
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 下車
2FK FK-4 2

下車×２
在庫限り なし あり なし

ミヤマ製
¥5,000

テラスタイプ 下車
2FK FK-3 2

下車×２
販売終了 なし あり なし

〃

窓タイプ(H=2.5-4.5尺) 下車
2FK FK431 2

下車×２
在庫限り あり 旧図 なし

〃
¥2,500

テラスタイプ 下車
2FK FK410 2

下車×２取付ねじ(φ5×10トラス×2） 在庫限り なし あり なし

〃
¥5,000

窓タイプ(H=2.5-3.0尺) 下車
2DFK FK2090 2

下車×２
在庫限り

あり(高さ調整式) 旧図 なし

ミヤマ製
¥2,500

窓タイプ(H=3.5-4.5尺) 下車
2DFK FK2100 2

下車×２取付ねじ(φ3.5×10バインド×2） なし あり なし

〃
¥5,000

テラスタイプ 下車
2DFK FK2110 2

下車×２取付ねじ(φ3.5×10バインド×2） なし あり なし

〃
¥5,000
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商品記号商品記号商品記号商品記号 価格MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)備考

電子ロックFK['69-'70]

ホームサッシFK['65-'69]

取説
片引きサッシFK['61-'64]

ご注意 代替品形状 梱包内容 図面 通達No.サッシ用下車サッシ用下車サッシ用下車サッシ用下車
サッシ編サッシ編サッシ編サッシ編 目次へもどる

旧図
(MK-1010)

(MK-1000)



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 価格MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)備考取説ご注意 代替品形状 梱包内容 図面 通達No.サッシ用下車サッシ用下車サッシ用下車サッシ用下車
サッシ編サッシ編サッシ編サッシ編 目次へもどる

窓タイプ(H=2.5-4.5尺) 下車
2NFK FK4030 2

下車×２取付ねじ(φ3.5×10バインド×2） なし あり なし ¥2,500

テラスタイプ 下車
2NFK FK4040 2

下車×２取付ねじ(φ3.5×10バインド×2） なし あり なし ¥2,500

窓タイプ 下車
2NFK FK7525 2

下車×２取付ねじ(φ4×12なべ×2） なし あり なし ¥2,000

テラスタイプ 下車
2NFK FK7533 2

下車×２取付ねじ(φ4×12なべ×2） なし あり なし ¥2,000

窓タイプ(H=1.2-2.0尺) 下車
2FK2 FF0521 2

下車×２ 在庫限りFK-Ⅱ204と共通使用です。 なし あり なし

ミヤマ製
¥2,000

窓タイプ(H=2.5-4.5尺) ホ－ム出窓FK-ATも対応 下車
2FK2 RO0070N0 2

下車×２下からカシメ FK-Ⅱ204と共通使用です。 なし あり なし

ミヤマ製
¥2,000

テラスタイプ ニューペアエース窓用FK-ATも対応 下車
2FK2 RO0080N0 2

下車×２横からカシメ FK-Ⅱ204には取付られません。下表のＦＫ-Ⅱ204テラスタイプ下車をご参照ください。 なし あり なし

ミヤマ製
¥2,000

FK-Ⅱ204['76-'87] テラスタイプ 下車
1 なし あり なし

ビルメンテ金具FR70共用
11

ミヤマ製

RO0150N0

（ビル金具記号）

本品はビルサッシ用メンテナンス手配記号　S1MRON015Nにて手配願います。

NFK120NFK-AW(NFK雨戸サッシ)FK-204SFK120NFKサイディングFK-70['72-'79]

NFK80SFK80['70-'72]

FK-ⅡFK-AW(FK-Ⅱ雨戸サッシ)SFK-ⅡFK-ⅡサイディングFK-Ⅱ204['76-'87]

宏明技研製

32



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 価格MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)備考取説ご注意 代替品形状 梱包内容 図面 通達No.サッシ用下車サッシ用下車サッシ用下車サッシ用下車
サッシ編サッシ編サッシ編サッシ編 目次へもどる

