、
青赤表示がリング状

A-7 A-8 A-9

品番 MYM MS3705R 品番 KVK KF253 品番 MYM MS6105-S
販売時期 平成6年～平成9年 販売時期 平成7年～平成12年 販売時期 平成12年～平成15年
製造元 MYM 製造元 KVK 製造元 MYM

特徴 特徴 表示の色が黒ベースに白文字 特徴 温度調節表示が帯状

A-10 A-11 A-12

品番 KVK KF181P 品番 KVK KF181TGP 品番 MYM MS8350V
販売時期 平成15年～平成22年 販売時期 平成16年～平成20年 販売時期 平成18年～平成20年
製造元 KVK 製造元 KVK 製造元 MYM

特徴 温度調節表示が点の連続 特徴 本体正面に継ぎ目のラインがある 特徴 ホースが黒とシルバーのストライプ

A-13 A-14 A-15

品番 KVK　KF771TTK2 品番 SB785D-T 品番 MYM　MS8350ZX
販売時期 平成20年～平成20年 販売時期 平成20年～平成23年 販売時期 平成18年～平成20年
製造元 KVK 製造元 三栄水栓 製造元 MYM

特徴
本体正面に継ぎ目のラインがない
ホースが白色

特徴 吐水パイプにキャップがない 特徴 ホースが白色



A-16 A-17 A-18

品番 KVK　KF771TTK 品番 グローエ 54420 品番 KVK KF639
販売時期 平成20年～平成21年 販売時期 平成18年～平成23年 販売時期 平成18年～平成23年
製造元 KVK 製造元 グローエ 製造元 KVK

特徴
本体正面に継ぎ目のラインがない
ホースがシルバー金属

特徴 ハンドル上面に楕円の段差あり 特徴 ハンドルの下部に金色のリングあり

A-19 A-20 A-21

品番 MYM MS6143V 品番 MYM　MS8144LX 品番 KVK　KF800LZ/VS
販売時期 平成13年～平成18年 販売時期 平成18年～平成20年 販売時期 平成19年～平成26年
製造元 MYM 製造元 MYM 製造元 KVK

特徴 大きなカバーが付いている 特徴 特徴
カバーが傾斜していて、手前に向かって高く
なっている。

A-22 A-23 A-24

品番 グローエ54470 品番 SB18-5UT 品番 KVK KF771P
販売時期 平成21年～平成26年 販売時期 平成21年～平成26年 販売時期 平成22年～平成23年
製造元 グローエ 製造元 三栄水栓 製造元 KVK

特徴 特徴
カバーの真ん中が手前に突出している。
右側ハンドルのレバーに穴がある。

特徴
本体正面に継ぎ目のラインがない
ホースが白色

A-25 A-26 A-27

品番 KVK KF771TZP 品番 グローエ54480 品番 KVK KF9052
販売時期 平成23年～平成27年 販売時期 平成23年～平成26年 販売時期 平成26年～平成28年
製造元 KVK 製造元 グローエ 製造元 KVK

特徴
本体正面に継ぎ目のラインがない
吐水パイプにキャップがない

特徴 スイッチがプッシュ式 特徴
水栓上に棚がある
水栓下に配管カバーがある

A-28 A-29

品番 SB180-5UT 品番 KVK KF9022
販売時期 平成26年～平成28年 販売時期 平成26年～平成28年
製造元 三栄水栓 製造元 KVK

特徴
カバーの天面と左右のハンドルがフラットに
なっている。
ハンドルのレバーが大きい。

特徴



分類B　　①2水栓／洗い場用1水栓、②洗い場側、③カウンターの前面（垂直面）

※1『ワンストップ機能あり』とは…正面のハンドルが、①シャワー ②カラン ③止の3段階切替えの水栓
※2『ワンストップ機能なし』とは…正面のハンドルが、①シャワー ②カランの2段階切替えの水栓（止水はハンドル操作のみ）

B-1 B-2 B-3

品番 MYM MS616-13 品番 MYM MS616-UL 品番 MYM MSA612
販売時期 昭和57年～平成9年 販売時期 平成7年～平成15年 販売時期 平成8年～平成13年
製造元 MYM 製造元 MYM 製造元 MYM

