
道しるべＴＯＰ画面へ戻る

↓該当する項目をクリックしてください↓

戸建向けトラップ

トラップ品番がわかる場合

（トラップ品番一覧より確認）

トラップ品番がわからない場合

（年代やシリーズで確認）

ドアの上部の品番ラベルからタイプを

調べる場合



※シリーズ名をクリックすると分解図へ移行します。 通常は交換しない部分

トラップ
目皿

ストレーナー
ヘアキャッチャー

封水筒 封水筒パッキン 三条
パッキン ワッシャー

排水ピース
部品のみ交換不可！

排水ピース一式交換してください

バスケット型
ストレーナ

ストレーナ
取付板

フランジ
ワッシャー

U字
パッキン

HX 分解図へ AFKA215 AFKA216 AFKA12001 - - AFKA144N* - -
HK　1616・1717・1620サイズ EKA21094 AFKA215 AFKA216 - - AFKA144N* - - AFKA015 AFKA153
HK　1624サイズ EKA21095 AFKA215 AFKA216 - - AFKA144N* - - AFKA018 AFKA189
HA　どっぷり浴槽1217/1317サイズ
ステップ浴槽・ワイド浴槽・スクエア浴槽 EKA21059L/R* EKA21061N* AFKA106 - - AFKA108 AFKA105N* - - AFKA015 AFKA017

HA　どっぷり浴槽1616/1717/1721サイズ EKA21060L/R* EKA21061N* AFKA107 - - AFKA108 AFKA105N* - - AFKA015 AFKA017
HA　スーパーエクセレントバス1725サイズ EKA21065L/R* EKA21061N* AFKA107 - - AFKA108 AFKA105N* - - AFKA015 AFKA017
HB　どっぷり浴槽+ほっカラリ床 分解図へ EKA21061N* AFKA134N* - - AFKA108 AFKA105N* - - AFKA135 AFKA189
HB　のびのび浴槽・スーパーワイド浴槽+ほっカラリ床 分解図へ EKA21061N* AFKA133N* - - AFKA108 AFKA105N* - - AFKA135 AFKA189
HB　どっぷり浴槽+カラリ床 分解図へ EKA21061N* AFKA107N* - - AFKA108 AFKA105N* - - AFKA015 AFKA017
HB　のびのび浴槽・スーパーワイド浴槽+カラリ床 分解図へ EKA21061N* AFKA106N* - - AFKA108 AFKA105N* - - AFKA015 AFKA017
HD 分解図へ AFKA151 AFKA146 AFKA12001 - - AFKA144N* - -
HG 分解図へ AFKA215 AFKA216 AFKA12001 - - AFKA144N* - -
HS 分解図へ AFKA215 AFKA216 AFKA12001 - - AFKA144N* - -
HT 分解図へ AFKA215 AFKA216 - - AFKA144N*
KH EKC043L/R EKA22001 AFKA011 - AFKA016 AFKA014 - AFKA208 EKC627 AFKA015 AFKA017
KM EKC042L/R AFKA010 AFKA011 - AFKA016 AFKA014 - AFKA208 EKC627 AFKA015 AFKA017

KTV1418SL EKC055B/G AFKA018/AFKA019 EKXA001（ナチュラル色）
/EKXA001G - AFKA016 AFKA014 - - - AFKA015 AFKA017

KTV1618SL EKC053L/R - AFKA011 - AFKA016 AFKA014 - AFKA208 EKC625*廃番、手配不可 AFKA015 AFKA017

KTV****UM　岩肌調床 EKA24003N*#G16/#G36 AFKA018/AFKA019 EKXA001（ナチュラル色）
/EKXA001G - AFKA016 AFKA014 AFKA004N* - - AFKA015 AFKA017

KTV****UM カラリ床 EKA21017N* EKA21004N* EKXA001 - AFKA016 AFKA014 AFKA004N* - - AFKA015 AFKA017
KEV****UT/L　1217/1717/1721サイズ EKA21004N* EKXA001 - AFKA016 AFKA014 AFKA004N* - - AFKA015 AFKA017

KEV****US（1階用）
EKC51001#G16/G36
*廃番、手配不可 AFKA012 - AFKA016 AFKA014 - - - AFKA015 AFKA017

KEV****FS（階上用：2F設置） AFKA018/AFKA019 EKXA001（ナチュラル色）
/EKXA001G - AFKA016 AFKA014 - - - AFKA015 AFKA017