窓タイプ(H=1.2-2.0尺) 下車
2FKN RO0170N0 2

下車×２
在庫限り なし あり なし

宏明技研製
¥2,000

窓タイプ(H=2.5-4.5尺) 下車
2FKN RO0180N0 2

下車×２
なし あり なし

ミヤマ製
¥2,000

テラスタイプ 下車
2FKN RO0210N0 2

下車×２
なし あり なし ¥2,000

ランマ用 下車
1KSK FK6052 1

下車
在庫限り なし あり なし

ミヤマ製
¥1,500

窓タイプ 下車
1KSK FK6040 1

下車
なし あり なし ¥2,000

テラスタイプ 下車
1KSK FK6060 1

下車
なし あり なし ¥2,000

高級縁側引戸唐草['72-'91] 下車
2YGKE RO0193N0 2

下車×２取付ねじ(M4×8さら×4） 玄関引戸　吾妻・唐草・春日・新唐草・遥山・ヴェスティーと兼用です。 なし あり なし

ミヤマ製
¥2,000

12

ミヤマ製高級サッシ唐草['71-'84]ペアエース['74-'81]

FK-N(新星)FK-G(FKガード)FK-VFK-YFK-ⅡYFK-P(FKペア)['79-'87]



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 価格MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)備考取説ご注意 代替品形状 梱包内容 図面 通達No.サッシ用下車サッシ用下車サッシ用下車サッシ用下車
サッシ編サッシ編サッシ編サッシ編 目次へもどる

窓タイプ(H=0.7-2.0尺) 下車
2FU RO1220NN 2

下車×２
在庫限り なし あり なし ¥2,000

窓タイプ(H=2.5-4.5尺) 下車
2FU RO1230NN 2

下車×２
在庫限り なし あり なし ¥2,000

テラスタイプ 下車
2FU RO1241NN 2

下車×２
なし あり なし

中西金属製ビルFRSⅡ70,70X同型
¥2,500

大型テラスタイプ 下車
2FU RO1260NN 2

下車×２
なし あり なし

中西金属製
¥2,000

高級テラス戸['79-'01] 下車 2TOHB RO0030N0 2

下車×2取付ねじ(M4×10なべ×2) なし あり なし

ミヤマ製※ビル学校型間仕切Ⅱ同型
¥5,000

ランマ用窓タイプ 下車
2FUP 30040 2

下車×2取付ねじ(M4×16なべテックス×1) なし あり なし ¥2,000

テラスタイプ 下車
2FUP 30050 2

下車×2取付ねじ(M4×16なべテックス×1) なし あり なし ¥2,000

13

ミヤマ製山口不二購入品（大ロット品の為年1回分離購入）

中西金属製

FUシリーズUXシリーズ['86-'01]

FUペア(P・PS・FPS型)内窓(旧)['87-'93]



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 価格MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)備考取説ご注意 代替品形状 梱包内容 図面 通達No.サッシ用下車サッシ用下車サッシ用下車サッシ用下車
サッシ編サッシ編サッシ編サッシ編 目次へもどる

下車(φ12) 2FKV RO274NN 2
下車×２

なし あり なし

ミヤマ製旧品番RO2740
¥2,000

下車(φ24) 2FKV RO275NN 2
下車×２

なし あり なし

〃旧品番RO2752
¥2,000

下車(φ36) 2FKV RO276NN 2
下車×２

なし あり なし

〃旧品番RO2760
¥2,500

下車(φ45) 2FKV RO278NN 2
下車×２

なし あり なし

〃旧品番RO2781
¥2,000

14

窓タイプＦＫ-ＳＧＦＫ-ＰＧテラスタイプＦＫ-ＳＧＦＫ-ＰＧテラスタイプＦＫ-ＳＧＦＫ-ＰＧ

窓タイプＦＫ-ＳＧＦＫ-ＰＧ
FK-SG/PGシリーズ['96-'02] (Ｂタイプ) (Ｃタイプ)(Ｂタイプ)(Ｄタイプ) (Ｅタイプ)(Ｃタイプ)(Ｆタイプ)(ＣＫ・Ｄタイプ)

