
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)ホーム雨戸Ⅱ型['71-'77] 鋼板ヨコ型 雨戸締り金具
1AMN AK260 1

雨戸締り金具取付ねじ(M4×10なべ×4） なし あり なし

宏明技研製
¥1,500

雨戸締り金具
1AMP CR1030N0 1

雨戸締り金具 AK-301A互換 あり なし

植木製作所製
¥1,500

 雨戸締り金具上げ下げ錠
1AMN AK300A 1

在庫限り

（ＭＫ扱い）

なし あり なし

旧不二ロール製
¥500

FK-AW(FK-Ⅱ雨戸パネル)['82-'87] 断熱タテ型P1B・P1W 雨戸締り金具
1AMP CR0700K0 1

雨戸締り金具取付ねじ(M4×10トラス×4） なし あり なし

三和シャッター製
¥1,500

雨戸締り金具・下部 1FUAP ZCR4A 1

雨戸締り金具取付ねじ(M4×6バインド2種×2） 販売終了 なし あり なし

文化シヤッター製
雨戸締り金具・上部 1FUAP ZCR4B 1

雨戸締り金具取付ねじ(M4×6バインド2種×2） 販売終了

（ＭＫ扱い）

なし あり なし

ZCR2Aと同時期購入の為使用不可文化シヤッター製
FU雨戸パネル['87-'01] ガラリ型A13B・A14W 雨戸締り金具・下部 1FUAP ZCR2A 1

雨戸締り金具 販売終了

（ＭＫ扱い）

なし あり なし

2020/2在庫期限外の為使用不可文化シヤッター製
8

FK-AW(FK-Ⅱ雨戸パネル)['83-'87] 鋼板ヨコ型Y1B・Y2B・Y3W

FU雨戸パネル['87-'94] 断熱（横）D7B・D8W文化ｼﾔｯﾀｰ製

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 代替品雨戸用締り金具雨戸用締り金具雨戸用締り金具雨戸用締り金具
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 代替品雨戸用締り金具雨戸用締り金具雨戸用締り金具雨戸用締り金具
サッシ編サッシ編サッシ編サッシ編 目次へもどる

雨戸締り金具・下部 1FUAP ECA410NN 1
雨戸締り金具

販売終了

エコアマド用締り（キー付き締り）を代用 あり なし

旧図面

あり

雨戸締り金具・上部 1FUAP ZCR1B 1
雨戸締り金具 販売終了

（ＭＫ扱い）

なし あり

商品追改廃通知第24-J13号 なし

ZCR2Aと同時期購入の為使用不可
ｽﾃﾝﾚｽ 雨戸締り金具・下部 1FUAP ECA410NN 1

雨戸締り金具
販売終了

エコアマド用締り（キー付き締り）を代用 あり なし

旧図面

あり

雨戸締り金具・下部 1FUAP ZCR3A 雨戸締り金具 在庫限り

（ＭＫ扱い）

なし あり

商品追改廃通知第24-J13号 なし

三和シャッター製
¥2,000

雨戸締り金具・上部 1FUAP ZCR3B 雨戸締り金具 在庫限り

（ＭＫ扱い）

なし あり

商品追改廃通知第24-J13号 なし

〃

¥2,000

雨戸締り金具・下部 ﾃｸﾄⅢ用 BKEY23 1
雨戸締り金具 不二ロール製断熱雨戸の締りは、ＭＫ記号での設定は行ないませんので、現状のテクトⅢ雨戸錠を手配願います。 対応済 なし