KC EKA21004N* EKXA001 - AFKA016 AFKA014 AFKA004N* - - AFKA015 AFKA017
KK EKA21004N* EKXA001 - AFKA016 AFKA014 AFKA004N* - - AFKA015 AFKA017
KA　1216サイズ EKA21004N* EKXA001 - AFKA016 AFKA014 AFKA004N* - - AFKA015 AFKA017
KP EKA21004N* EKXA001 - AFKA016 AFKA014 AFKA004N* - - AFKA015 AFKA017
KY EKA21004N* EKXA001 - AFKA016 AFKA014 AFKA004N* - - AFKA015 AFKA017

KR_****U　1216/1616/1620/1625サイズ EKA22001 AFKA011 - AFKA016 AFKA014 - AFKA208 EKC625/EKC628N*
*廃番、手配不可 AFKA015 AFKA017

KR_****F（階上用） EKA22001 AFKA011 - AFKA016 AFKA014 - EKA20001
*廃番、手配不 - AFKA015 AFKA017

KR_****SL（床段差なし仕様）
KRC****EL - AFKA011 - AFKA016 AFKA014 - AFKA208 EKC567 AFKA015 AFKA017

KS - AFKA011 - AFKA016 AFKA014 - AFKA208
EKC625*廃番、手配不可
/EKC567
出荷時期により異なります

AFKA015 AFKA017

KF_****U（1階用）
EKC51001#G16/G36
*廃番、手配不可 AFKA012 - AFKA016 AFKA014 - - - AFKA015 AFKA017

KF_****F（階上用） AFKA018/AFKA019 EKXA001（ナチュラル色）
/EKXA001G - AFKA016 AFKA014 - - - AFKA015 AFKA017

KZ AFKA018/AFKA019 EKXA001（ナチュラル色）
/EKXA001G - AFKA016 AFKA014 - - - AFKA015 AFKA017

KV　1217/1317サイズ EKA21004N* EKXA001 - AFKA016 AFKA014 AFKA004N* - - AFKA015 AFKA017

KV　1717/1721サイズ EKA21004N* EKXA001 - AFKA016 AFKA014 AFKA004N* - - AFKA015 AFKA017

KV　1726サイズ EKA21004N* 品番なし - AFKA016 AFKA014 AFKA004N* - - AFKA015 AFKA017
KW　～2006/7 EKA21004N* EKXA001 - AFKA016 AFKA014 AFKA004N* - - AFKA015 AFKA017

KW　2006/8～（魔法びん浴槽ライト） EKA21004N* EKXA001 - AFKA016 AFKA014 AFKA004N* - - AFKA015 AFKA017

KQ EKA21004N* EKXA001 - AFKA016 AFKA014 AFKA004N* - - AFKA015 AFKA017
KGQ　1725サイズ EKA21004N* 品番なし - AFKA016 AFKA014 AFKA004N* - - AFKA015 AFKA017
　　  　1725サイズ以外 EKA21004N* EKXA001 - AFKA016 AFKA014 AFKA004N* - - AFKA015 AFKA017
KDQ EKA21004N* EKXA001 - AFKA016 AFKA014 AFKA004N* - - AFKA015 AFKA017

分解図へ
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『戸建』バスルーム　排水トラップ補修部品一覧

シリーズ名

シ
ン
ラ

分解図へ

ス
プ
リ
ノ

サ
ザ
ナ 分解図へ

分解図へ
分解図へ

品番一覧
年表一覧

ＴＯＰへ戻る



※シリーズ名をクリックすると分解図へ移行します。

　『戸建』バスルーム　排水トラップ補修部品一覧（年表）

KR
KR_****U（1階用） ：G0781C
KR_****F（階上用） ：G0781C
KR_****SL（床段差なし仕様）/KRC****EL

：EKC053L/R・EKC054

KS
EKC053L/R
EKC054

KF
KF_****U（1階用）

：EKC052
KF_****F（階上用）

：EKC055B/G

KZ
EKC055B/G

KV
1217・1317サイズ

：EKA21017N*
1717・1721サイズ

：EKA21021L/R*
1726サイズ

：EKA21019L/R*

KW
改新1 ：EKA21021L/R*
改新3以降：EKA21038L/R*

KQ KGQ
1725サイズ ：EKA21026L/R*
1725サイズ以外：EKA21038L/R*

KDQ
EKA21038L/R*

HA
トラップ品番は浴槽・サイズにより異なります

HX
トラップ品番は、改新記号などにより異なります

HB
トラップ品番は浴槽・防水パンの有無
などにより異なります

HD
トラップ品番は排水栓・防水パンの
有無などにより異なります

HG
トラップ品番、分解図へ

HS
トラップ品番、分解図へ

KH
EKC043L/R

KM
EKC042L/R

’93 ’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’99 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20

