
■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

オプション水栓絞り込み

E

F

G

A

B

C

D

穴なし

穴開き

シャワー

シャワー以外

シルバー（銀）色

シルバー（銀）色以外

シルバー（銀）色

シルバー（銀）色以外

穴開き

穴なし

穴なし

穴開き

シャワータイプですか？ ハンドルの色は？ ハンドルの形は？

穴なし

Iアルカリイオン整水器の場合

H清水器専用水栓の場合



分類A　　①シャワータイプ、②シルバー(銀)色のレバー、③穴なしのレバー

A-1 A-2 A-3

品番 FM737ST 品番 FM773SHT 品番 KM361TK
販売時期 平成8年3月～平成13年2月頃 販売時期 平成8年3月～平成13年2月頃 販売時期 平成20年3月～平成22年12月頃
製造元 MYM 製造元 MYM 製造元 KVK

特徴
ヘッド部分の引出しは不可能
（固定式シャワータイプ）
レバーに4本の斜めライン柄

特徴
ヘッド部分が引出せる
（シャワーホースが伸びるハンドシャワータイプ）
レバーに4本の斜めライン柄

特徴
清水(浄水)機能付
取替カートリッジ：TJS-TC-U15
根元右側に清水切替レバー有り

A-4 A-5 A-6

品番 K8790JT 品番 KM708GT 品番 KM6061ETK
販売時期 平成27年2月～ 販売時期 平成27年2月～ 販売時期 平成28年2月～
製造元 三栄水栓 製造元 KVK 製造元 KVK

特徴
レバーは吐水パイプの直下
吐水はシャワーのみ
（シャワーホースが伸びるハンドシャワータイプ）

特徴
吐水口先端が黒色
（シャワーホースが伸びるハンドシャワータイプ）

特徴
水からお湯に切り替る位置でクリック感がある（エ
コ）
（シャワーホースが伸びるハンドシャワータイプ）

A-7 A-8 A-9

品番 KM6071ETK 品番 KM6111ETK 品番 KM6101ETK
販売時期 平成28年9月～ 販売時期 平成29年2月～ 販売時期 平成30年2月～
製造元 KVK 製造元 KVK 製造元 KVK

特徴

センサー付き(タッチレス)
水からお湯に切り替る位置でクリック感がある（エ
コ）
（シャワーホースが伸びるハンドシャワータイプ）

特徴

センサー付き(タッチレス)
水からお湯に切り替る位置でクリック感がある（エ
コ）
（シャワーホースが伸びるハンドシャワータイプ）

特徴
水からお湯に切り替る位置でクリック感がある（エ
コ）
（シャワーホースが伸びるハンドシャワータイプ）

操作レバー 
上面図 

操作レバー 
上面図 

操作レバー 
上面図 

J-6

http://support.takara-standard.co.jp/front/sym/catalog/detail/init/0/41219431/?searchCategoryCode=S_SYO-CAR


分類B　　①シャワータイプ、②シルバー(銀)色のレバー、③穴開きのレバー

B-1 B-2 B-3

品番 FB237S 品番 FB273SH 品番 FB764
販売時期 平成13年2月～平成17年8月頃 販売時期 平成13年2月～平成17年8月頃 販売時期 平成13年2月～平成18年6月頃
製造元 MYM 製造元 MYM 製造元 MYM

特徴
ヘッド部分の引出しは不可能
（固定式シャワータイプ）

特徴
ヘッド部分が引出せる
（シャワーホースが伸びるハンドシャワータイプ）

特徴
清水(浄水)機能付
取替カートリッジ：TJS-TC-U15
根元右側に清水切替レバー有り

B-4 B-5 B-6

品番 FA749HT 品番 FA239ST 品番 FB276SHT
販売時期 平成12年2月～平成15年3月頃 販売時期 平成17年8月～平成19年11月頃 販売時期 平成17年8月～平成21年12月頃
製造元 MYM 製造元 MYM 製造元 KVK(元MYM) 

特徴
通常吐水とリフトアップハンドシャワーの
2本セットタイプ

特徴
ヘッド部分の引出しは不可能
シャワー切替ボタンがプッシュ式

特徴
ヘッド部分が引出せる
シャワー切替ボタンがプッシュ式
（シャワーホースが伸びるハンドシャワータイプ）

B-7 B-8 B-9

品番 FB764T 品番 SF-T101 品番 S-F402T
販売時期 平成18年6月～平成20年3月頃 販売時期 平成19年10月～平成20年08月頃 販売時期 平成20年08月～平成28年2月
製造元 MYM 製造元 INAX 製造元 MRCホームプロダクツ