特徴 特徴 特徴 ハンドル下部に赤と青のラインあり

B-4 B-5 B-6

品番 MYM MS616BG 品番 MYM MS555-UZ 品番 MYM MS106-UZ
販売時期 平成9年～平成13年 販売時期 平成10年～平成15年 販売時期 平成10年～平成15年
製造元 MYM 製造元 MYM 製造元 MYM

特徴 ハンドル天面がグレーに赤と青の丸あり 特徴 ワンストップ機能あり　※1 特徴 ワンストップ機能なし　※2

B-7 B-8 B-9

品番 KVK　KF100N2LX 品番 SB1104D-T 品番 MYM MS2000-13
販売時期 平成19年～平成20年 販売時期 平成20年～ 販売時期 昭和60年～平成9年
製造元 KVK 製造元 三栄水栓 製造元 MYM

特徴 ワンストップ機能あり　※1 特徴 ワンストップ機能あり　※1 特徴

B-10 B-11 B-12

品番 KVK KF250 品番 KVK KF112WG 品番 KVK KF120
販売時期 平成3年～平成12年 販売時期 平成6年～平成9年 販売時期 平成3年～平成12年
製造元 KVK 製造元 KVK 製造元 KVK

特徴 特徴 右ハンドルの反対側に白キャップあり 特徴 ハンドル一部ベージュ色あり

B-13 B-14 B-15

品番 KVK KF170D4 品番 MYM MS6800 品番 MYM MS6000BG1
販売時期 平成8年～平成13年 販売時期 平成8年～平成13年 販売時期 平成9年～平成13年
製造元 KVK 製造元 MYM 製造元 MYM

特徴 ハンドル全部白色 特徴 特徴



B-16 B-17 B-18

品番 MYM MS3500-ＵＬ 品番 ＫＶＫ KF132FA 品番 グローエ2000
販売時期 平成7年～平成15年 販売時期 平成11年～平成15年 販売時期 平成11年～平成18年
製造元 MYM 製造元 KVK 製造元 グローエ

特徴 右ハンドルの反対側に白キャップなし 特徴 特徴

B-19 B-20 B-21

品番 INA BF-146T 品番 KVK KF730 品番 KVK　KF800LX
販売時期 平成12年～平成15年 販売時期 平成15年～平成18年 販売時期 平成19年～平成20年
製造元 ＩＮＡＸ 製造元 KVK 製造元 KVK

特徴 特徴 特徴 両サイドに白ハンドル

B-22 B-23 B-24

品番 SB1852-T 品番 MYM MS6143ULN 品番 KVK KF249
販売時期 平成20年～平成24年 販売時期 平成13年～平成18年 販売時期 平成12年～平成18年
製造元 三栄水栓 製造元 MYM 製造元 KVK

特徴 キャップなし 特徴 台形のメッキ部材あり 特徴

B-25 B-26 B-27

品番 KVK KF649 品番 SB1852MC-T 品番 KVK KF800MC
販売時期 平成18年～平成20年 販売時期 平成22年～平成24 販売時期 平成24年～
製造元 KVK 製造元 三栄水栓 製造元 KVK

特徴 ハンドルと吐水口が長丸の板で繋がっている 特徴
キャップなし
ホースが金属

特徴
キャップなし
ホースが金属
表示部が黒色

B-28 B-29 B-30

品番 KVK KF800TTK 品番 KVK KF890MCE 品番 TMGG40QSCE
販売時期 平成24年～ 販売時期 平成27年～ 販売時期 平成27年～
製造元 KVK 製造元 KVK 製造元 TOTO

特徴
キャップなし
ホースが白色またはシルバー色
表示部が黒色

特徴
ハンドルと吐水口がアーチ形状
吐水口が短い（８０ｍｍ）

特徴 水栓前面に幅広いハンドル（幅１７６ｍｍ）



B-31 B-32 B-33

品番 KVK KF9032 品番 SB18520 品番 KVK KF9152
販売時期 平成27年～ 販売時期 平成27年～ 販売時期 平成28年～
製造元 KVK 製造元 SANEI 製造元 KVK