KP
EKA21038L/R*

KC
EKA21006N*

KA
1216サイズ・スーパーワイド浴槽：EKA21037N*
1216サイズ・スーパーワイド浴槽以外：EKA21032L/R*

KK
EKA21006N*

KY
EKA21032L/R*

KE
1217サイズ ：EKA21017N*
1717/1721サイズ：EKA21021L/R*
KEV****US ：EKC052
KEV****FS ：EKC055B/G

KTV****SL
1418サイズ：EKC055B/G
1618サイズ：EKC053L/R

KTV****UM
改新記号1 ：EKA24003N*#G16/#G36
改新記号2以降：EKA21017N*

・改新記号1とは
＜例＞KWQ1721UQB1AR
上記朱書き部が１のもの

・改新記号3以降とは
上記朱書き部が3以上のもの

EKA21033L/R*
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HK
分解図へ

HT
分解図へ

’21

’21

’22 ’23

’22 ’23

シリーズ一覧



　　手順１：浴室のシリーズを調べます 手順２：シリーズを選んでください
シリーズ名 シリーズ シリーズ名 シリーズ

ＫＲ ＫＣ

ＫＳ ＫＥ

ＫＶ ＫＡ

ＫＺ ＫＰ

ＫＷ ＫＫ

ＫＱ ＫＹ

ＨＤ ＫＨ

ＨＴ ＫＭ

ＨＳ ＫＴ

ＨＧ フローピア魔法びん浴槽 ＫＧ

ＨＢ スプリノ ＨＡ

レジャーホテルユニットバスルーム ＫＦ

ＨＸ

ＨＫ

サザナ

シンラ

フローピア

バスピア

床排水口 部品品番一覧

・・・・シリーズ

＜パターン①＞

＜パターン②＞

＜パターン③＞

＜パターン④＞

＜パターン⑤＞

シリーズ品番

出荷年月

出荷年月

シリーズ品番

シリーズ品番

出荷年

シリーズ品

出荷年

シリーズ品番

出荷年月

年表一覧



■KR_****U（1階用） ■KR_****F（階上用）

■KR_****SL（床段差なし仕様）/KRC****EL

『戸建』バスルーム　排水トラップ補修部品（分解図）

年表一覧

品番一覧

KR
KR_****U（1階用） ：G0781C
KR_****F（階上用） ：G0781C
KR_****SL（床段差なし仕様）/KRC****EL

：EKC053L/R・EKC054

ＴＯＰへ戻る

シリーズ一覧

ヘアキャッチャー： EKA22001

封水筒：AFKA011

＜＜通常は交換しない部材＞＞

フランジワッシャー：AFKA015

U字パッキン ：AFKA017

バスケット型ストレーナー：

EKC223 → AFKA208

ストレーナー取付板：

＊廃番、手配不可。

部品供給期限切れのため

代替品ご用意ありません。

スリップワッシャー：AFKA014

ゴムパッキン ：AFKA016

バスケット型ストレーナー：

EKA20001

＊廃番、手配不可。

部品供給期限切れのため

代替品ご用意ありません。

封水筒： AFKA011

＜＜通常は交換しない部材＞＞

フランジワッシャー：AFKA015

U字パッキン ：AFKA017

スリップワッシャー：AFKA014

ゴムパッキン ：AFKA016

ヘアキャッチャー： EKA22001

フランジ

封水筒： AFKA011

＜＜通常は交換しない部材＞＞

フランジワッシャー：AFKA015

U字パッキン ：AFKA017

バスケット型ストレーナー：

EKC223 → AFKA208

スリップワッシャー：AFKA014

ゴムパッキン ：AFKA016

ストレーナー取付板：

＊廃番、手配不可。

部品供給期限切れのため

代替品ご用意ありません。



『戸建』バスルーム　排水トラップ補修部品（分解図）

KS
EKC053L/R
EKC054

年表一覧

品番一覧

ＴＯＰへ戻る

シリーズ一覧

フランジ

封水筒： AFKA011

＜＜通常は交換しない部材＞＞

フランジワッシャー：AFKA015

U字パッキン ：AFKA017

バスケット型ストレーナー：

EKC223 → AFKA208

スリップワッシャー：AFKA014

ゴムパッキン ：AFKA016

ストレーナー取付板：

＊廃番、手配不可。

部品供給期限切れのため

代替品ご用意ありません。



