
御見積金額

雨水タンクと節水グッズの専門店

　　　　　　『エコショップ節水村』

〒919-2384

福井県大飯郡高浜町青17-21-6

TEL	 0770-72-5152

株式会社日盛興産代表取締役日高正典

見積書発行日

担当者

063966見積No,

お見積書

　　　　　　　　　　様

日高規晃¥41,000 （税込み）

41,000

タキロン雨音くん150

　新型（架台一体型）

品    名

貯水容量150リットル

仕    様

台

単  位

1

数  量

41,000

単  価

41,000

金   額

合計

集水器付属

備　考

＜注＞



御見積金額

雨水タンクと節水グッズの専門店

　　　　　　『エコショップ節水村』

〒919-2384

福井県大飯郡高浜町青17-21-6

TEL	 0770-72-5152

株式会社日盛興産代表取締役日高正典

見積書発行日

担当者

063966見積No,

お見積書

　　　　　　　　　　様

日高規晃¥45,000 （税込み）

45,000

タキロン雨音くん150

　新型（架台一体型）

転倒防止チェーン

品    名

貯水容量150リットル

仕    様

台

式

単  位

1

1

数  量

41,000

4,000

単  価

41,000

4,000

金   額

合計

集水器付属

備　考

＜注＞



節水検索

└ 小 (〜150L)

└ 中 (151〜300L)

└ 大 (301L〜)

└ 雨水タンク用部品

└ 雨どい集水器

└ 水中ポンプ

└ ガーデニング用品

└ 雨水関連その他

価格帯で選ぶ

素材で選ぶ

シリーズで選ぶ

└ ホームハイポニカ

└ NatureBox

└ ホームファーマー

└ その他の栽培キット

└ 液体肥料・活性剤

└ タネ

雨水タンクと節水グッズの専門店

コダマホームダムミニ
110L

9,524円（税抜）～
ウイスキー樽再利用

180L
56,952円（税抜）

スリム型アクアタワー
200L

32,381円（税抜）
マルトラップ　まる

140L
23,619円（税抜）

英国製マグナムバレル
350L

37,905円（税抜）～
雨音くんアメマルシェ

120L
31,905円（税抜）

コダマ・ホームダム
250L

34,095円（税抜）
 

   

   

 

TOP >>  雨水タンク >>  小型タンク（0〜150L） >>  プラスチック
TOP >>  雨水タンク >>  価格帯で選ぶ >>  30,000〜49,999円 >>  プラスチック製
TOP >>  雨水タンク >>  素材で選ぶ >>  プラスチック製 >>  小（〜150L）
TOP >>  雨水タンク >>  人気シリーズから選ぶ >>  タキロン雨音くん

 

NEW タキロン雨音くん150L（架台一体型 雨水貯留タンク）NEW タキロン雨音くん150L（架台一体型 雨水貯留タンク）
商品コード：110310110495

