
商品名 使用区分 部品色調 部品名 品種・ サイズ記号 梱包数［発売時期］ (タイプ) (入数)窓タイプ（右勝手） 1FK CB5730NR 対応済 あり なし

旧金具：

FK113R

¥5,000

窓タイプ（左勝手） 1FK CB5730NL 対応済 あり なし

旧金具：

FK113L

¥5,000

テラスタイプ（右勝手） 1FK CB5740NR 対応済 あり なし

旧金具：

FK515R

¥5,000

テラスタイプ（左勝手） 1FK CB5740NL 対応済 あり なし

旧金具：

FK515L

¥5,000

窓タイプ(右勝手) 1DFK　 CB6660NR あり あり

旧金具：FK2010系(Aタイプ）FK2020系(ABタイプ） ¥15,000

窓タイプ(左勝手) 1DFK　 CB6660NL あり あり

〃

¥15,000

テラスタイプ(右勝手) 1DFK　 CB6670NR あり あり

旧金具：FK2030系(Cタイプ）
¥15,000

テラスタイプ(左勝手) 1DFK　 CB6670NL あり あり

〃

¥15,000

1

クレセント・クレセント受け・取付ねじ(Ｍ４×８なべ×４)説明書入り
金型再製作による金具記号変更。説明書入りＡタイプ：追加加工して取付ける。初期品は受けにマグネットが付いていない。

商品記号商品記号商品記号商品記号 MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)通達No. 取説 備考

受けの設定はありません。既存のものをご使用願います。

形状 梱包内容 ご注意 代替品 図面 価格

ホームサッシFK['65-'69]
シルバー クレセント

1

クレセント(CB5730)取付ネジ(M4×6トラス×2・M4×8さら×2・M3.5×6さら×2) 受けの設定はありません。既存のものをご使用願います。

シルバー クレセント
1

クレセント(CB5740)取付ネジ(M4×6トラス×2・N4×8さら×2・M3.5×6さら×2)

シルバー クレセント・クレセント受け 1

クレセント・クレセント受け・取付ねじ(M3.5×10トラス×2・M3.5×6さら×2)説明書入り
電子ロックFK['69-'70]

シルバー クレセント・クレセント受け 1

金型再整備同一品製作（品番は変更）
金型再整備同一品製作（品番は変更）

サッシ編サッシ編サッシ編サッシ編
サッシ用クレセントサッシ用クレセントサッシ用クレセントサッシ用クレセント

1FK FK113RL

1FK FK515RL

目次へもどる



商品名 使用区分 部品色調 部品名 品種・ サイズ記号 梱包数［発売時期］ (タイプ) (入数) 商品記号商品記号商品記号商品記号 MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)通達No. 取説 備考形状 梱包内容 ご注意 代替品 図面 価格サッシ編サッシ編サッシ編サッシ編
サッシ用クレセントサッシ用クレセントサッシ用クレセントサッシ用クレセント目次へもどる

シルバー
1NFK CB5620NR ¥4,000ブロンズ
1NFK CB5620BR ¥4,000シルバー
1NFK CB5620NL ¥4,000ブロンズ
1NFK CB5620BL ¥4,000シルバー
1NFK CB5620NR ¥4,000ブロンズ
1NFK CB5620BR ¥4,000シルバー
1NFK CB5620NL ¥4,000ブロンズ
1NFK CB5620BL ¥4,000シルバー
1FK2 CR0080R0 ¥3,500ブロンズ
1FK2 CR0080A0 ¥3,500シルバー
1FK2 CR0080L0 ¥3,500ブロンズ
1FK2 CR0080B0 ¥3,500シルバー
1FK2 CR0090R0 ¥3,500ブロンズ
1FK2 CR0090A0 ¥3,500シルバー
1FK2 CR0090L0 ¥3,500ブロンズ
1FK2 CR0090B0 ¥3,500(右勝手) ブロンズ
1FKN CB5620BR 1

旧金具：

CR0260A/R系

¥4,000

(左勝手) ブロンズ
1FKN CB5620BL 1

旧金具：

CR0260B/L系

¥4,000

2

あり

クレセント(CB5620)クレセント受け(FF0012U)取付ねじ(M3.5×10トラス×2・M3.5×6さら×2) 代替金具には補助ロックは付いていません。NFK80テラスタイプには切欠きが残ります。市販のアルミテープ等でふさいでください。