『戸建』バスルーム　排水トラップ補修部品（分解図）

KZ
EKC055B/G

年表一覧

品番一覧

ＴＯＰへ戻る

シリーズ一覧

＜＜通常は交換しない部材＞＞

フランジワッシャー：AFKA015

U字パッキン ：AFKA017

ヘアキャッチャー

ブラウン系 ：AFKA018

グレー系 ：AFKA019

スリップワッシャー：AFKA014

ゴムパッキン ：AFKA016

封水筒

ブラウン系：EKXA001＜代替品＞

（ﾅﾁｭﾗﾙ色になります）

グレー系 ：EKXA001G



■KF_****U（1階用） ■KF_****F（階上用）

『戸建』バスルーム　排水トラップ補修部品（分解図）

KF
KF_****U（1階用）：EKC052
KF_****F（階上用）：EKC055B/G

年表一覧

品番一覧

ＴＯＰへ戻る

シリーズ一覧

封水筒： AFKA012

＜＜通常は交換しない部材＞＞

フランジワッシャー：AFKA015

U字パッキン ：AFKA017

ヘアキャッチャー：

EKC51001#G16/G36

＊廃番、手配不可。

部品供給期限切れのため

代替品ご用意ありません。

スリップワッシャー：AFKA014

ゴムパッキン ：AFKA016

＜＜通常は交換しない部材＞＞

フランジワッシャー：AFKA015

U字パッキン ：AFKA017

ヘアキャッチャー

ブラウン系 ：AFKA018

グレー系 ：AFKA019

スリップワッシャー：AFKA014

ゴムパッキン ：AFKA016

封水筒

ブラウン系：EKXA001＜代替品＞

（ﾅﾁｭﾗﾙ色になります）

グレー系 ：EKXA001G



■KEV****UT/L　1217/1717/1721サイズ ■KEV****US（1階用）

■KEV****FS（階上用）

『戸建』バスルーム　排水トラップ補修部品（分解図）

KE
1217サイズ ：EKA21017N*
1717/1721サイズ ：EKA21021L/R*
KEV****US ：EKC052

年表一覧

品番一覧

ＴＯＰへ戻る

シリーズ一覧

封水筒： AFKA012

＜＜通常は交換しない部材＞

＞

フランジワッシャー：AFKA015

ヘアキャッチャー：

EKC51001#G16/G36

＊廃番、手配不可。

部品供給期限切れのため

スリップワッシャー：

AFKA014

ヘアキャッチャー： EKA21004N

封水筒：EKXA001

＜＜通常は交換しない部材＞＞

フランジワッシャー：AFKA015

U字パッキン ：AFKA017

スリップワッシャー：AFKA014

ゴムパッキン ：AFKA016

＜＜通常は交換しない部材＞＞

フランジワッシャー：AFKA015

U字パッキン ：AFKA017

ヘアキャッチャー

ブラウン系 ：AFKA018

グレー系 ：AFKA019

スリップワッシャー：AFKA014

ゴムパッキン ：AFKA016

封水筒

ブラウン系：EKXA001＜代替品＞

（ﾅﾁｭﾗﾙ色になります）

グレー系 ：EKXA001G

排水ピース ：AFKA004N＊

部品のみ交換できません。

排水ピース一式交換となります。



　　　■KV1726サイズ ・ KGQ1725サイズ 　　 ■左記以外

『戸建』バスルーム　排水トラップ補修部品（分解図）

KC
EKA21006N*

KK
EKA21006N*

KA
1216サイズ・スーパーワイド浴槽：EKA21037N*
1216サイズ・スーパーワイド浴槽以外：EKA21032L/R*

KP
EKA21038L/R*

KY
EKA21032L/R*

KV
1217/1317サイズ：EKA21017N*
1717/1721サイズ：EKA21021L/R*
1726サイズ ：EKA21019L/R*

KW
改新1 ：EKA21021L/R*
改新3以降：EKA21038L/R*

KQ
EKA21033L/R*

KGQ
1725サイズ ：EKA21026L/R*
1725サイズ以外：EKA21038L/R*

KDQ
EKA21038L/R*

年表一覧

品番一覧

ＴＯＰへ戻る

シリーズ一覧

ヘアキャッチャー：EKA21004N＊

封水筒： 品番なし

＜＜通常は交換しない部材＞＞

フランジワッシャー：AFKA015

U字パッキン ：AFKA017