特徴

清水(浄水)機能付
取替カートリッジ：TJS-TC-U15
シャワー切替ボタンがプッシュ式
根元右側に清水切替レバー有り

特徴

レバー上部に湯水のラインがない
（正面側に縦ライン）
シャワー･浄水切替操作部はシャワーヘッド右側
部
取替カートリッジ：SF-T20/SF-T21

特徴

レバー上部の湯水のラインが横ライン
シャワー･浄水切替操作部はシャワーヘッド正面
部
取替カートリッジ：SFC0002TTS/TJS-TC-S11

B-10 B-1１ B-12

品番 KM5021TTK 品番 KM5031TTK 品番 KM5061TTK
販売時期 平成21年12月～ 販売時期 平成22年8月～ 販売時期 平成22年12月～
製造元 KVK 製造元 KVK 製造元 KVK

特徴
ヘッド部分が引出せる
シャワー切替ボタンがプッシュ式
（シャワーホースが伸びるハンドシャワータイプ）

特徴
ヘッド部分が引出せる
シャワー切替がレバー式
（シャワーホースが伸びるハンドシャワータイプ）

特徴

清水(浄水)機能付
取替カートリッジ：TJS-TC-U15
根元右側に清水切替レバー有り
ヘッド部分が引出せる
シャワー切替ボタンがプッシュ式
（シャワーホースが伸びるハンドシャワータイプ）

B-13 B-14 B-15

品番 KM5021TTKE 品番 KM5031TTKE 品番 TJS-SUI-HNE
販売時期 平成25年2月～ 販売時期 平成25年10月～ 販売時期 平成25年10月～平成30年8月
製造元 KVK 製造元 KVK 製造元 三菱レイヨンクリンスイ

特徴

ヘッド部分が引出せる
シャワー切替ボタンがプッシュ式
（シャワーホースが伸びるハンドシャワータイプ）
水からお湯に切り替る位置でクリック感がある（エ
コ）

特徴
ヘッド部分が引出せる
シャワー切替がレバー式
（シャワーホースが伸びるハンドシャワータイプ）

特徴

ヘッド部分が引出せる
シャワー･浄水切替操作部はシャワーヘッド正面
部
水からお湯に切り替る位置でクリック感がある（エ
コ）
取替カートリッジ：SFC0002TTS/TJS-TC-S11

操作レバー 
上面図 

操作レバー 
上面図 

操作レバー 
上面図 

操作レバー 
上面図 

操作レバー 
上面図 

操作レバー 
上面図 

操作レバー 
上面図 

操作レバー 
上面図 

操作レバー 
上面図 

操作レバー 
上面図 

操作レバー 
上面図 

操作レバー 
上面図 

操作レバー 
上面図 

操作レバー 
上面図 

操作レバー 
上面図 

http://support.takara-standard.co.jp/front/sym/catalog/detail/init/0/41219431/?searchCategoryCode=S_SYO-CAR
http://support.takara-standard.co.jp/front/sym/catalog/detail/init/0/40446242/?searchCategoryCode=S_SYO-CAR
http://support.takara-standard.co.jp/front/sym/catalog/detail/init/0/40446251/?searchCategoryCode=S_SYO-CAR
http://support.takara-standard.co.jp/front/sym/catalog/detail/init/0/40785414/?searchCategoryCode=S_SYO-CAR
http://support.takara-standard.co.jp/front/sym/catalog/detail/init/0/42096752/?searchCategoryCode=S_SYO-CAR
http://support.takara-standard.co.jp/front/sym/catalog/detail/init/0/41219431/?searchCategoryCode=S_SYO-CAR
http://support.takara-standard.co.jp/front/sym/catalog/detail/init/0/40785414/?searchCategoryCode=S_SYO-CAR
http://support.takara-standard.co.jp/front/sym/catalog/detail/init/0/42096752/?searchCategoryCode=S_SYO-CAR


B-16 B-17

品番 TJS-SUI-HN(-T) 品番 TJS-SP20E　(TJS-SP20ET/25ET)
販売時期 平成28年2月～平成30年8月 販売時期 平成30年8月～
製造元 三菱レイヨンクリンスイ 製造元 三菱ケミカルクリンスイ