特徴
水栓上に棚がある
水栓前面がツバ形状 特徴

水栓と壁パネルの間がカバーで覆われてい
る

特徴
水栓上に棚がある
水栓下にカバーがない

B-34 B-35

品番 SB280 品番 SBHS18520B1
販売時期 平成28年～ 販売時期 平成28年～
製造元 SANEI 製造元 SANEI

特徴 スイッチがプッシュ式 特徴 オーバーヘッドシャワー



分類Ｃ　　①2水栓、②浴槽側、③浴槽／カウンターの上面

C-1 C-2 C-3

品番 MYM M630-13 品番 KVK KM95 品番 KVK KM90
販売時期 昭和57年～平成9年 販売時期 平成3年～平成12年 販売時期 平成3年～平成12年
製造元 MYM 製造元 KVK 製造元 KVK

特徴 特徴 吐水パイプの根元上面に丸形状の段差あり 特徴

C-4 C-5 C-6

品番 MYM M630A 品番 KVK KM85 品番 MYM MA632
販売時期 平成6年～平成9年 販売時期 平成7年～平成12年 販売時期 平成8年～平成13年
製造元 MYM 製造元 KVK 製造元 MYM

特徴 特徴 ハンドル上部に赤と青ラインあり 特徴 ハンドル下部に赤と青ラインあり

C-7 C-8 C-9

品番 KVK KM86D4 品番 グローエ25530 品番 KVK KM70
販売時期 平成8年～平成13年 販売時期 平成11年～平成18年 販売時期 平成15年～平成18年
製造元 KVK 製造元 グローエ 製造元 KVK

特徴 特徴 特徴 ハンドル下部に金リングあり

C-10 C-11 C-12

品番 INA BF-093B 品番 MYM MA632E 品番 MYM MA637P
販売時期 平成12年～平成15年 販売時期 平成13年～平成18年 販売時期 平成16年～平成20年
製造元 INAX 製造元 MYM 製造元 MYM

特徴 ハンドル上面形状 かまぼこ形状 特徴 ハンドル上部に赤丸と青丸あり 特徴

C-13 C-14 C-15

品番 グローエ 52300 品番 KVK KM72 品番 MYM MA637V
販売時期 平成18年～平成26年 販売時期 平成18年～ 販売時期 平成18年～平成20年
製造元 グローエ 製造元 KVK 製造元 MYM

特徴 ハンドル上面に楕円の段差あり 特徴 吐水パイプは偏平型 特徴 ハンドル上面に赤と青の丸印あり

ハンドル側面図 

ハンドル上面図 

ハンドル上面図 

ハンドル上面図 

ハンドル上面図 

 

 

 

 



C-16 C-17 C-18

品番 KVK KM85GTCUTK 品番 MYM M633B2 品番 MYM M633T
販売時期 平成20年～H23 販売時期 平成9年～平成15年 販売時期 平成13年～平成18年
製造元 KVK 製造元 MYM 製造元 MYM

特徴 吐水パイプが長方形で先端にキャップがない 特徴 ハンドル上面にグレーキャップあり 特徴 ハンドル上部に赤丸と青丸あり

C-19 C-20 C-21

品番 KVK　KM87CUR18TK 品番 MYM M633-UL 品番 KVK KM87D4
販売時期 平成20年～平成23年 販売時期 平成7年～平成20年 販売時期 平成9年～平成13年
製造元 KVK 製造元 MYM 製造元 KVK

特徴 吐水パイプが長方形で先端にキャップがない 特徴 特徴

C-22 C-23 C-24

品番 MYM M3785 品番 KVK KM296 品番 KVK KM297
販売時期 平成2年～平成9年 販売時期 平成8年～平成14年 販売時期 平成9年～平成28年
製造元 MYM 製造元 KVK 製造元 KVK

特徴 特徴 特徴 ハンドルが白色

C-25 C-26 C-27

品番 KVK KM556 品番 グローエ　21090 品番 KVK KM85GTCUTK2
販売時期 平成19年～ 販売時期 平成20年～平成26年 販売時期 平成23年～H26
製造元 KVK 製造元 グローエ 製造元 KVK