1

テラスタイプ(右勝手) 【メンテナンス金具】クレセント・クレセント受け 1

テラスタイプ(左勝手) 1

NFK80NFK120NFK-AW(NFK雨戸サッシ)FK204SFK80SFK120NFKサイディングFK-70['70-'79]

窓タイプ(右勝手) 【メンテナンス金具】クレセント・クレセント受け 1 クレセント(CB5620)クレセント受け(FF0012U)取付ねじ(M3.5×10トラス×2・M3.5×6さら×2) 代替金具には補助ロックは付いていません。窓タイプ(左勝手)

受けは、FKⅡY、ニューペアエース、プラールには使用できません。既存のものをご使用願います。クレセント(CR0090)クレセント受け(FF0012U)取付ねじ(M3.5×6トラス×2) 受けは、FKⅡY、ニューペアエース、プラールには使用できません。既存のものをご使用願います。
1 クレセント(CR0080)クレセント受け(FF0012U)取付ねじ(M3.5×6トラス×2)窓タイプ(左勝手) 1テラスタイプ(右勝手) クレセント・クレセント受け 1

クレセント・クレセント受け 旧金具：CR0091系CR1010(FKⅡY)CR2140(大型テラスは代替）テラスタイプ(左勝手) 1

FK-N(新星)FK-YFK-G(FKガード)FK-VFK-P(FKペア)['79-'87] 【メンテナンス金具】クレセント・クレセント受け クレセント(CB5620)クレセント受け(CB8200NN)取付ねじ(M3.5×10トラス×2・M3.5×6さら×2) 代替金具には補助ロックは付いていません。

FK-ⅡSFK-ⅡFK-Ⅱ204FK-AW(FK-Ⅱ雨戸サッシ)FK-Ⅱサイディング['76-'87]ニューペアエース['83-'87]プラール['83-'88]ホーム出窓['79-'82]FK-ⅡY['82-'88]
窓タイプ(右勝手) 旧金具：CR0081系CR1000(FKⅡY)※CR0071キー無はビル用金具へ

旧金具：

FK7501R系

FK4000R系

旧金具：

FK7501L系

FK4000L系

旧金具：

FK7511R系

FK4010R系

旧金具：

FK7511L系

FK4010L系

あり対応済

対応済

あり

あり

あり あり

あり

あり対応済 あり

1NFK FK7501RL

1NFK FK7511RL

1NFK CR0260*0



商品名 使用区分 部品色調 部品名 品種・ サイズ記号 梱包数［発売時期］ (タイプ) (入数) 商品記号商品記号商品記号商品記号 MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)通達No. 取説 備考形状 梱包内容 ご注意 代替品 図面 価格サッシ編サッシ編サッシ編サッシ編
サッシ用クレセントサッシ用クレセントサッシ用クレセントサッシ用クレセント目次へもどるシルバー

1FU CR2311NRブロンズ
1FUB CR2311BRブラック
1FUK CR2311ZRシルバー
1FU CR2311NLブロンズ
1FUB CR2311BLブラック
1FUK CR2311ZLシルバー
1FU CR2321NRブロンズ
1FUB CR2321BRブラック
1FUK CR2321ZRシルバー
1FU CR2321NLブロンズ
1FUB CR2321BLブラック
1FUK CR2321ZLシルバー
1FU CR2331NRブロンズ
1FUB CR2331BRブラック
1FUK CR2331ZRシルバー
1FU CR2331NLブロンズ
1FUB CR2331BLブラック
1FUK CR2331ZLシルバー
1FU CR2371NRブロンズ
1FUB CR2371BRブラック
1FUK CR2371ZRシルバー
1FU CR2371NLブロンズ
1FUB CR2371BLブラック
1FUK CR2371ZL

