•社

名：株式会社ニチベイ

• 新商品名：バーチカルブラインド「アルペジオ」
• キャッチフレーズ：
画期的な新機種の登場と充実の生地ラインアップ
•特
徴：
①業界初の「バックレーススタイル」
が新登場
不透明ルーバーとレースルーバーをL字に取り付けた画期
的なスタイルで、遮蔽と採光を自在にコントロール可能。
全閉時の遮蔽性、意匠性に優れ、ルーバーのたたみ代
もコンパクトです。
②シングルスタイルバトン式に「両開き仕様」
が新登場
中央に設置したバトン１本で両開き操作、両側のバトンで
はルーバーの回転、中央寄せの開閉も出来ます。製作可
能寸法も最大９㎡になり、より大きな窓に対応しました。
③充実の生地ラインアップ
大開口窓に選ばれることが多い「アルペジオ」だからこ

•社

名：株式会社LIXIL

• 新商品名：INAXタンクレストイレ「SATIS リトイレ 手洗器付」
• キャッチフレーズ：
便器を交換する簡単リフォームでトイレ空間が、がらっと変わる
〜トイレリフォーム時の別手洗い設置の悩みを解消〜
•特
徴：
①便器を交換するだけで、サティス＋手洗器の空間に
便器の給排水を利用して、手洗器を簡単設置。配管周りの複数
工事が不要となるため、スピーディに施工が完了し、1日でリ
フォームを終えることが可能※。トイレ利用不可の時間も大幅
になくなるので、ユーザーの負担も軽減します。
※工事期間は、
LIXILのシミュレーションで、
現場の状況により異なります。

②大型パネルで配管類を隠してトイレ空間をすっきり一新
空間を一新させる大型木目パネルで手洗器用の給排水配管を隠
すことで、トイレまわりがすっきり・機能的な空間になります。
③空間の広さや、お客さまのお好みで選べる商品バリエーション
3つの手洗バリエーションをご用意。また、アクセントとなる
パネルカラーは、5種類ご用意しています。トイレ空間の広さ
や、お客さまのお好みに合わせてお選びいただくことで、自分
だけのトイレ空間を創り出せます。
④お掃除ラクラク
ホコリが溜まりやすい配管類がパネルに隠れるため、簡単にお

•社

名：YKK AP株式会社

• 新商品名：耐風シャッター GR（ジーアール）
• キャッチフレーズ：
・大型化する台風への窓対策として従来比1.5倍の耐風圧性能
を確保
・新築、リフォームにも取付可能な、住まいと家族を守る、高
性能シャッター

そ、遮熱生地を新たに25アイテム追加。遮光生地や表
情豊かなテクスチャー生地も充実し、さまざまなシー
ンに合わせてご使用いただけます。
• メーカー希望小売価格：
25,800円〜
（生地、寸法、仕様等により異なる）
• 発売時期：2020年5月11日

掃除できます（L型対応）
。
また、タンクレストイレSATISシリーズで好評いただいてい
るお手入れ快適機能として、キレイが続く※ INAXのトイレの
オリジナルの機能である、汚物汚れと水アカ汚れを同時に防ぐ
アクアセラミックや、鉢内除菌などを標準装備しています。
※同一部位の摩擦回数2往復で年間365日お掃除した場合。お掃除ブラ
シで約7万回（100年相当）
の往復を想定しています。

⑤使いやすい手洗器
カウンターに設置された
手洗い器は、従来のタン
ク上で手洗いするよりも、
近づきやすく、ラクな姿
勢で手が洗えます。
• メーカー希望小売価格：
・INAX タンクレストイレ
「サティスGタイプリトイレ
手洗器付」
：414,000円〜
・INAX タンクレストイレ
「サティスSタイプリトイレ
手洗器付」
：371,000円〜
• 発売時期：2020年5月1日

• メーカー希望小売価格：
「エピソードNEO」
シャッター付引違い窓
幅
（シャッター W）1,690㎜×高さ
（シャッター H）2,030㎜の場合
・リモコンスリットシャッター GR 321,700円
・リモコンシャッター GR 221,600円
（標準仕様からの加算額＋5,000円）
・手動シャッター GR 148,100円
（標準仕様からの加算額＋6,500円）
• 発売時期：2020年６月８日

•特
徴：
①従来比1.5倍の耐風圧性能
風 速62ｍ/s時 に、 風 に 引 っ 張 ら れ る 力 を 受 け る 風 下 側 で
発生する風圧力（負圧）に耐えることが可能な「耐風圧性能
1200Pa」を確保し、標準シャッターの「耐風圧性能800Pa」
に対して1.5倍の強度を実現。
②耐飛来物衝突性能
強風による飛来物の衝突性能としてJISガラス試験Cランク
相当を確保し、重さ2kgの木材が時速44kmで衝突しても、
シャッター部によって窓ガラスへの直接の衝突を防ぎガラス
割れを防ぎます。
③機能に合わせて選べる3タイプ
標準シャッターに「耐風シャッター GR」を追加した2本立の
体系で、シャッター3タイプ（リモコンスリット・リモコン・
手動）
から選択可能です。
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•社