【NEW タキロン雨音くん150L（架台一体型 雨水貯留タンク）】【NEW タキロン雨音くん150L（架台一体型 雨水貯留タンク）】

　☆ 使い勝手がたいへん良い、人気の雨水タンクがさらにスタイリッシュにリニューアル！

　☆ おしゃれなレンガ調デザインのタンク本体に、スタンドが一体型となりました。

　☆ 集水継手は初期雨水が入りにくい構造の上、目皿により落ち葉等もカットできます。

　☆ 点検用の上蓋と、排水用のドレン口があり、清掃などのメンテナンスも楽々！

　☆ 転倒防止用に、メーカー純正のチェーン（別途オプション）が用意されております。

【NEW タキロン雨音くん150L　寸法図】【NEW タキロン雨音くん150L　寸法図】

http://www.nissei-web.co.jp/
http://www.nissei-web.co.jp/site/guide.html
http://www.nissei-web.co.jp/site/company.html
http://www.nissei-web.co.jp/cart/cart.php
http://www.nissei-web.co.jp/site/sitemap.html
http://www.nissei-web.co.jp/category/3.html
http://www.nissei-web.co.jp/category/111.html
http://www.nissei-web.co.jp/category/73.html
http://www.nissei-web.co.jp/member/login.php
http://www.nissei-web.co.jp/member/entry.php
http://www.nissei-web.co.jp/site/garantie.html
http://www.nissei-web.co.jp/category/3.html
http://www.nissei-web.co.jp/category/29.html
http://www.nissei-web.co.jp/category/30.html
http://www.nissei-web.co.jp/category/31.html
http://www.nissei-web.co.jp/category/215.html
http://www.nissei-web.co.jp/category/5.html
http://www.nissei-web.co.jp/category/175.html
http://www.nissei-web.co.jp/category/47.html
http://www.nissei-web.co.jp/category/227.html
http://www.nissei-web.co.jp/category/182.html
http://www.nissei-web.co.jp/category/183.html
http://www.nissei-web.co.jp/category/181.html
http://www.nissei-web.co.jp/category/111.html
http://www.nissei-web.co.jp/category/82.html
http://www.nissei-web.co.jp/category/158.html
http://www.nissei-web.co.jp/category/153.html
http://www.nissei-web.co.jp/category/92.html
http://www.nissei-web.co.jp/category/167.html
http://www.nissei-web.co.jp/category/230.html
http://www.nissei-web.co.jp/category/114.html
http://www.nissei-web.co.jp/category/114.html
http://www.nissei-web.co.jp/item/448.html
http://www.nissei-web.co.jp/item/448.html
http://www.nissei-web.co.jp/item/333.html
http://www.nissei-web.co.jp/item/333.html
http://www.nissei-web.co.jp/item/411.html
http://www.nissei-web.co.jp/item/411.html
http://www.nissei-web.co.jp/category/119.html
http://www.nissei-web.co.jp/category/119.html
http://www.nissei-web.co.jp/item/338.html
http://www.nissei-web.co.jp/item/338.html
http://www.nissei-web.co.jp/item/27.html
http://www.nissei-web.co.jp/item/27.html
http://www.nissei-web.co.jp/
http://www.nissei-web.co.jp/category/29.html
http://www.nissei-web.co.jp/category/30.html
http://www.nissei-web.co.jp/category/31.html
http://www.nissei-web.co.jp/category/5.html
http://www.nissei-web.co.jp/category/215.html
http://www.nissei-web.co.jp/category/175.html
http://www.nissei-web.co.jp/category/173.html
http://www.nissei-web.co.jp/category/174.html
http://www.nissei-web.co.jp/site/contest.html
http://www.nissei-web.co.jp/site/original/raintank/
http://www.nissei-web.co.jp/
http://www.nissei-web.co.jp/category/3.html
http://www.nissei-web.co.jp/category/29.html
http://www.nissei-web.co.jp/category/32.html
http://www.nissei-web.co.jp/
http://www.nissei-web.co.jp/category/3.html
http://www.nissei-web.co.jp/category/182.html
http://www.nissei-web.co.jp/category/186.html
http://www.nissei-web.co.jp/category/206.html
http://www.nissei-web.co.jp/
http://www.nissei-web.co.jp/category/3.html
http://www.nissei-web.co.jp/category/183.html
http://www.nissei-web.co.jp/category/188.html
http://www.nissei-web.co.jp/category/191.html
http://www.nissei-web.co.jp/
http://www.nissei-web.co.jp/category/3.html
http://www.nissei-web.co.jp/category/181.html
http://www.nissei-web.co.jp/category/122.html


目的で選ぶ

特徴で選ぶ

価格帯で選ぶ

└ 節水効果が高い

└ 脱塩素効果

└ 手元ストップ付き

└ マッサージ機能

└ マイクロバブル

└ その他の機能

└ 交換用カートリッジ

価格帯で選ぶ

メーカーで選ぶ

お風呂で節水

キッチンで節水

お洗濯で節水

トイレで節水

スピカココ

コズグロスパ

地球洗い隊

さぼんどちの

携帯型浄水器

灯油バーナー

フェアトレード

　（１）タンク本体、（２）点検口キャップ、（３）止水キャップ、（４）給水口キャップ、（５）蛇口コック、（６）

蛇口取り付け部、（７）転倒防止クサリ取り付け用ナット

【NEW タキロン雨音くん150L　雨どい集水継ぎ手】【NEW タキロン雨音くん150L　雨どい集水継ぎ手】
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［お取り付けが可能な雨どい（たてとい）の種類］
　　● 直径55mm、60mmの丸ドイ

　　● 一辺が60mmの各社角ドイ（上図をご参照ください。）

　　● セキスイMY60（55mm × 75mm）

　　● タキロン ジェットライン（一辺が40mmの角ドイ）　　にお取り付けが可能です。

　また、

　　● VP/VU75（直径が89mmの丸ドイ） あるいは

　　● VP/VU100（直径が114mmの丸ドイ）の場合は、

他社製の集水器 （マイホームライト / JIS管用「取り出します」など） をお使いいただくことでお取り付けが可能となり

ます。

マイホームライト（VP/VU75専用） 取り出します（VP/VU75・100用）

【NEW タキロン雨音くん150L　設置方法】【NEW タキロン雨音くん150L　設置方法】
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【NEW タキロン雨音くん150L　転倒防止チェーン（オプション品）プラス￥4,000-】【NEW タキロン雨音くん150L　転倒防止チェーン（オプション品）プラス￥4,000-】

［転倒防止クサリ取り付け位置の注意点］
　※ 金具を取り付ける位置の外装材裏側に下地材（胴縁や柱など）があることを必ず確認してください。

　　　（外装材の仕様、下地材の仕様・位置などは、建築された住宅メーカーや工務店などにご確認ください。）

　※ たてどいとタンクの距離は、70cm（接続用ホースの長さ）以内で調節してください。

　※ タンクは満水になると背面が少し膨らみますので、壁面から5cm程度離して施工してください。



人気のタキロン雨水タンク人気のタキロン雨水タンク
「雨音くん150L」が、架台一体型となって「雨音くん150L」が、架台一体型となって
リニューアルしました！リニューアルしました！