サンマルチ上げ下げ窓Ⅱ型〔'98-'02〕 窓・テラス共通 クレセント受け
1SM CB2451NN 1

クレセント受け取付ねじ なし あり なし ¥1,600

FKSG･PGﾆｭｰｼｽﾃﾑﾄﾞﾘﾏｰﾄﾞｼｽﾃﾑｼｬﾚﾏｰﾄﾞ70〔'99-'02〕 窓・テラス共通 クレセント受け
1FKP CB2611NN 1

クレセント受け取付ねじ なし あり あり ¥1,600

3

あり

 クレセント(キー付）のみ※受けは既存利用写真は2430

なし

なし

CR2321を代用
あり

窓タイプ(0.7-2.0尺)(右勝手) クレセント・クレセント受け 1

クレセント(CR2311)クレセント受け(CA0983)取付ネジ(M3.5×5トラス×2) 販売終了

大型テラスタイプ(右勝手) クレセント・クレセント受け 1

クレセント(CR2371)クレセント受け(CA0983)取付ネジ(M3.5×5トラス×2)

窓タイプ(0.7-2.0尺)(左勝手)窓タイプ2.5-4.5尺)(右勝手) クレセント・クレセント受け 1

クレセント(CR2321)クレセント受け(CA0983)取付ネジ(M3.5×5トラス×2) ¥2,500窓タイプ2.5-4.5尺)(左勝手)テラスタイプ(右勝手) クレセント・クレセント受け 1

クレセント(CR2331)クレセント受け(CA0983)取付ネジ(M3.5×5トラス×2) 販売終了 CR2371を代用 旧金具：CR2330系(FU-Cタイプ）テラスタイプ(左勝手) 受けはﾍﾟｱエースＵ・FKPG型（窓・テラス）・システムテラスには使用できません。既存のものをご使用願います。 旧金具：CR2370系（FU-大型タイプ・システムテラス） ¥2,500大型テラスタイプ(左勝手) ありあり

サンマルチｻﾝﾏﾙﾁ ﾄﾞﾘﾏｰﾄﾞFK-SG･PG〔'98-'02〕ﾆｭｰｼｽﾃﾑﾄﾞﾘﾏｰﾄﾞｼｽﾃﾑｼｬﾚﾏｰﾄﾞ70〔'00-'02〕
窓タイプ(右勝手) ブラック クレセント 1FKP ¥3,000窓タイプ(左勝手) ブラック

1FKP CB2430ZL

CB2430ZR

1

旧金具：

CB2430系

¥3,000

¥3,000

1

在庫限り ¥3,000

ありテラスタイプ(右勝手) ブラック クレセント 1FKP CB2440ZRテラスタイプ(左勝手) ブラック
1FKP CB2440ZL

あり

FUシリーズ['86-'01]システムシャレマード70['95-'99]
FUシリーズ['86-'01]ペアエースU['88-'95]旧FK-PG型〔'94-'97〕システムテラス［'94-'01］

メンテナンス金具（エコ引違い共通）
メンテナンス金具

あり

旧金具：

CB2440系

旧金具：CR2310系(FU-Aタイプ)旧金具：CR2320系(FU-Bタイプ)
あり

在庫限り

あり



商品名 使用区分 部品色調 部品名 品種・ サイズ記号 梱包数［発売時期］ (タイプ) (入数) 商品記号商品記号商品記号商品記号 MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)通達No. 取説 備考形状 梱包内容 ご注意 代替品 図面 価格サッシ編サッシ編サッシ編サッシ編
サッシ用クレセントサッシ用クレセントサッシ用クレセントサッシ用クレセント目次へもどる

窓タイプ(右勝手) 1KSK FK6000CR 販売終了 なし あり なし

旧金具：FK6000C系小平製作所製
窓タイプ(左勝手) 1KSK FK6000CL 販売終了 なし あり なし

旧金具：FK6000C系小平製作所製
テラスタイプ(右勝手) 1KSK FK6010CR 対応済 あり なし

旧金具：旧FK6010C系小平製作所製
¥3,500

テラスタイプ(左勝手) 1KSK FK6010CL 対応済 あり なし

旧金具：旧FK6010C系小平製作所製
¥3,500

部品 スライドキー
1KSK FK6650C 1

キー（旧クレセント用）   在庫限り既存品のキー付クレセント用です。上記キーなしクレセントには使用できません。 なし あり なし

※ＭＫ扱い

¥500

4

1

キー付クレセントからキーなしクレセントに仕様変更しております。

ブロンズ クレセント(キーなし)・クレセント受け クレセント(FK6000)クレセント受け(FK6460)取付ねじ(M4×8なべ×2)
高級サッシ　唐草['71-'84]高級縁側引戸　唐草['72-'91] ブロンズ クレセント(キーなし)

