
商品部材の調達難及び半導体不足に伴う納期遅延一 覧

※21年10月5日ダイキン ・ コロナ・ノ ー リツ・ バナソニック変更追加

※21年10月6日）tナソニック・LIXILアうイス‘‘ 追加

※21年10月15日）ー リツBDV納期変更

※21年10月27日TOTOクリナップ追加

※21年10月29日ノー リス別シー トに追加

※21年10月29日ノー リツ追加

※21年11月2日三嚢電機・LIXIL追加

※21年11月5日TOTO追加

※21年11月9日タカラスタンダー ド追加

※21年11月17日荏原LIXILクリナリフ ゜ 大建工業追加

※21年11月19日東芝キャリア第三報追加

※21年11月24日LIXILシステムキッチン用加熱機器・食器洗い乾燥機·オープンレンジ追加

※21年11月29日リンナイ納期遅延情報【第四報】追加

※21年11月30日ノー リツ商品の納期遅延についてお詫ひ
｀

とこ案内 第6報 追加

メー カ ー 分類 対象商品

給湯器
給湯暖房機全般・追炊き付き給湯器・
）＼イJ ‘‘リ外 ‘‘

給湯器
リンナイ

リモJン リモJン （代替推奨中）

浴室暖房乾採機 湯水式浴室暖房乾煤機

ガスふろ給潟器 GT·GRQシリーズ全般

ガス給湯器 GQシリーズ(GQ-**39WS WEを除く）

力
｀‘

入湯水暖房付きふろ給湯器 GTH·GQHシリース全般

ガス湯水暖房専用熱源機 GHシリーズ全般

）＼イ］
‘‘

リット
‘‘

給湯システム ユ］アHYBRIDシリーズ

ノー リッ 石油温水暖房付ふろ給湯機 OTH·OHQシリーズ

石油温水暖房専用熱源機 OHシリーズ

石油ふる給湯機 OTQ·OTXシリーズ

石油給湯器 OQB·OXシリーズ

石油湯水暖房専卍熱源機 OH-Gシリーズ(ll.6KW以下）

湯水式浴室暖房乾燥機 BDVシリース（天カセ）

リモJン リモJン

夕
｀‘

りトビルトインAID-RP***H、 BH
店舗わィ幼入りムI]'］ン

（室内ユニット）
夕

‘ りト AID-AP2241H、 2801H

床置 AIF-AP2246H、 2806H

t ‘‘ルトイン MMD-U***BH 

t
‘

`19用,Iレチ空調シ入テム
夕

‘‘りト MMD-UP2241H、2801H
（室内コニット）

外気処理I]'］ンMMD-UP2241HF、

2801HF 

ヒ"J,用�)け空調以辻（室外機） 室外機全般（入ー）l
o

-｛局ミニ除く）

冠効率刃―ス ‘‘

ROP-MAP2244H、
東芝キャリf 2804H、3354H、4504H

µシリー入" ROP-MUP2801H、3351H、

設備用）1
゜

ックー シ
｀

（室外機）
4001H、4501H、5001H、5601H

シンゲ1レエース RDA-SAP*＊＊、

RDA-SPE*** 

］ンデンシンり
＂

］ニット 一部機種

りーリンり
‘

‘l万卜 室内l万卜全般

家庭用lJtl—卜HWH— ,：::〕〈）OC)I])

エゴキコー ト 全機種
業務用I］キ1-卜HWS-00000(J)