スリップワッシャー：AFKA014

ゴムパッキン ：AFKA016

ヘアキャッチャー：EKA21004N＊

封水筒：EKXA001

＜＜通常は交換しない部材＞＞

フランジワッシャー：AFKA015

U字パッキン ：AFKA017

スリップワッシャー：AFKA014

ゴムパッキン ：AFKA016

排水ピース ：AFKA004N＊

部品のみ交換できません。

排水ピース一式交換となります。

排水ピース ：AFKA004N＊

部品のみ交換できません。

排水ピース一式交換となります。



『戸建』バスルーム　排水トラップ補修部品（分解図）

KH
EKC043L/R

年表一覧

品番一覧

ＴＯＰへ戻る

シリーズ一覧

ヘアキャッチャー：EKA22001

封水筒： AFKA011

＜＜通常は交換しない部材＞＞

フランジワッシャー：AFKA015

U字パッキン ：AFKA017

バスケット型ストレーナー：

EKC223 → AFKA208

ストレーナー取付板：EKC627

スリップワッシャー：AFKA014

ゴムパッキン ：AFKA016



『戸建』バスルーム　排水トラップ補修部品（分解図）

KM
EKC042L/R

年表一覧

品番一覧

ＴＯＰへ戻る

シリーズ一覧

ヘアキャッチャー：AFKA010

封水筒：AFKA011

＜＜通常は交換しない部材＞＞

フランジワッシャー：AFKA015

U字パッキン ：AFKA017

ストレーナー取付板：EKC627

バスケット型ストレーナー：

EKC223 → AFKA208

スリップワッシャー：AFKA014

ゴムパッキン ：AFKA016



■KTV1418SL ■KTV1618SL

■KTV****UM　岩肌調床 ■KTV****UM　カラリ床

『戸建』バスルーム　排水トラップ補修部品（分解図）

KTV****SL
1418サイズ：EKC055B/G
1618サイズ：EKC053L/R

KTV****UM
改新記号1 ：EKA24003N*#G16/#G36
改新記号2以降：EKA21017N*

・改新記号1とは
＜例＞KTV1618UMG1AF
上記朱書き部が1または2のもの

・改新記号2以降とは
上記朱書き部が2以上のもの 年表一覧

品番一覧

ＴＯＰへ戻る

シリーズ一覧

＜＜通常は交換しない部材＞＞

フランジワッシャー：AFKA015

U字パッキン ：AFKA017

ヘアキャッチャー

ブラウン系 ：AFKA018

グレー系 ：AFKA019

スリップワッシャー：AFKA014

ゴムパッキン ：AFKA016

封水筒

ブラウン系：EKXA001＜代替品＞

（ﾅﾁｭﾗﾙ色になります）

グレー系 ：EKXA001G

フランジ

封水筒： AFKA011

＜＜通常は交換しない部材＞＞

フランジワッシャー：AFKA015

U字パッキン ：AFKA017

バスケット型ストレーナー：

EKC223 → AFKA208

スリップワッシャー：AFKA014

ゴムパッキン ：AFKA016

ストレーナー取付板：

＊廃番、手配不可。

部品供給期限切れのため

代替品ご用意ありません。

＜＜通常は交換しない部材＞＞

フランジワッシャー：AFKA015

U字パッキン ：AFKA017

排水ピース ：AFKA004N＊

部品のみ交換できません。

排水ピース一式交換となります。

ヘアキャッチャー ブラウン系 ：AFKA018

グレー系 ：AFKA019

スリップワッシャー：AFKA014

ゴムパッキン ：AFKA016

封水筒

ブラウン系：EKXA001＜代替品＞

（ﾅﾁｭﾗﾙ色になります）

グレー系 ：EKXA001G

ヘアキャッチャー：EKA21004N＊

封水筒：EKXA001

＜＜通常は交換しない部材＞＞

フランジワッシャー：AFKA015

U字パッキン ：AFKA017

スリップワッシャー：AFKA014

ゴムパッキン ：AFKA016

排水ピース ：AFKA004N＊

部品のみ交換できません。

排水ピース一式交換となります。



カラリ床 ほっカラリ床
どっぷり浴槽 EKA21068N* EKA21076N*

なし のびのび浴槽
スーパーワイド浴槽
どっぷり浴槽 EKA21072L/R* EKA21078L/R*
のびのび浴槽 EKA21071L/R* EKA21077L/R*あり