特徴 特徴 吐水パイプは丸パイプ 特徴
吐水パイプがカマボコ形状で先端に
キャップがない

C-28 C-29 C-30

品番 KVK KM87CUR18TK2 品番 KVK KM87CUR22TK 品番 KVK KM297M
販売時期 平成23年～H27 販売時期 平成27年～ 販売時期 平成28年～
製造元 KVK 製造元 KVK 製造元 KVK

特徴
吐水パイプがカマボコ形状
吐水口の長さが１８０ｍｍ

特徴
吐水パイプがカマボコ形状
吐水口の長さが２２０ｍｍ

特徴 ハンドルがメッキ色

ハンドル上面図 

 

 



C-31 C-32

品番 KVK　KM83GCUTK 品番 KVK KM71CUR23TK
販売時期 平成26年～ 販売時期 平成28年～
製造元 KVK 製造元 KVK

特徴 吐水パイプがカマボコ形状 特徴



分類Ｄ　　①2水栓、②浴槽側、③壁面／カウンターの前面（垂直面）

D-1 D-2 D-3

品番 MYM M616P 品番 MYM M616BGP 品番 ＫＶＫ KM4G2ZG
販売時期 平成7年～平成20年 販売時期 平成9年～平成20年 販売時期 平成6年～平成9年
製造元 MYM 製造元 MYM 製造元 KVK

特徴 特徴 特徴

D-4 D-5 D-6

品番 KVK KM2G3TK 品番 MYM M800-13 品番 KVK KM55GW3Z
販売時期 平成20年～平成26年 販売時期 昭和58年～平成9年 販売時期 平成7年～平成16年
製造元 KVK 製造元 MYM 製造元 KVK

特徴 吐水パイプが丸パイプ 特徴 特徴

D-7 D-8 D-9

品番 KVK KM74 品番 KVK KM78 品番 INA BF1110
販売時期 平成12年～平成18年 販売時期 平成18年～平成20年 販売時期 平成13年～平成16年
製造元 KVK 製造元 KVK 製造元 INAX

特徴 特徴 特徴
自動計量止水のみ
（温度調節は洗い場側の水栓で設定）

D-10 D-11 D-12

品番 KVK KF290 品番 KVK KM159GC 品番 KVK KM2G3TKN
販売時期 平成16年～平成20年 販売時期 平成23年～ 販売時期 平成26年～
製造元 KVK 製造元 KVK 製造元 KVK

特徴 温度調節と自動計量止水の設定が別々 特徴 特徴 キャップなし



分類E　　①兼用1水栓、③浴槽／カウンターの上面

※1『ワンストップ機能あり』とは…正面のハンドルが、①シャワー ②カラン ③止の3段階切替えの水栓
※2『ワンストップ機能なし』とは…正面のハンドルが、①シャワー ②カランの2段階切替えの水栓（止水はハンドル操作のみ）

E-1 E-2 E-3

品番 MYM MS362-13 品番 MYM MS365-13 品番 MYM MS368-UZ
販売時期 昭和57年～昭和60年 販売時期 昭和60年～平成6年 販売時期 平成10年～平成20年
製造元 MYM 製造元 MYM 製造元 MYM

特徴 ハンドル上部に赤と青のキャップ 特徴
ハンドル上部キャップが黒ベースに赤丸と青
丸

特徴
ワンストップ機能なし　※2、
ハンドルに突起あり

E-4 E-5 E-6

品番 MYM MS391-UZ 品番 MYM MS391-ULN 品番 RIN HL-SS-M1
販売時期 平成10年～平成15年 販売時期 平成7年～平成19年 販売時期 平成14年～平成26年
製造元 MYM 製造元 MYM 製造元 リンナイ

特徴
ワンストップ機能あり、
ハンドルに突起あり

特徴
ワンストップ機能あり  ※1、
吐水パイプにキャップあり

特徴

E-7 E-8 E-9

品番 KVK　KF12ER3TK 品番 SB71-1-T 品番 MYM MS2080
販売時期 平成20年～平成20年 販売時期 平成20年～平成26年 販売時期 昭和62年～平成1年
製造元 KVK 製造元 三栄水栓 製造元 MYM