全機種

納期 原因

未定
ベトナムでのロックダウンにより

順次回答 宅子基板部品が欠品

未定

順次回答

常子部品の調達難
納期遅延

順次回答

納期遅延 受注急増による

順次回答 電子部品の調達難

2022年 1月以降

12月から通常出荷

2022年 1月以降

12月から通常出荷

12月から通常出荷 半＃体供給不足・東南アジア諸国のロックダウンによる

部品調達遅れ

12月から通常出荷

12月から通常出荷

2022年 1月以降

2022年 1月以降

納期未定









メーカ ー 商品群 商品名

給湯単能機

追い焚き付給湯器

給湯機器
給湯蹂房機

高温水供給式

眈房専用機
リンナイ

ホー）レインワン

ハイブリッド給湯器

カス瞬間湯沸器

l)モコン

テ ー フルコンロ

食器洗い乾燦機

DELICIA 

厨房機器 Lisse 

Mytone 

SENCE 

その他

衣類乾燦機
空調機器

浴室暖房乾燦機

タイプ

RUX-A E K V * * RUK-* * 

RUXC-*＊（業務用）

RUX-SA SE*＊（スリムタイフ）

RUXその他の機種（屋内タイフ含む）

RUF-A E(EP) K V.VK * * 

RUF-ME、 MBU3（マイクロ）＼ブル）

RUF-SA SE*＊（スリムタイフ）

RUFその他の機種（屋内タイフ含む）

RVD-A E * * 

RUFH-A E(EP) * * 

RUFH-SE *＊（スリムタイプ）

RUFHその他の機袖（屋内タイプ含む）

RUJ-* * 

RH-** 

RUF- H V.HE * * 

SOL、 lOOL、 160L

RUS-V* * 

MC/BC-145シリ ースMC-146シリース

MBC-155 240 300 301 302 320 306シリーズ

回転フッシュ片面焼き

奥行60cmC402Cタイフ、 深型タイプ

RHS71/31W31 * * (3V.100Vタイプ）

RHS71/31 W23 32 * * 

RS71/31 W27 

RS71/31 W28 

RHS/RS子の他の横種

ROT-* * (3kg 5kg 8kg業務用含む）

RBH-C W*＊（ミストタイプ含む）

ご注文の見込み納期

受付済みのご注文分 新規のご注文分

~22年2月末頃 22年3月以降

~22年2月未頃

22年早期解消に向け調整中
22年3月以降

~22年2月末頃

~22年1月末頃 22年2月以降

~22年2月末頃 22年3月以降

~22年2月末頃 22年3月以降

~22年1月未頃 22年2月以降

~22年1月未頃 22年2月以降

~22年2月未頃 22年3月以降

~22年2月末頃 22年3月以降

~22年2月末頃 22年3月以降

~22年2月未頃 22年3月以降

~22年1月末頃 22年2月以降

~22年1月未頃 22年2月以降

~22年1月未頃 22年2月以陥

~22年2月未頃 22年3月以降



ノ ー リツ 商品の納期遅延についてお詫びとご栞内（第6報）

1、対象商品と、こ注文の納入見込み(11月29日現在） ※注1第5報こ案内時点(10月29日）での受付済みこ注文 ※注2生産か困難な機種有り

対象商品 機種

GTHーし ＊ゴ 61 もU 59 6Jシリース
カス温水暖后付ふる四が名

GTHその他戌ff 沿主2

｝」人涅水Iば'"fi人」t令ぢお GQHシリ ーメ

)j人温水：ぷ17,;!l:J=IJ心只唖 GIi＿シリ一人紅主2

GI-C*16? 63シJ 一人

カスふろ粁合烹笞 GI-*＊60 5 3シリ 一人

GT GRQ GTSその他杓只�x注ょ

GQク（ックプー ト※注2

)jスt翌環
（，（）その他溌門ば2

カスパランス形ふろがま CiBSC) CiBS {ilJC) C-iし」ゞ戸

ハイプリッド給瀑シスフI-', ユ］アHYBRJDシリーズ

仁油混水暖烹熱源槻 (）Hシリース両2

(）TQ-＊勺りシリーズ咋和2

石油ふうぬ詞: OTXシリーズ※注2