EKA21075N*

『戸建』バスルーム　排水トラップ補修部品（分解図）
防水パン 排水栓仕様 トラップ品番

EKA21067N*

HB
トラップ品番は浴槽・防水パンの有無
などにより異なります

年表一覧

品番一覧

ＴＯＰへ戻る

シリーズ一覧

封水筒ヘアキャッチャー：EKA21061N＊

排水ピース：AFKA105N＊

部品のみ交換できません。

排水ピース一式交換となります。

＜＜通常は交換しない部材＞＞

フランジワッシャー：AFKA015

U字パッキン ：AFKA017

すべりワッシャー：AFKA108

封水筒ヘアキャッチャー：EKA21061N＊

すべりワッシャー：AFKA108

＜＜通常は交換しない部材＞＞

フランジワッシャー：AFKA135

U字パッキン ：AFKA189

排水ピース：AFKA105N＊

部品のみ交換できません。

排水ピース一式交換となります。

ほっカラリ床カラリ床



以下表には、取扱説明書に記載の部品品番を掲載しております。

トラップの図面と品番が異なる場合がありますが、部品は同じものです。

1717/1317/1216
/1220サイズ

1624/1620/1616
/1818/1618サイズ 以下表の部品品番でご発注をお願いします。

ワンプッシュ排水栓
ゴム栓
ワンプッシュ排水栓 EKA21082N* EKA21084N*
ゴム栓あり EKA21082N*

『戸建』バスルーム　排水トラップ補修部品（分解図）
防水パン 排水栓仕様

トラップ品番

なし EKA21081S*
EKA21081G*

HD
トラップ品番は排水栓・防水パンの有無などに
より異なります

年表一覧

品番一覧

ＴＯＰへ戻る

シリーズ一覧

ヘアキャッチャー：AFKA151

封水筒（パッキン含む）：AFKA146N＊

封水筒パッキン：AFKA12001

排水ピース：AFKA144N＊

部品のみ交換できません。

排水ピース一式交換となります。

＜＜通常は交換しない部材＞＞

トラップ品番
ワッシャー締付

フランジ用
U字パッキン

EKA21081SA*
EKA21081G*
EKA21082N*
EKA21081ST*
EKA21084N*

AFKA015 AFKA153

AFKA180 AFKA189



以下表には、取扱説明書に記載の部品品番を掲載しております。

トラップの図面と品番が異なる場合がありますが、部品は同じものです。

■～2018年２月以前出荷分 以下表の部品品番でご発注をお願いします。
　■カラリ床 ■ほっカラリ床

1717/1317/1216
/1220サイズ

1624/1620/1616
/1818/1618サイズ

1717/1317/1216
/1220サイズ

1624/1620/1616
/1818/1618サイズ

ワンプッシュ排水栓 ワンプッシュ排水栓
ゴム栓 ゴム栓
ワンプッシュ排水栓 EKA21082N* EKA21084N* ワンプッシュ排水栓 EKA21087 EKA21088
ゴム栓 ゴム栓