特徴

ヘッド部分が引出せる
シャワー･浄水切替操作部はシャワーヘッド正面
部
TJS-SUI-HNEのレバー違い
取替カートリッジ：SFC0002TTS/TJS-TC-S11

特徴

ヘッド部分が引出せる
シャワー･浄水切替操作部はシャワーヘッド正面
部
水からお湯に切り替る位置でクリック感がある（エ
コ）
取替カートリッジ：SFC0002TTS/TJS-TC-S11

取替カートリッジ
TJS-TC-S11（11物質除去）・SFC0002TTS（5
物質除去）は互換性あり。

操作レバー 
上面図 シャワーヘッド 

正面図 

http://support.takara-standard.co.jp/front/sym/catalog/detail/init/0/40785414/?searchCategoryCode=S_SYO-CAR
http://support.takara-standard.co.jp/front/sym/catalog/detail/init/0/42096752/?searchCategoryCode=S_SYO-CAR
http://support.takara-standard.co.jp/front/sym/catalog/detail/init/0/40785414/?searchCategoryCode=S_SYO-CAR
http://support.takara-standard.co.jp/front/sym/catalog/detail/init/0/42096752/?searchCategoryCode=S_SYO-CAR
http://support.takara-standard.co.jp/front/sym/catalog/detail/init/0/42096752/?searchCategoryCode=S_SYO-CAR
http://support.takara-standard.co.jp/front/sym/catalog/detail/init/0/40785414/?searchCategoryCode=S_SYO-CAR


分類C　　①シャワータイプ、②シルバー(銀)色以外のレバー、③穴なしのレバー

C-1 C-2

品番 YK521-TS 品番 TKN34PBV
販売時期 平成2年7月～平成8年7月頃 販売時期 平成17年3月～平成27年2月
製造元 ヤンマー 製造元 TOTO 

特徴
白色(一部グレー色)
（シャワーホースが伸びるハンドシャワータイプ）

特徴
ヘッド部、レバー部（上図参照）は黒色
その他はシルバー（銀）色
（シャワーホースが伸びるハンドシャワータイプ）



分類D　　①シャワータイプ以外、②シルバー(銀)色のレバー、③穴なしのレバー

D-1 D-2 D-3

品番 YK7300 品番 FM730-13R 品番 FM737-13
販売時期 昭和61年～昭和63年頃 販売時期 昭和61年～平成4年3月頃 販売時期 昭和63年4月～平成8年4月頃
製造元 ヤンマー 製造元 MYM 製造元 MYM 

特徴 本体下部が台になっている 特徴 吐水先端部分とレバー下がワインレッド色 特徴
吐水先端部分とレバー下が白(アイボリー)色
レバーを下げると水がでる

D-4 D-5 D-6

品番 YK112-R1 品番 FM737-13(T) 品番 29.914.01M
販売時期 昭和63年4月～平成11年6月頃 販売時期 平成7年12月～平成13年1月頃 販売時期 平成5年6月～平成9年12月頃
製造元 ヤンマー 製造元 MYM 製造元 モーエン

特徴 レバー根元に白い輪 特徴
吐水先端部分とレバー下が白(アイボリー)色
レバーを上げると水が出る

特徴 レバーが本体右側についている

D-7 D-8 D-9

品番 FM738T 品番 KM336KT 品番 FA737H
販売時期 平成8年3月～平成13年1月頃 販売時期 平成8年3月～平成14年2月頃 販売時期 平成10年6月～平成15年12月頃
製造元 MYM 製造元 KVK 製造元 MYM 

特徴
吐水先端部分のみグレー色
その他はシルバー(銀)色

特徴 レバー部上に半円形に湯水のライン 特徴 レバーに4本の斜めライン柄

D-10 D-11 D-12

品番 KM346AGTK 品番 33775T 品番 33977T
販売時期 平成13年7月～平成17年3月頃 販売時期 平成20年3月～平成25年8月 販売時期 平成25年8月～平成26年3月
製造元 ＫＶＫ 製造元 ｸﾞﾛｰｴ 製造元 ｸﾞﾛｰｴ