商品名商品名

NEW タキロン雨音くん150L（架台一体型 雨水貯留タンク）

本体サイズ本体サイズ

横幅78.1cm × 高さ107.5cm × 奥行42cm

本体材質・重量本体材質・重量

ポリエチレン製　　重さ約15kg（中が空の状態時）

付属品付属品

　・ タンク本体
　・ 蛇口コック：取付部20A（3/4インチ）
　・ 雨どい集水継手（黒色）
　・ 接続ホース（内径32mm・長さ約70cm）
　・ ホースバンド2個
　・ 取扱説明書

雨どいとの接続雨どいとの接続

付属の集水継ぎ手で、
　・ 直径55mm、60mmの丸ドイ
　・ 一辺が60mmの各社角ドイ
　・ セキスイMY60（55mm × 75mm）

にお取り付けが可能、また購入時に専用継ぎ手をご選択いただきま
すと
　・ タキロン ジェットライン（一辺が40mmの角ドイ）
にもお取り付けが可能、さらに他社製の集水器を別途お買い求めい
ただくことで
　・ VP/VU75（直径が89mmの丸ドイ）
　・ VP/VU100（直径が114mmの丸ドイ）
にもお取り付けすることができます。

お届けについてお届けについて

こちらの商品はメーカーからの直送品となります。
通常、2〜3営業日以内に出荷が可能です。 

メーカー直送品のため、【代金引換】によるお支払い方法はメーカー直送品のため、【代金引換】によるお支払い方法は
ご利用いただけません。ご利用いただけません。

 

http://www.nissei-web.co.jp/site/jyoseikin.html
http://www.nissei-web.co.jp/site_data/cabinet/00000762_photo1.jpg
http://www.nissei-web.co.jp/site/pdf-file/amaoto150n.pdf
http://www.nissei-web.co.jp/site/pdf-file/manual0495.pdf


クレジットカード[VISA・MASTER・JCB・AMEX・
Diners]
銀行振込
郵便振替
代金引換

■お届けの目安
受信確認のメール送信後、3営業日となります。

■お届け時間指定
下記の時間帯からお選びいただけます。
尚、午後以降のご注文は翌日となります。

商品が不良品の場合
商品の品質・輸送時の梱包等は万全を期しております
が万一商品が破損・汚損していた場合、またはご注文
と異なる商品が届いた場合は一週間以内にご連絡くだ
さい。
すぐに交換・返品させて頂きます。また往復の送料・
振込手数料は当店で負担させていただきます。
お客さまのご都合による場合
商品の特性上、原則といたしましてご注文後の返品は
承ることができません。ただし未開封・未使用の場合
に限り、到着後1週間以内にメールあるいは電話連絡い
ただいたもののみお受けいたします。
ご返金について
返品の送料・手数料については、初期不良の場合は当
社が、それ以外のお客様都合による返品につきまして
はお客様にてご負担いただきます。返品商品到着確認
後３営業日以内にご指定口座にお振込致します。

　※ 追加商品・オプション品などを含んだお見積りや、
　　　お見積書の郵送をご希望のお客様は、
　　　メール（info@nissei-web.co.jp） 　または
　　　お電話（TEL：0770-72-5152）にてご連絡ください。

 
ご希望の種類を選択してください。ご希望の種類を選択してください。

転倒防止チェーン 不要

必要（プラス￥4,000）

雨どいタイプ 【標準】丸ドイ55～60mm・角ドイ60mm

領収証について 必要なし

販売価格販売価格 37,963円（税込 41,000 円）37,963円（税込 41,000 円）
ポイントポイント 410ポイント進呈410ポイント進呈
送料込

ご購入数量ご購入数量 1

メーカーメーカー タキロン株式会社

オススメオススメ
コメントコメント

大人気の雨音くん150Lが架台一体型となりさらにスタイリ
ッシュにリニューアルしました。

この商品へのお問い合わせ

お友達にメールですすめる

お気に入り商品

レビューを書く

5いいね！いいね！

QRコード読み取りにより
携帯電話でご覧いただけます。

【ご注意！】【ご注意！】

　※満タン状態で約200キロ近い重量になります。
　　転倒すると大変危険です。
　　設置スペースは平坦で重量に耐えれるよう整地し
　　簡単に転倒しないように設置してください。
（当店は転倒などいかなる事故の責任も負いかねます）
　
　※当商品はメーカー直送品のため【代金引換】はご利用いただけません。

この商品のレビューこの商品のレビュー
この商品の全てのレビューを見る（0件）

この商品のレビューを書く
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