■2018年2月出荷分～
　■カラリ床 ■ほっカラリ床

防水パン 排水栓仕様 トラップ品番 防水パン 排水栓仕様 トラップ品番
EKA21090SA* EKA21093SA*

なし EKA21090ST* なし EKA21093ST*
ゴム栓 EKA21090G ゴム栓 EKA21093G

EKA21091 EKA21094
あり EKA21092 あり EKA21095

ゴム栓 EKA21091 ゴム栓 EKA21094

ワンプッシュ排水栓

ワンプッシュ排水栓

なし EKA21086S*
EKA21086G*

ワンプッシュ排水栓

ワンプッシュ排水栓

『戸建』バスルーム　排水トラップ補修部品（分解図）

なし EKA21081S*
EKA21081G*

あり EKA21082N*

防水パン 排水栓仕様
トラップ品番

あり EKA21087

防水パン 排水栓仕様
トラップ品番

HS

年表一覧

品番一覧

ＴＯＰへ戻る

シリーズ一覧上記の場合は：２０１０年５月出荷出荷年月

ヘアキャッチャー：AFKA187

＜＜通常は交換しない部材＞＞

フランジワッシャー：AFKA015 または

AFKA180

U字パッキン ：AFKA150 または

AFKA189

封水筒（パッキン含む）：AFKA146N＊

封水筒パッキン：AFKA12001

排水ピース：AFKA182N＊

部品のみ交換できません。

排水ピース一式交換となります。

トラップ品番
ワッシャー締付

フランジ用
U字パッキン

EKA21081SA*
EKA21081G*
EKA21082N*
EKA21081ST*
EKA21084N*

AFKA015 AFKA153

AFKA180 AFKA189

ヘアキャッチャー：AFKA215

封水筒（パッキン含む）：AFKA216

封水筒パッキン：AFKA12001

＜＜通常は交換しない部材＞＞

トラップ品番
ワッシャー締付

フランジ用
U字パッキン

EKA21086SA*
EKA21086G*
EKA21087
EKA21086ST*
EKA21088

AFKA015 AFKA153

AFKA180 AFKA189

排水ピース：AFKA182N＊

部品のみ交換できません。

排水ピース一式交換となります。

排水ピース：AFKA144N＊

部品のみ交換できません。

排水ピース一式交換となります。

ヘアキャッチャーおよび封水筒の補修用性能部

品は、抗菌・防カビ仕様（グレー）になります

ヘアーキャッチャー：AFKA215

＜＜通常は交換しない部材＞＞

フランジワッシャー：AFKA180

U字パッキン ：AFKA189

封水筒（パッキン含む）：AFKA216

＜＜通常は交換しない部材＞＞

フランジワッシャー：AFKA015

U字パッキン ：AFKA153

ヘアキャッチャーおよび封水筒の補修用性能部

品は、抗菌・防カビ仕様（グレー）になります

ヘアーキャッチャー：AFKA215

排水ピース：AFKA144N＊

部品のみ交換できません。

排水ピース一式交換となります。

封水筒（パッキン含む）：AFKA216

＜出荷年月の調べ方＞



以下表には、取扱説明書に記載の部品品番を掲載しております。

トラップの図面と品番が異なる場合がありますが、部品は同じものです。

■～2018年２月以前出荷分 以下表の部品品番でご発注をお願いします。
　■カラリ床 ■ほっカラリ床
　　　クレイドル浴槽・クレイドル浴槽以外の1717/1317/1216サイズ：EKA21082N* 　　クレイドル浴槽・クレイドル浴槽以外の1717/1317/1216サイズ：EKA21087
　　　クレイドル浴槽以外の1624/1620/1616/1818/1618サイズ：EKA21084N* 　　クレイドル浴槽以外の1624/1620/1616/1818/1618サイズ：EKA21088