特徴 レバー部上に湯水(赤青)の縦ライン 特徴
レバー部上に湯水(赤青)のマーク
レバー部にグローエのロゴマーク

特徴
レバー部上に湯水(赤青)のマーク
レバー部にグローエのロゴマーク

D-13

品番 31806004T
販売時期 平成27年2月～平成30年2月頃
製造元 ハンスグローエ

特徴
レバー部上に湯水(赤青)のマーク
レバー部にハンスグローエのロゴマーク

操作レバー 
上面図 

操作レバー 
上面図 

操作レバー 
上面図 

操作レバー 
上面図 

操作レバー 
上面図 

操作レバー 
上面図 



分類E　　①シャワータイプ以外、②シルバー(銀)色のレバー、③穴開きのレバー

E-1 E-2 E-3

品番 33812 品番 SP622B/SB 品番 S-F604
販売時期 平成5年6月～平成12年6月頃 販売時期 平成7年9月～平成8年6月頃 販売時期 平成9年12月～平成13年10月頃
製造元 グローエ 製造元 タブチ 製造元 レイヨン

特徴 レバー付根上方に3本ライン柄 特徴 レバー上部に黒色の長方形がある 特徴
清水(浄水)機能付
取替カートリッジ：TJS-TC-U15

E-4 E-5 E-6

品番 FA739 品番 KM346M 品番 33970
販売時期 平成10年5月～平成17年8月頃 販売時期 平成11年9月～平成17年3月頃 販売時期 平成12年7月～平成19年9月頃
製造元 MYM 製造元 KVK 製造元 グローエ

特徴 レバー上部に3本のライン柄 特徴 吐水先端部分が薄いグレー色 特徴 レバー下部に3本ライン柄

E-7 E-8 E-9

品番 FB763 品番 FA237T 品番 KM346SGTK
販売時期 平成13年10月～平成18年6月頃 販売時期 平成15年7月～平成19年3月頃 販売時期 平成15年8月～平成16年7月頃
製造元 MYM 製造元 MYM 製造元 KVK

特徴
清水(浄水)機能付
取替カートリッジ：TJS-TC-U15
根元右側に清水切替レバー有り

特徴
レバー上部の湯水のラインが横ライン
本体下部を横から見ると凸形状

特徴
レバー上部の湯水のラインが縦ライン
吐水先がレバー部より低い位置にある

E-10 E-11 E-12

品番 KM346SGTK(T) 品番 KM556GTK 品番 FA239T
販売時期 平成16年7月～平成17年6月頃 販売時期 平成17年6月～平成20年3月頃 販売時期 平成17年8月～平成20年3月頃
製造元 KVK 製造元 KVK 製造元 MYM

特徴
レバー上部の湯水のラインが縦ライン
吐水先がレバー部より高い位置にある

特徴
レバー上部の湯水のラインが縦ライン
本体下部を横から見ると凸形状

特徴
レバー上部に湯水のラインがない
（正面側に横ライン）

E-13 E-14 E-15

品番 TKF51PRV 品番 FB763T 品番 FA238T
販売時期 平成18年3月～平成19年12月頃 販売時期 平成18年6月～平成20年3月頃 販売時期 平成19年3月～平成21年4月頃
製造元 TOTO 製造元 MYM 製造元 KVK(元MYM) 

特徴
吐水部先端に吐水操作レバーがある
温度調整切替レバーが根元右側にある

特徴

清水(浄水)機能付
取替カートリッジ：TJS-TC-U15
レバー上部に湯水のラインがない
（正面側に横ライン）

特徴
レバー上部の湯水のラインが横ライン
本体下部を横から見ると凸形状

操作レバー
側面図

操作レバー
上面図

操作レバー
上面図

操作レバー
側面図

操作レバー
上面図

操作レバー
上面図

操作レバー
上面図

操作レバー
上面図

操作レバー
上面図

操作レバー
上面図

操作レバー
上面図

操作レバー
上面図

操作レバー
上面図

操作レバー
上面図

操作レバー
上面図

http://support.takara-standard.co.jp/front/sym/catalog/detail/init/0/41219431/?searchCategoryCode=S_SYO-CAR
http://support.takara-standard.co.jp/front/sym/catalog/detail/init/0/41219431/?searchCategoryCode=S_SYO-CAR
http://support.takara-standard.co.jp/front/sym/catalog/detail/init/0/41219431/?searchCategoryCode=S_SYO-CAR