1

クレセント(CB8580B) クレセント受け(FK6460)取付ねじ(M4×8なべ×2)中西産業 DC-1010同一品



商品名 使用区分 部品色調 部品名 品種・ サイズ記号 梱包数［発売時期］ (タイプ) (入数) 商品記号商品記号商品記号商品記号 MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)通達No. 取説 備考形状 梱包内容 ご注意 代替品 図面 価格サッシ編サッシ編サッシ編サッシ編
サッシ用クレセントサッシ用クレセントサッシ用クレセントサッシ用クレセント目次へもどるランマ用(右勝手) 1UXB CR3370BRランマ用(左勝手) 1UXB CR3370BL窓タイプ(右勝手) 1UXB CR3350BR窓タイプ(左勝手) 1UXB CR3350BLテラスタイプ・大型テラスタイプ(右勝手) 1UXB CR3360BRテラスタイプ・大型テラスタイプ(左勝手) 1UXB CR3360BLブロンズ 1TOHB CR0060A0ホワイト 1TOHW CR0060R0ブラック 1TOHK CR0060X0ブロンズ 1TOHB CR0060B0ホワイト 1TOHW CR0060L0ブラック 1TOHK CR0060Y0(右勝手) 1TOHB CR0871A0 在庫限り ¥6,000(左勝手) 1TOHB CR0871B0 販売終了

5

なし あり

クレセントクレセント受け取付ねじ(M4×8平なべ×2)

旧金具：

ＣＲ3370系クレセントクレセント受け取付ねじ(M4×8平なべ×2) なし販売終了

販売終了

クレセントクレセント受け取付ねじ(M4×8平なべ×2) なし あり

旧金具：

ＣＲ3360系

(右勝手) クレセント・クレセント受け 1

高級サッシ　UX['88-'01]
ブロンズ

1

クレセント・クレセント受け

1

旧金具：

ＣＲ3350系

なし
ブロンズ クレセント・クレセント受け 1

販売終了
ブロンズ クレセント・クレセント受け

¥6,000(左勝手)高級テラス戸(和風タイプ)['81-'01] ブロンズ クレセント・クレセント受け 1

クレセントクレセント受け取付ねじ(M4×16なべ×2)
クレセントクレセント受け取付ねじ(M4×6なべ×2)高級テラス戸(洋風タイプ)['79-'01]

旧金具：

ＣＲ0870系

なし

旧金具：CR0060系中西産業製
なし

中西産業製DC-S-1300Fと互換性あり
なし あり

あり

なし

なし

なしあり



商品名 使用区分 部品色調 部品名 品種・ サイズ記号 梱包数［発売時期］ (タイプ) (入数) 商品記号商品記号商品記号商品記号 MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)通達No. 取説 備考形状 梱包内容 ご注意 代替品 図面 価格サッシ編サッシ編サッシ編サッシ編
サッシ用クレセントサッシ用クレセントサッシ用クレセントサッシ用クレセント目次へもどるシルバー 1FKAT FF1790R ¥4,500ブロンズ 1FKAT FFC1790R ¥4,500シルバー 1FKAT FF1790L ¥4,500ブロンズ 1FKAT FFC1790L ¥4,500シルバー 1FKAT FF1791R ¥4,500ブロンズ 1FKAT FFC1791R ¥4,500シルバー 1FKAT FF1791L ¥4,500ブロンズ 1FKAT FFC1791L ¥4,500シルバー 1FKAT FF1800R ¥4,500ブロンズ 1FKAT FFC1800R ¥4,500シルバー 1FKAT FF1800L ¥4,500ブロンズ 1FKAT FFC1800L ¥4,500シルバー 1FKAT FF1801R ¥4,500ブロンズ 1FKAT FFC1801R ¥4,500シルバー 1FKAT FF1801L ¥4,500ブロンズ 1FKAT FFC1801L ¥4,500シルバ－ クレセント受け 1FKAT FF1790B 1

クレセント受け
販売終了

CA0251ｶｲ

（オーダー手

配）

あり

MK

ニュース

第25-3

号

なし

オーダー手配番号変更→CA0251NO.トク（キカ081448)窓タイプ用(右勝手) 1FUAT CR2980BR 在庫限り ¥4,600窓タイプ用(左勝手) 1FUAT CR2980BL 販売終了テラス用(右勝手) 1FUAT CR2990BR 在庫限り ¥4,600テラス用(左勝手) 1FUAT CR2990BL 販売終了窓・テラス共通 シルバ－ クレセント受け 1FUAT CA1220NN 1
クレセント受け