特徴 ワンストップ機能なし　※2 特徴
ワンストップ機能なし ※2、
青赤表示がリング状

特徴

E-10 E-11 E-12

品番 MYM MS2450 品番 MYM MS3785 品番 MYM MS3705
販売時期 昭和62年～平成1年 販売時期 平成2年～平成9年 販売時期 平成2年～平成6年
製造元 MYM 製造元 MYM 製造元 MYM

特徴 特徴 特徴

E-13 E-14 E-15

品番 MYM MS3705-UL 品番 MYM MS6115ULN 品番 KVK　KF181ZX
販売時期 平成7年～平成15年 販売時期 平成15年～平成19年 販売時期 平成19年～平成22年
製造元 MYM 製造元 MYM 製造元 KVK

特徴 特徴 特徴 本体正面に継ぎ目のラインがある



E-16 E-17 E-18

品番 KVK KF771ZX 品番 KVK KF771TZP-1 品番 SB7104A
販売時期 平成22年～平成23年 販売時期 平成23年～平成26年 販売時期 平成24年～
製造元 KVK 製造元 KVK 製造元 三栄水栓

特徴 本体正面に継ぎ目のラインがない 特徴 特徴



分類F　　①兼用1水栓、③壁面

※1『ワンストップ機能あり』とは…正面のハンドルが、①シャワー ②カラン ③止の3段階切替えの水栓
※2『ワンストップ機能なし』とは…正面のハンドルが、①シャワー ②カランの2段階切替えの水栓（止水はハンドル操作のみ）

F-1 F-2 F-3

品番 MYM MS515-13 品番 MYM MS515P 品番 MYM MS616-ULH
販売時期 昭和58年～平成9年 販売時期 平成7年～平成20年 販売時期 平成7年～平成16年
製造元 MYM 製造元 MYM 製造元 MYM

特徴 特徴 本体の断面形状がパイプ調 特徴 本体の断面形状がかまぼこ断面

F-4 F-5 F-6

品番 KVK KF30-UZFN 品番 KVK KF100-UZF 品番 KVK KF100N2ETK2
販売時期 平成10年～平成20年 販売時期 平成10年～平成15年 販売時期 平成20年～平成20年
製造元 MYM 製造元 MYM 製造元 KVK

特徴 ワンストップ機能なし　※2 特徴
ワンストップ機能あり　※1、
吐水パイプが丸パイプ

特徴 ワンストップ機能あり　※1

F-7 F-8 F-9

品番 SB1104-1-T 品番 MYM MS2000-13W 品番 MYM MS800
販売時期 平成20年～ 販売時期 平成1年～平成7年 販売時期 昭和58年～昭和63年
製造元 三栄水栓 製造元 MYM 製造元 MYM

特徴
ワンストップ機能あり  ※1、
吐水パイプにキャップなし

特徴 特徴

F-10 F-11 F-12

品番 MYM MS3500-ULF 品番 MYM MS8230P 品番 KVK　KF800ETK2
販売時期 平成7年～平成16年 販売時期 平成15年～平成20年 販売時期 平成20年～平成20年
製造元 MYM 製造元 MYM 製造元 KVK

特徴 特徴 ハンドルに大きなレバーがある 特徴 吐水パイプが丸パイプ

F-13 F-14 F-15

品番 SB1852-1-T 品番 SB1852MLC-1-T 品番 KVK KF800MC-1
販売時期 平成20年～平成24年 販売時期 平成22年～平成24年 販売時期 平成24年～
製造元 三栄水栓 製造元 三栄水栓 製造元 KVK

特徴
ハンドルがシルバー
ホースが白色

特徴
ハンドルがシルバー
ホースが金属

特徴
ホースが金属
表示部が黒色



F-16 F-17

品番 KVK KF800TTK-1 品番 TMGG40QSC-1E
販売時期 平成24年～ 販売時期 平成27年～
製造元 KVK 製造元 TOTO

特徴
ホースが白色またはシルバー色
表示部が黒色

特徴
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