商品追改廃通知第24-J13号 なし

旧新日軽同一品
雨戸締り金具・上部 ﾃｸﾄⅢ用 BKEY24 1

雨戸締り金具 不二ロール製断熱雨戸の締りは、ＭＫ記号での設定は行ないませんので、現状のテクトⅢ雨戸錠を手配願います。 対応済 なし

商品追改廃通知第24-J13号 なし

〃

シャッター一体サッシ['95-'02] 座板錠セット
2AS CB8090N

R-1

L-1

座板錠右勝手×1左勝手×1 なし あり なし

三和シャッター製
¥3,000

9

FU雨戸パネル['98-'02] 断熱（縦）D51B・D51W・D61K不二ロール製

FU雨戸パネル['87-'02] 鋼板・アルミA11B・A12W・A21K・A15B・A16W ｽﾁｰﾙ

FU雨戸パネル['87-'98] 断熱（縦）D5B・D5W・D5K三和ｼｬｯﾀｰ製 1

(旧:1FUAP ZCR1A)

(旧:1FUAP ZCR1AS)



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)ホーム雨戸Ⅰ型['68-'70] 鋼板タテ型 雨戸用下車
2AM AK-103 2

雨戸用下車×2
あり 旧図面 なし

宏明技研製
¥2,500

ホーム雨戸Ⅱ型['71-'77] 鋼板ヨコ型 雨戸用下車
2AMN AK-211A 2

雨戸用下車×2取付ねじ(M4×10なべ×4) 販売終了 なし なし

宏明技研製
鋼板タテ型(平レール) 雨戸用下車

2AMT AK-290 2

雨戸用下車×2取付ねじ(M4×8なべ×4) なし あり なし ¥2,500

鋼板ヨコ型(平レール) 雨戸用下車
2AMT AK-344 2

雨戸用下車×2写真Ｗ寸51→38へ訂正（全長寸法50） なし あり なし ¥2,500

鋼板ヨコ型(甲丸レール) 雨戸用下車
2AMT AK-343A 2

雨戸用下車×2取付ねじ(M4×8なべ×2) なし あり なし ¥2,500

17

単体雨戸(パネル雨戸)ホーム雨戸21型'['76-'87]
〃

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 代替品雨戸用下車雨戸用下車雨戸用下車雨戸用下車
サッシ編サッシ編サッシ編サッシ編 目次へもどる
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鋼板ヨコ型(甲丸車)Y1B、Y2B、Y3W 雨戸用下車
2AMP RO0090N

R×1

L×1

雨戸用下車(Ｒ×1、Ｌ×1) なし あり なし

ミヤマ製
¥2,500

鋼板ヨコ型(平車)Y1B、Y2B、Y3W 雨戸用下車
2AMP RO0640 2

雨戸用下車×2
なし あり なし

植木製作所製
¥2,500

断熱タテ型P1B、P1W 雨戸用下車
2AMP ER3006 2

雨戸用下車×2
販売終了 なし あり なし

FU雨戸パネル['86-'02] 鋼板・アルミA11B、A12W、A21K、A15B、A16W 雨戸用下車 1FUAPB RO1280NR R×1

L×1

雨戸用下車(Ｒ×1、Ｌ×1) なし あり なし

植木製作所製
¥2,500

FU雨戸パネル'['86-'01] ガラリA13B、A14W 雨戸用下車 2FUAPB RO1700NN 2
雨戸用下車×2

販売終了 なし あり なし

FU雨戸パネル['98-'02] 断熱タテ型D51B、D51W、D61K、D91B 雨戸用下車 1FUAPB RA0421NR R×1

L×1

雨戸用下車(Ｒ×1、Ｌ×1) 在庫限り なし あり なし

植木製作所製
¥2,500

FU雨戸パネル['86-'98] 断熱タテ型D5B、D5W、D5K、D9B、D9K 雨戸用下車 2FUAPB ER3009B 2
雨戸用下車×2

なし あり なし

宏明技研製
¥2,500

FU雨戸パネル['87-'94] 断熱ヨコ型D7B、D8W 雨戸用下車 1FUAPB RO1710NR R×1

L×1

雨戸用下車(Ｒ×1、Ｌ×1) 販売終了 なし あり なし

18

FK-AW(FK-Ⅱ雨戸サッシ)['78-'87]

(旧：1FUAPB RO1282NR)
(旧：2AMP ER3009)
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