販売終了 なし あり なし

6

なし

分離式か一体型かの判断は、クレセントを外し、座裏面の形状を写真と比較してください。

旧：小平製作所製　現：美和ロック製FF1790系
旧：小平製作所製　現：美和ロック製FF1791系クレセント

なし

在庫限り

在庫限り

FK-AT(FK防音)一体［'77-'87]分離［'76-'77］

ロット棒分離式窓タイプ(右勝手) クレセント
1

クレセント取付ねじ(M4×12さら×2)ロット棒分離式窓タイプ(左勝手)ロット棒一体式窓タイプ(右勝手)

ロット棒一体式テラスタイプ(左勝手)

1

クレセント取付ねじ(M4×18さら×2)ロット棒一体式窓タイプ(左勝手)ロット棒分離式テラスタイプ(右勝手) クレセント
1

クレセント取付ねじ(M4×12さら×2)

クレセント取付ねじ(M4×20ステン皿×2)
ブロンズ

ロット棒分離式テラスタイプ(左勝手)ロット棒一体式テラスタイプ(右勝手) クレセント
1

クレセント取付ねじ(M4×18さら×2)

クレセント
1

なし あり

クレセント取付ねじ(M4×20ステン皿×2)

在庫限り

なし あり

ＦＵ防音〔'88-'02〕
ブロンズ クレセント

1

美和ロック製

旧金具：

CR2980系

なし

なし

あり

あり

なし あり

在庫限り

なし

美和ロック製

旧金具：

CR2980系

旧：小平製作所製　現：美和ロック製FF1800系
旧：小平製作所製　現：美和ロック製FF1801系

あり



商品名 使用区分 部品色調 部品名 品種・ サイズ記号 梱包数［発売時期］ (タイプ) (入数) 商品記号商品記号商品記号商品記号 MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)通達No. 取説 備考形状 梱包内容 ご注意 代替品 図面 価格サッシ編サッシ編サッシ編サッシ編
サッシ用クレセントサッシ用クレセントサッシ用クレセントサッシ用クレセント目次へもどる

(右勝手) 1SFKP FK8701R ¥3,000(左勝手) 1SFKP FK8701L ¥3,000(右勝手)(左勝手) ブロンズ
1HPA CR3431BR ¥2,500シルバー
1HPA CR3431NR ¥2,500ブロンズ
1HPA CR3431BL ¥2,500シルバー
1HPA CR3431NL ¥2,500ブロンズシルバーブロンズ 1FUPB CA1150BR ¥2,500シルバー
1FUP CA1150NR ¥2,500ブロンズ 1FUPB CA1150BL ¥2,500シルバー
1FUP CA1150NL ¥2,500

7

クレセント・クレセント受け 1 在庫限り

ニューペアエース['83-'88] ブロンズ クレセント クレセントはFK-Ⅱと共通です。受けは専用となりますので、既存のものをご使用ねがいます。
クレセントクレセント受け取付ねじ(M4×6なべ×2・M4×6バインド×2)ペアエース['74-'81] ブロンズ

ランマ用(左勝手)
対応済

（Ｐ3へ）

あり

あり

あり

なしペアエースU['88-'95]
ランマ用(右勝手) クレセント・クレセント受け 1

クレセントクレセント受け取付ねじ(M3.5×5トラス×2) 在庫限り

窓・テラスタイプ用 クレセント クレセントはFUテラスタイプと共通です。受けは専用となりますので、既存のものをご使用ねがいます。FUペア(P・PS・FPS型)内窓(旧)['87-'93] 内窓用全タイプ共通(右勝手) クレセント・クレセント受け 1

クレセントクレセント受け取付ねじ(M4×12なべ×2・M3.5×6バインド×2) 在庫限り内窓用全タイプ共通(左勝手) なし

旧金具：

ＣＲ2650系

なし

旧金具：

CR2330系

CR2370系

あり

旧金具：

ＣＲ3430系

あり なし

対応済

（Ｐ2へ）

なし

なし

旧金具：

CR0091系

CR0101系

なし

（品番変更）

あり

小平製作所製旧金具：FK8700系※ＭＫ扱い

55