OTQ OTX--(d)他恨沖 x注ユ

(）Xシリーズ冗キュ
右注稔公祖

(）(）B (）Xその他浅瑾幻豆

治，水式浴 ＇がEm乾；菜穏 BLlVシリース（大）1カセット形l

ビルトインコンロ 今シ） ーズ

ヒルトインAープンレンジ 仝シ） 一 人＇

I|＼り'1泣洪姦 仝シJ 一人

安務屯｝」スt令号器 GQ-WZシリーズ 四注2

癸務弔←沖斧滉吸 OQB-WZ MBXシリーメ 叫J

2.部品調達の目処がつかす、生産が困難な機種(2021年11月29日現在）

対象商品 シリ ーズ

)jメ証如栢l.tゎ付ふろ袷泣呑 GIiiシリ一人

カス淋水浅m古月:K沿咄 GHシリース

}」スふろ給ぶ召 GTシI_, ース

（，（）シリー ス‘

ガ人t2沿器

GQクイックプー ト

カスパランス透ふろかエ GBS(2シリー ス
‘

右油氾水II);;,'ガ熱玩撓 OHシリース
OIQ OIXシJ 一人

こ油ふろ稔沿板

OQB OXシリース
へ；tt↑滉況

哭務弔ガス笠湯沐
GQ-WZシリ一人

|GQTシリース

妥務 ，廿←沖1斧滉丼； (）(）B-WZシリーズ
笠務巨ろi.el_J_ ―ット RAIシI_, 一人

―

受付済みこ注文の納入見込み 新規ご注文の受注について

~:.!.Un i:_2月木頃 20辺年3月～汗朋で委付

~70万{:_ 3月木内 ?0カ'.'.!--4月～�j凡りで到I

^ ？〇？フ立1月未団 フ0フフ年フ月～卸＿阻て安�付

~70万仁？コ＊坦 ？〇？？年3月～Hj凡りで到I

、2(）22代2月末巧 1012 /I :1月｀糾期て安付

~2022 E 2)」A頃 2022年3月～料附で受付

,、2(）22代2月末巧 1012 /I :1月｀糾期て安付

~ 2(）22代1月末閉 山(122勺2月｀糾期て知J

~ 2(）22仔3月末研 山(122分4月｀紀期C労付

~2022 F. 3)」木切 2022午4月4がり」ぐ受付

~2022仁2)I+頃 2022年3)1r41りりで受付

~2022 F. 1)」木切 2022午2月4が」」ぐ受付

~2022年3j」人頃 2022年4月～梵円」ぐ受付

,、2(）22丘1月末肉 2(122年2月＾糾期で妥付

,、2(）22代2月末巧 2(122イ1 :1月｀糾期てせ付

-2021 F. 12月太は 2022午1月4が切ぐ受付

~2021 E 12月下句 2021年12 J：下生～訊且りて受付

~2022 � 12月和荏 2022年1月～が期で到I

~？0フ1仁1？月下も フ0フ1年1フ!=下勺～t柑判て妥付

,, 2022丘2月末咽 2022年3月9ヽ糾期で妥付

~ 2(）22仔1汀末団 2(122分2月｀訊期c妾付

生産が困難な機種
(，THー（�宣＊5（）．52ーSFFシリーズ
しTH-＊宣45シリース

GH-712Wシリース
GT-C--52-SFFシリーズ
fiT---51-FF(A)シリーズ
(,（）-（宣*l4Wヽシリース、 (,()-（ジ岱ンリーズ

(,（）-＊・礼）Ws :El -T-）:-TB ― 叫投手9、 (,(）-9,28Wヽンリーズ
GQ-1039W、 GQ-1626WS-60シリ ース 、 GQ-'"37WS iE) -KB 
GQ—と・27 · 28-DXン」 ーズ（匡内芯王形を除く）
(iBS()シリース
OH-G->文06シリーズ
OIQ-C ＊ -ocシリ 一人(Irバ9居ポIl絃l恰く） 、 OIQ-CG"OGシリ一人
OTQ-G-'OGンリ一人
OTX-"06F -FFシリ ーメ｀ OTX-"26F -FFシリ ーメ

OQB-C*軍06シリーズ、 OQB-CG'706WFF 
OQB-"'06シリーズ OQB-G''06ンリース
(JX-宣*(J5シリーズ：；:0外／店Eiクを詮<!
(,（）-（宣*l4ンリーズ、 C()-(lnlWZ-1、 (,(）-（：S(（42WZ
GQ-SOllWZQ-2 

GQT-C2101SAWZ 
(l(）B-（47911WZシリーズ
i<AI-/フ ・ 11？シリ ー人


