
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)ブロンズ 1KVL CR1590BRシルバー 1KVL CR1590NRブラック 1KVL CR1590ZRブロンズ 1KVL CR1590BLシルバー 1KVL CR1590NLブラック 1KVL CR1590ZLブロンズ 1KVS CR1590Bシルバー 1KVS CR1590Nブラック 1KVS CR1590Zシルバー 10FGL JB1400NRブロンズ 10FGLB JB1400KRホワイト 10FGLW JB1400WRシルバー 10FGL JB1400NLブロンズ 10FGLB JB1400KLホワイト 10FGLW JB1400WLブラック 下部ロッド棒ガイド 1KVU WA7563ZS 1 下部ロッド棒ガイドＲ×1Ｌ×1 販売終了 なし あり なし 大日メタックス製
ロッド棒Ａ 1KVU CR2881NN 2 ロッド棒×2 あり なし 〃 ¥2,000ロッド棒Ｂ 1KVU CB0800NN 2 ロッド棒×2 あり なし 〃 ¥1,900ブラック 上部倒れ止め兼　スレ止め 1KVU WA7571ZS 1 上部倒れ止め兼　スレ止めＲ×1Ｌ×1 在庫限り なし あり なし 大日メタックス製 ¥2,000 28

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 図面 通達No. 取説 備考 価格竪辷り出し窓"シャレマード"['81-'89]"シャレマードV"['89-'96]"ドリマード"コーナーサッシⅡ型['86-'91]"ドリマード"四角スリム['82-'95]"ドリマード"ドレッサータイプ['83-'91]"ドリマード"コーナーサッシⅠ型['82-'02]"Sシャレマード70・サンマルチ"['96-'02]
(本体外観左) 締りハンドル 1 　サッシ本体が右勝手(外観右吊元)の場合締りハンドルはＬを、左勝手(外観左吊元)の場合はＲをご手配願います。 締りハンドル×1座×1裏板×1取付ねじ(M4×16さら×2)

辷り出し窓"シャレマード"['83-'89]"シャレマードVシリーズ"['89-'96]"Sシャレマード70・サンマルチ"['96-'02] 締りハンドル 1網戸コーナーピース 10 網戸コーナーピース×10 販売終了
(本体外観右) サンマルチ・Sシャレマード70はハンドル形状が変ります(CB2000)

サンマルチ・Sシャレマード70はハンドル形状が変ります(CB2000) なし あり なし(左勝手)
"シャレマード　Ｖシリーズ""シャレマード　70シリーズ"上げ下げ窓['89-'96]['96-'02]※バランサー無し

締りハンドル×1座×1裏板×1取付ねじ(M4×16さら×2) あり辷り出し窓"ドリマード"ガラスルーバー['82-'91]"ガラスルーバー"['84-'88] (右勝手)

あり
あり

なし
なし

中西産業製旧金具：CR0230系CR1590系シブタニ製旧金具：CB2000系〃
宏明技研製

¥2,500
¥2,500

なし 〃 ¥2,500

装飾窓・出窓部品装飾窓・出窓部品装飾窓・出窓部品装飾窓・出窓部品
サッシ編サッシ編サッシ編サッシ編 目次へもどる

CR1590

CR1590



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)形状 梱包内容 ご注意 代替品 図面 通達No. 取説 備考 価格装飾窓・出窓部品装飾窓・出窓部品装飾窓・出窓部品装飾窓・出窓部品
サッシ編サッシ編サッシ編サッシ編 目次へもどる(右勝手) ホワイト 1KVU WD0580WR 下部ロッド棒ガイドＲ×1 在庫限り（ＭＫ扱い） なし あり なし シブタニ製 ¥1,000(左勝手) ホワイト 1KVU WD0580WL 下部ロッド棒ガイドＬ×1 販売終了 なし あり なし 〃ロッド棒Ａ 1KVU HB0290NN 1 ロッド棒×1 販売終了 なし あり なし 〃ロッド棒Ｂ 1KVU HB0300NN 1 ロッド棒×1 設定なし なし あり なし 〃(右勝手) ブラック 1KVU WD0570ZL 1 上部倒れ止め兼　スレ止めＲ×1 販売終了 なし あり なし 〃(左勝手) ブラック 1KVU WD0570ZR 1 上部倒れ止め兼　スレ止めＬ×1 販売終了 なし あり なし 〃ブラック 倒れ規制アーム 1KVU WR7940ZN 2 倒れ規制アーム×2 在庫限り（ＭＫ扱い） なし あり なし 椎名製作所製 ¥1,000ブラック 下部ガイド 1KVU WR7930ZS 1 本図は（Ｒ）を示す 下部ガイドＲ×1Ｌ×1 販売終了 なし あり なし 〃