E-16 E-17 E-18

品番 SF-B424S-TAK 品番 K1710T 品番 K876JT
販売時期 平成19年8月～ 販売時期 平成20年3月～平成22年4月頃 販売時期 平成20年9月～平成21年5月頃
製造元 INAX 製造元 三栄水栓 製造元 三栄水栓

特徴
レバー上部に湯水のラインがない
（正面側に縦ライン）

特徴
壁に水栓が取付いている
吐水部先端にグレー色の断熱キャップ付

特徴
レバー上部に湯水のラインが縦ライン
泡沫吐水

E-19 E-20 E-21

品番 KM556GTK3 品番 K876JAT 品番 KM5011TTK
販売時期 平成21年4月～平成21年12月頃 販売時期 平成21年5月～平成22年12月頃 販売時期 平成21年12月～平成23年2月頃
製造元 KVK 製造元 三栄水栓 製造元 KVK

特徴
レバー上部の湯水のラインが縦ライン
本体下部を横から見ると凸形状

特徴
レバー上部に湯水のラインが縦ライン
整流吐水

特徴 本体下部を横から見ると凸形状

E-22 E-23 E-24

品番 K1711T 品番 KXS87JT(J-1-T) 品番 TKM5011TTK
販売時期 平成22年4月～ 販売時期 平成22年12月～平成26年2月 販売時期 平成23年2月～平成25年2月
製造元 三栄水栓 製造元 三栄水栓 製造元 KVK

特徴
壁に水栓が取付いている
吐水部先端にグレー色の断熱キャップ付

特徴 レバーは丸みを帯びた形状 特徴 本体下部を横から見ると凸形状

E-25 E-26 E-27

品番 KM5011TTKE 品番 K87011J-S-T 品番 KXS87EJ-1-T
販売時期 平成25年2月～ 販売時期 平成25年4月～ 販売時期 平成25年10月～平成26年10月
製造元 KVK 製造元 三栄水栓 製造元 三栄水栓

特徴
本体下部を横から見ると凸形状
水からお湯に切り替る位置でクリック感がある（エ
コ）

特徴
レバーが大きく、吐水パイプが短い(190mm程
度)。 特徴

レバーは丸みを帯びた形状
水からお湯に切り替る位置でクリック感がある（エ
コ）

E-28 E-29

品番 KXS870JT(J-1-T) 品番 KXS870EJ-1-T
販売時期 平成26年2月～ 販売時期 平成26年10月～
製造元 三栄水栓 製造元 三栄水栓

特徴
レバーは丸みを帯びた形状
吐水口キャップが無く、泡沫部が露出

特徴

レバーは丸みを帯びた形状
水からお湯に切り替る位置でクリック感がある（エ
コ）
吐水口キャップが無く、泡沫部が露出
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分類F　　①シャワータイプ以外、②シルバー(銀)色以外のレバー、③穴なしのレバー

F-1 F-2 F-3

品番 M325-13 品番 YK112G-R6 品番 YK112W-R1
販売時期 昭和62年～平成19年8月頃 販売時期 平成2年7月～平成11年9月頃 販売時期 平成2年7月～平成11年9月頃
製造元 MYM 製造元 ヤンマー 製造元 ヤンマー

特徴 2ハンドルタイプ 特徴 グレー色 特徴 白色

F-4 F-5 F-6

品番 KM506 品番 FM737HS 品番 KM17NECNTK
販売時期 平成4年4月～平成8年2月頃 販売時期 平成7年9月～平成14年10月頃 販売時期 平成19年8月～
製造元 KVK 製造元 MYM 製造元 KVK 

特徴
吐水先端部分とレバー部が白色
レバーを下げると水がでる

特徴
吐水先端部分とレバー部が白色
レバーを上げると水がでる

特徴 2ハンドルタイプ



分類G　　①シャワータイプ以外、②シルバー(銀)色以外のレバー、③穴開きのレバー

Ｇ-1 Ｇ-2 Ｇ-3

品番 KM326T 品番 KM326T(U) 品番 YKE524A-TS
販売時期 平成5年6月～平成8年4月頃 販売時期 平成8年4月～平成13年1月頃 販売時期 平成5年1月～平成7年12月頃
製造元 KVK 製造元 KVK 製造元 ヤンマー

特徴 レバーを下げると水が出てくる 特徴 レバーを上げると水が出てくる 特徴
レバーを下げると水が出てくる
清水(浄水)機能付
取替カートリッジ：TJS-TC-U15