■2018年2月出荷分～
　■カラリ床：EKA21091 / EKA21092 ■ほっカラリ床：EKA21094 / EKA21095

『戸建』バスルーム　排水トラップ補修部品（分解図）

HG

年表一覧

品番一覧

ＴＯＰへ戻る

シリーズ一覧上記の場合は：２０１０年５月出荷出荷年月

＜出荷年月の調べ方＞

ヘアキャッチャー：AFKA187

＜＜通常は交換しない部材＞＞

フランジワッシャー：AFKA015 または

AFKA180

U字パッキン ：AFKA150 または

AFKA189

封水筒（パッキン含む）：AFKA146N＊

封水筒パッキン：AFKA12001

排水ピース：AFKA182N＊

部品のみ交換できません。

排水ピース一式交換となります。

トラップ品番
ワッシャー締付

フランジ用
U字パッキン

EKA21081SA*
EKA21081G*
EKA21082N*
EKA21081ST*
EKA21084N*

AFKA015 AFKA153

AFKA180 AFKA189

ヘアキャッチャー：AFKA215

封水筒（パッキン含む）：AFKA216

封水筒パッキン：AFKA12001

＜＜通常は交換しない部材＞＞

トラップ品番
ワッシャー締付

フランジ用
U字パッキン

EKA21086SA*
EKA21086G*
EKA21087
EKA21086ST*
EKA21088

AFKA015 AFKA153

AFKA180 AFKA189

排水ピース：AFKA182N＊

部品のみ交換できません。

排水ピース一式交換となります。

排水ピース：AFKA144N＊

部品のみ交換できません。

排水ピース一式交換となります。

ヘアキャッチャーおよび封水筒の補修用性能部

品は、抗菌・防カビ仕様（グレー）になります

ヘアーキャッチャー：AFKA215

＜＜通常は交換しない部材＞＞

フランジワッシャー：AFKA180

U字パッキン ：AFKA189

封水筒（パッキン含む）：AFKA216

＜＜通常は交換しない部材＞＞

フランジワッシャー：AFKA015

U字パッキン ：AFKA153

ヘアキャッチャーおよび封水筒の補修用性能部

品は、抗菌・防カビ仕様（グレー）になります

ヘアーキャッチャー：AFKA215

排水ピース：AFKA144N＊

部品のみ交換できません。

排水ピース一式交換となります。

封水筒（パッキン含む）：AFKA216



以下表には、取扱説明書に記載の部品品番を掲載しております。

トラップの図面と品番が異なる場合がありますが、部品は同じものです。

カラリ床 ほっカラリ床 以下表の部品品番でご発注をお願いします。
EKA21090SA* EKA21093SA*

なし EKA21090ST* EKA21093ST*
ゴム栓 EKA21090G* EKA21093G*

EKA21091N* EKA21094N*
あり EKA21092N* EKA21095N*

ゴム栓 EKA21091N* EKA21094N*

ワンプッシュ排水栓

『戸建』バスルーム　排水トラップ補修部品（分解図）
防水パン 排水栓仕様 トラップ品番

ワンプッシュ排水栓

HT

年表一覧

品番一覧

ＴＯＰへ戻る

シリーズ一覧

排水ピース：AFKA144N＊

部品のみ交換できません。

排水ピース一式交換となります。

ヘアキャッチャーおよび封水筒の補修用性能部

品は、抗菌・防カビ仕様（グレー）になります

ヘアーキャッチャー：AFKA215

＜＜通常は交換しない部材＞＞

フランジワッシャー：AFKA180

U字パッキン ：AFKA189

封水筒（パッキン含む）：AFKA216

＜＜通常は交換しない部材＞＞

フランジワッシャー：AFKA015

U字パッキン ：AFKA153

ヘアキャッチャーおよび封水筒の補修用性能部

品は、抗菌・防カビ仕様（グレー）になります

ヘアーキャッチャー：AFKA215

排水ピース：AFKA144N＊

部品のみ交換できません。

排水ピース一式交換となります。

封水筒（パッキン含む）：AFKA216

ほっカラリ床カラリ床



どっぷり浴槽1616/1717/1721サイズ EKA21060L/R*
どっぷり浴槽1217/1317サイズ
ステップ浴槽・ワイド浴槽・スクエア浴槽全サイズ
スーパーエクセレントバス1725サイズ EKA21065L/R*

『戸建』バスルーム　排水トラップ補修部品（分解図）
浴槽種・サイズ トラップ品番

EKA21059L/R*

HA
トラップ品番は浴槽・サイズにより異なります

年表一覧

品番一覧

ＴＯＰへ戻る

シリーズ一覧

ヘアキャッチャー

：EKA21061N＊

排水ピース：AFKA105N＊

部品のみ交換できません。

排水ピース一式交換となります。

＜＜通常は交換しない部材＞＞

フランジワッシャー：AFKA015

U字パッキン ：AFKA017

すべりワッシャー

：AFKA108

N＊

N＊



■～2018年２月以前出荷分
　■エアインシャワー仕様 ■コンフォートウエーブシャワー仕様
　　　防水パンなし：EKA21081ST* 　　　防水パンなし：EKA21086ST*
　　　防水パンあり：EKA21084N* 　　　防水パンあり：EKA21088

■2018年2月出荷分～
　　　防水パンなし：EKA21093ST*
　　　防水パンあり：EKA21095

『戸建』バスルーム　排水トラップ補修部品（分解図）

HX

エアインシャワー→ コンフォートウェーブシャワー→

年表一覧

品番一覧

ＴＯＰへ戻る

シリーズ一覧上記の場合は：２０１０年５月出荷出荷年月

＜出荷年月の調べ方＞

排水ピース：AFKA144N＊

部品のみ交換できません。

排水ピース一式交換となります。

ヘアキャッチャーおよび封水筒の補修用性能部

品は、抗菌・防カビ仕様（グレー）になります

ヘアーキャッチャー：AFKA215

＜＜通常は交換しない部材＞＞

フランジワッシャー：AFKA180

U字パッキン ：AFKA189

封水筒（パッキン含む）：AFKA216

ヘアキャッチャー：AFKA187

封水筒（パッキン含む）：AFKA146N＊

封水筒パッキン：AFKA12001

排水ピース：AFKA182N＊

部品のみ交換できません。

排水ピース一式交換となります。

ヘアキャッチャー：AFKA215

封水筒（パッキン含む）：AFKA216

封水筒パッキン：AFKA12001

排水ピース：AFKA182N＊

部品のみ交換できません。

排水ピース一式交換となります。

＜＜通常は交換しない部材＞＞

フランジワッシャー：AFKA180

U字パッキン ：AFKA189

＜＜通常は交換しない部材＞＞

フランジワッシャー：AFKA180

U字パッキン ：AFKA189



■1616・1717・1620サイズ：EKA21094 ■1624サイズ：EKA21095

『戸建』バスルーム　排水トラップ補修部品（分解図）

HK
1616・1717・1620サイズ：EKA21094
1624サイズ ：EKA21095

年表一覧

品番一覧

ＴＯＰへ戻る

シリーズ一覧

排水ピース：AFKA144N＊

部品のみ交換できません。

排水ピース一式交換となります。

ヘアキャッチャーおよび封水筒の補修用性能部

品は、抗菌・防カビ仕様（グレー）になります

ヘアーキャッチャー：AFKA215

＜＜通常は交換しない部材＞＞

フランジワッシャー：AFKA180

U字パッキン ：AFKA189

封水筒（パッキン含む）：AFKA216

＜＜通常は交換しない部材＞＞

フランジワッシャー：AFKA015

U字パッキン ：AFKA153

ヘアキャッチャーおよび封水筒の補修用性能部

品は、抗菌・防カビ仕様（グレー）になります

ヘアーキャッチャー：AFKA215

排水ピース：AFKA144N＊

部品のみ交換できません。

排水ピース一式交換となります。

封水筒（パッキン含む）：AFKA216
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