(Ａタイプ)(Ａタイプ)

(ＤＫタイ (Ｅタイプ)

1623.5
47 1617

4054 厚み16
厚み1643.5 31



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)ホームサッシFK['65-'69] テラスタイプ 網戸用下車 2M FK911 2 網戸用下車×2取付ねじ(3.5×6なべ×4） 販売終了 なし あり なし 宏明技研製
窓タイプ 網戸用下車 2M FK3010 2 網戸用下車×2取付ねじ(4×6トラス×2） 販売終了 なし あり なし ミヤマ製

テラスタイプ 網戸用下車 2M FK3020 2 網戸用下車×2取付ねじ(4×6トラス×2） 販売終了 なし あり なし 〃
シルバー 2M FK4315 宏明技研製 ¥1,200ブラック 2M FKC4315 〃 ¥1,000シルバー 2M FK4335 椎名製作所製 ¥1,200ブラック 2M FKC4335 〃 ¥1,000FK-Ⅱ['76-'87]SFK-Ⅱ['79-'82]FK-Ⅱ204['76-'87]FK-ⅡY['82-'87]FK-Ⅱサイディング['76-'87]FK-AW['76-'87]FK-N(新星)['79-'87]FK-Y['80-'90]FK-G(FKｶﾞｰﾄﾞ)['80-'90]FK-V['80-'90]FK-P['80-'82] 各タイプ共通 網戸用下車 2M FF0360 2 網戸用下車×2取付ねじ(3.5×8なべ×2） なし あり なし ミヤマ製（ビル商品FR70同型） ¥2,000 15

網戸用下車(Ｒ×1、Ｌ×1) なしなし あり なしテラスタイプ 網戸用下車 R×1L×1 網戸用下車(Ｒ×1、Ｌ×1)

電子ロックFK['69-'70]
NFKSFKFK-70['70-'79]ペアエース['74-'81] 窓タイプ 網戸用下車 R×1L×1 あり なし

図面 通達No. 取説 備考 価格商品記号商品記号商品記号商品記号 MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)形状 梱包内容 ご注意 代替品網戸用下車網戸用下車網戸用下車網戸用下車
サッシ編サッシ編サッシ編サッシ編 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) 図面 通達No. 取説 備考 価格商品記号商品記号商品記号商品記号 MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)形状 梱包内容 ご注意 代替品網戸用下車網戸用下車網戸用下車網戸用下車
サッシ編サッシ編サッシ編サッシ編 目次へもどるランマ用窓タイプ 網戸用下車 1KSK FK6500 1 網戸用下車×1取付ねじ(M4×6なべ×1) 在庫限り なし あり なし ¥1,200テラスタイプ 網戸用下車 1KSK FK6510 1 網戸用下車×1取付ねじ(M4×6なべ×1) 在庫限り なし あり なし ¥1,200FUシリーズ['86-'01] 全タイプ共通 ブラック 網戸用下車 2FUM RO1270ZN 2 網戸用下車×2 なし あり なし 不二フィリピン製（BN、NNミヤマ製） ¥1,2002JM RA001NR 2 ※同一勝手2ヶ入りセットです。 ¥5002JM RA001NL 2 同上 ¥5002ZM RA017ZR 2 同上 ¥5002ZM RA017ZL 2 同上 ¥500 16〃ミヤマ製サンマルチ〔'98-'02〕 網戸用下車 写真は右（Ｒ）勝手を示す 網戸用下車×2 なし あり なし

ミヤマ製

FK-SG/PG['96-'02] 網戸用下車 写真は右（Ｒ）勝手を示す 網戸用下車×2 なし あり なし

高級サッシ　唐草['71-'84]高級縁側引戸　唐草['72-'91]


	新メンテナンス金具カタログ（サッシ戸車）
	新メンテナンス金具カタログ（網戸用下車）