Ｇ-4 Ｇ-5

品番 YKE524UA-TS 品番 SF-C424S-TAK
販売時期 平成8年1月～平成9年11月頃 販売時期 平成22年3月～
製造元 ヤンマー 製造元 INAX

特徴
レバーを上げると水がでてくる
清水(浄水)機能付
取替カートリッジ：TJS-TC-U15

特徴
レバー上部に湯水のラインがない
（正面側に縦ライン）

操作レバー 
上面図 

http://support.takara-standard.co.jp/front/sym/catalog/detail/init/0/41219431/?searchCategoryCode=S_SYO-CAR
http://support.takara-standard.co.jp/front/sym/catalog/detail/init/0/41219431/?searchCategoryCode=S_SYO-CAR


分類H　　清水器専用水栓

H-1 H-2 H-3

品番 YKE25B 品番 S-A601 品番 S-F403X
販売時期 平成2年7月～平成9年12月頃 販売時期 平成9年12月～平成13年10月頃 販売時期 平成13年10月～平成22年4月頃
製造元 ヤンマー 製造元 三菱レイヨン 製造元 INAX

特徴 取替カートリッジ：TJS-TC-U15 特徴 取替カートリッジ：TJS-TC-U15 特徴 取替カートリッジ：TJS-TC-U15

H-4 H-5

品番 A101ZC-T　→　TJS-SUI-SU 品番 TJS-SUI-SN
販売時期 平成22年4月～ 販売時期 平成25年2月～
製造元 三菱レイヨン 製造元 三菱レイヨン

特徴

平成27年5月～
浄水カートリッジの変更に伴い品番変更
取替カートリッジ：UZC2000T　→　TJS-TC-
U15

特徴 取替カートリッジ：TJS-TC-N13

http://support.takara-standard.co.jp/front/sym/catalog/detail/init/0/41219431/?searchCategoryCode=S_SYO-CAR
http://support.takara-standard.co.jp/front/sym/catalog/detail/init/0/41219431/?searchCategoryCode=S_SYO-CAR
http://support.takara-standard.co.jp/front/sym/catalog/detail/init/0/41219431/?searchCategoryCode=S_SYO-CAR
http://support.takara-standard.co.jp/front/sym/catalog/detail/init/0/41219431/?searchCategoryCode=S_SYO-CAR
http://support.takara-standard.co.jp/front/sym/catalog/detail/init/0/41219431/?searchCategoryCode=S_SYO-CAR
http://support.takara-standard.co.jp/front/sym/catalog/detail/init/0/40799513/?searchCategoryCode=S_SYO-CAR


分類I　　アルカリイオン整水器

I-1 I-2 I-3

品番 NDX-101LMWT 品番 PJ-UA35DA1A 品番 PJ-UA51E1K
販売時期 平成10年7月～平成11年10月頃 販売時期 平成11年10月～平成15年5月頃 販売時期 平成15年5月～平成17年4月頃
製造元 オムコ 製造元 Panasonic 製造元 Panasonic

特徴 カートリッジ交換はメーカーのアフターサービス 特徴
取替カートリッジ：P-35MJR
（P-35MJRTと互換性あり）

特徴 取替カートリッジ：P-35MJRT

I-4 I-5

品番 AL683 品番 AL700T　→　TAS-SUI
販売時期 平成17年4月～平成23年9月頃 販売時期 平成23年9月～　
製造元 三菱レイヨン 製造元 三菱レイヨン

特徴 取替カートリッジ：TJS-TC-U15 特徴

平成27年10月～
浄水カートリッジの変更に伴い品番変更
取替カートリッジ：UZC2000T　→　TJS-TC-U15
白い操作パネル

http://support.takara-standard.co.jp/front/sym/catalog/detail/init/0/40590191/?searchCategoryCode=S_SYO-CAR
http://support.takara-standard.co.jp/front/sym/catalog/detail/init/0/40590191/?searchCategoryCode=S_SYO-CAR
http://support.takara-standard.co.jp/front/sym/catalog/detail/init/0/40590191/?searchCategoryCode=S_SYO-CAR
http://support.takara-standard.co.jp/front/sym/catalog/detail/init/0/41219431/?searchCategoryCode=S_SYO-CAR
http://support.takara-standard.co.jp/front/sym/catalog/detail/init/0/41219431/?searchCategoryCode=S_SYO-CAR
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