ブラック 網戸取付金具 1KVU WR7100ZS 1 スレ止めＲ×1スレ止めＬ×1取付金具Ｒ×1取付金具Ｌ×1たて框フサギ×2ねじ×4 あり なし 宏明技研製 ¥1,700ブラック カーロック 1KVU CR2835ZN 2 カーロック手架け×2カーロック本体×2 あり なし 大日メタックス製 ¥3,800倒れ規制アーム 1KVU HG4412NN 2 倒れ規制アーム×2 あり なし 〃 ¥1,500ブラック 補助締り 1NSD CR1370ZR 1 販売終了 美和ロック製ブラック 補助締り 1NSD CR1370ZL 1 販売終了 〃 29

"シャレマード　70シリーズ"上げ下げ窓Ｂ型※バランサー付［'94-'01］
下部ロッド棒ガイド 1
上部倒れ止め兼　スレ止め

あり なし

"シャレマード　70シリーズ"上げ下げ窓Ⅱ型※バランサー付［'01-'02］
"シャレマード　Ｖシリーズ""シャレマード　70シリーズ"上げ下げ窓（共通品）"新システムドリマード" 写真は右（Ｒ）勝手を示す 補助締り×1取付ねじ なし

写真は２セット分の場合



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)ガラスルーバー窓 ホワイト 1FGL HB0900WA 1 対応済 あり なし 美和ロック製 ¥3,000ガラスルーバー窓 ブラック 1FGL HB0900ZA 1 対応済 あり なし 〃 ¥3,000ガラスルーバー窓 ホワイト 1FGL HB0900WB 1 対応済 あり なし 〃 ¥1,000ガラスルーバー窓 ブラック 1FGL HB0900ZB 1 対応済 あり なし 〃 ¥1,000"ダブルガラスルーバー""エリームⅡ"〔'98-'02〕 ガラスルーバー窓 ブラック オペレーター本体 1KVG HB2960ZA 1 図面参照 オペレーター本体×1 在庫限り 対応済 あり なし 〃 ¥9,200
滑車（Ｌ＝５０) 1KVG HB1111ZA 〃 ¥9,800滑車（Ｌ＝９５) 1KVG HB1111ZB 〃 ¥10,200滑車（Ｌ＝１４５) 1KVG HB1111ZC 〃 ¥10,800ブロンズ 1FDHB HG1740CA 〃ホワイト 1FDHW HG1740NA 〃ブラック 1FDHK HG1740ZA 〃 ¥1,500 30販売終了 ブラック色へ なしありあり なし

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

オペレーターハンドル

図面 通達No. 取説 備考 価格
"ドリマード"ガラスルーバータイプ['82-'91]"ガラスルーバー"['84-'88]"ガラスルーバー65"['88-'89]"システムシャレマードVシリーズ"ガラスルーバー['89-'96]"システムシャレマード70シリーズ"ガラスルーバー['96-'02]

オペレーター本体 オペレーター本体×1裏板×2取付ねじ(M5×16なべ×2) ～’96までの商品にお取りつけの場合は、オペレーター本体ごとの交換をお願いします。本体がブロンズ色の場合は、ブラック色の部品をご使用願います。

なし あり なし ¥2,600

オペレーターハンドル×1取付ねじ(M5×6特平先)
"システムシャレマードVシリーズ"ガラスルーバー['89-'96]"システムシャレマード70シリーズ"ガラスルーバー['96-'02] ガラスルーバー窓 ブラック 5角ハンドル 1KVG 滑車本体×1HB1120ZN