名：美和ロック株式会社

• キャッチフレーズ：
鍵やスマホ、大事なものの紛失対策に！ 音で探せるTile！
•特
徴：
①音を鳴らしてすぐ見つかる
スマホアプリから接続範囲内にあるTileを鳴らして場所を
探せます。Tileからスマホを鳴らして探す事も可能です。
（BluetoothⓇ通信を利用します）
②最後に検知した位置を地図に記録。落とした場所がすぐ分かる
最後にスマホとTileが接続した場所と時間をアプリが記録
しているので（BluetoothⓇ通信を利用します）、Tileをいつ、
どこで落としたかスマホアプリですぐ分かります。
③世界中のユーザー・アクセスポイントで自動で見つかる
無くした場所が分からなくなっても、世界中のTileユーザー
や国内主要都市約20,000台の「JapanTaxiタブレット」搭載
タクシーが落としたTileの近くを通ると、持ち主のスマホア
プリへ自動で位置をお知らせします。クラウドネットワーク
経由なので個人情報が知られる事はなく、安心です。

•社

• メーカー希望小売価格：
Tile Mate（電池交換版）/Pro（2020）
電池交換版：オープン価格

• 新商品名：Tile（タイル）

名：コーワソニア株式会社

• 発売時期：2020年3月
全国の美和ロックサービス代行店（SD店）
にて発売中

最大接続距離：約45m

最大接続距離：約120m

※ご利用にはスマホアプリのダウンロードとユーザー登録が必要です。
※電池寿命は約 1 年です（Mate/Pro いずれも電池交換可能です）。

• メーカー希望小売価格：47,000円／台(税別）
• 発売時期：2020年４月

• 新商品名：宅配ポスト3313
• キャッチフレーズ：
集合住宅に１世帯１台。宅配ボックスがある暮らしを。
•特
徴：
①集合住宅用デザイン宅配ポストです。
上段がレターパックサイズまで受け取れるメールボックス、
下段が宅配ボックスです。
（前入前出）
メールボックスは3ケタのダイヤル錠、宅配ボックスは施錠
も解錠もシンプルな専用錠を開発、採用しました。
（宅配シリ
ンダー錠は特許出願中）
②ホワイト、ブラックの２色展開。
モノトーンカラーでデザイン性も高いので、エントランスの
景観に調和します。単身者様や学生様向けアパートの改修に
も最適です。
③防滴仕様なので雨掛かりのある場所にも設置可能です。
（完全防水ではないので強い風雨の場合は雨水が侵入する恐れ
があります。
）
■宅配ポスト 3313
使用方法動画

•社

名：三協立山株式会社 三協アルミ社

• キャッチフレーズ：
シンプルなデザインと独自構造により安心・安全を実現
した新ブランド
徴：

①高意匠を実現したスリムな見付け（ガラス Slim Type）
ガラスとガラスをつなぐ外観たて部材の見付け（幅）を
26ｍｍにすることで、スリムで美しいフォルムを実現
しています。また、
手すり支柱の見込み
（厚み）
を55ｍｍ、
内観見付け（幅）を35ｍｍにすることで、室内側からも
スッキリした意匠を実現しています。
②選べる３タイプのデザイン
タイプは３種類、カラーは４色をそれぞれ組合せいた
だくことができます。
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下段は
宅配ボックス

ブラック

ホワイト

宅配
シリンダー錠

■コーワソニア株式会社
ホームページ

• 新商品名：FINESLIM（ファインスリム）

•特

上段は
メールボックス
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③独自構造により安心・安全を実現
形材をかん合とすることで、ねじ・ボルトへの荷重負荷
を軽減させると同時に、ゆるみ防止機構付き部品の採用
により、強固な接合部を実現しています。
• 発売時期：2020年４月15日

•社

名：パーパス株式会社

③音声ガイド機能や配管クリーン機能、低温度出湯などの

• 新商品名：ガスふろ給湯器用セットリモコン「TC-680」

いただけます。

• キャッチフレーズ：
分かりやすい＆使いやすい
•特

便利な機能を含め、従来品と同様の機能がすべてお使い

シンプルリモコン

• メーカー希望小売価格：26,800円（税抜）
• 発売時期：2020年４月１日

徴：

①扉のないダイレクトボタンタイプなので、一目で操作
するボタンの位置が分かります。
②ボタンの表記を当社従来品（TC-660-W）に比べ約1.2

セットリモコン TC-680

〜1.3倍に大きくし、視認性を向上いたしました。

台所リモコン MC-680

•社

名：サン電子株式会社

浴室リモコン

FC-680

③高シールド設計（SHマーク登録品）

• 新商品名：新4K8K衛星放送対応 電源分離型 利得切換式

携帯電話やWi-Fiなど、他のサービスへの影響を軽減す

CS・BS・UHFブースタ 型名：CBF-K453D

る高シールド設計の為、安心してご利用いただけます。
JEITAの定めるSHマーク登録品です。

• キャッチフレーズ：
これ１台で強電界から弱電界まで、幅広い受信環境に対

• メーカー希望小売価格：36,500（税別）

応可能！

• 発売時期：2020年7月から順次発売

•特

徴：

①UHF帯域は3段階、CS･BS帯域は2段階の利得切換機
能※搭載。弱電界から、強電界まで幅広いシーンにご利
用いただけます。

※入力レベル調整

※

②業界トップクラス の定格出力、低消費電力を実現！
・定 格 出 力…UHF帯域105dBμ
CS・BS帯域 96/104dBμ
・低消費電力…3.2W
※2020年6月現在 ホーム用ブースタにおいて(当社調べ)
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