ドリマードシステムドリマードサンメール['84-'02] 開き窓 ハンドルのみ 1 オペレーターハンドル取付ねじ(特殊×1)
1 ５角ハンドル本体×1 〃

ガラスルーバー窓（オーニング共用） ブラック ボールチェーンは含まず1KVG HA0840NN

出窓・装飾窓用オペレータハンドル（出窓・装飾窓用オペレータハンドル（出窓・装飾窓用オペレータハンドル（出窓・装飾窓用オペレータハンドル（1111））））目次へもどるサッシ編サッシ編サッシ編サッシ編



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)ブラック 1FDH HG1992ZR 1 ¥13,000ホワイト 1FDH HG1992WR 1 ¥13,000ブラック 1FDH HG1992ZL 1 ¥13,000ホワイト 1FDH HG1992WL 1 ¥13,000ブラック 1FDH HG5260ZR 1 ¥8,000ホワイト 1FDH HG5260WR 1 ¥8,000ブラック 1FDH HG5260ZL 1 ¥8,000ホワイト 1FDH HG5260WL 1 ¥8,000ブラック 1FDH HG8630ZR 1 ¥8,000ホワイト 1FDH HG8630WR 1 ¥8,000ブラック 1FDH HG8630ZL 1 ¥8,000ホワイト 1FDH HG8630WL 1 ¥8,000障子吊元外観右側 1SQD HG9520ZR 1 ¥6,700障子吊元外観左側 1SQD HG9520ZL 1 ¥8,000内観右側 ブラック 1KVA HB0720ZR 1 販売終了 あり ※ホワイト在庫僅有 中西産業製内観左側 ブラック 1KVA HB0720ZL 1 在庫限り あり 〃 ¥16,800シルバー SS- 6055Rブロンズ BS- 6055Rホワイト WS- 6055Rブラック KS- 6055Rシルバー SS- 6055Lブロンズ BS- 6055Lホワイト WS- 6055Lブラック KS- 6055Lシルバー SM- 109ブロンズ BM- 109ホワイト WM- 109ブラック KM- 109 31
2020年2月現在お問い合わせ先三和ｼｬｯﾀｰ工業㈱窓口：塩田様TEL:03-5383-4873

商品記号商品記号商品記号商品記号 MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)代替品 図面 旧図面 取説 備考 価格”ドリマード”ベイウィンドウ['84-'00]ボウウィンドウ['87-'94] 障子吊元内観右側 オペレーターハンドルセット 対応済 あり（オペレーターメンテナンス金具一覧） あり なし オイレスECO製障子吊元内観左側”ドリマード”台形開き出窓['84-'87]三角開き出窓['84-'87]”ｼｽﾃﾑﾄﾞﾘﾏｰﾄﾞ”台形開き出窓['87-'99]三角開き出窓['87-'02]”サンメール”台形開き出窓['90-'99]
障子吊元外観右側 オペレーターハンドルセット 在庫限り あり（オペレーターメンテナンス金具一覧） あり なし 美和ロック製

あり
障子吊元外観左側”ふくわうち”台形出窓(45゜)['90-'00]ボウウィンドウ['90-'99]トップライト出窓['90-'93]”ｼｬﾚﾏｰﾄﾞVｼﾘｰｽﾞ”ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ式竪辷り出し窓['93-'96] 障子吊元外観右側 オペレーターハンドルセット 対応済 あり（オペレーターメンテナンス金具一覧）

内観左側

あり なし 中西金属製障子吊元外観左側”ふくわうちＤｼﾘｰｽﾞ”ＤＦＬ１～６['91-'99]”スクエア出窓”竪辷り出し出窓['92-'00] ブラック オペレーターハンドルセット 対応済 あり（オペレーターメンテナンス金具一覧）

ハンドル

なし 〃”ｼｬﾚﾏｰﾄﾞ70ｼﾘｰｽﾞ”オーニング['96-'02] ※本体のみ なし
ジャロジー７０['77-'84]（明治ｱﾙﾐ製品） 内観右側 オペレーター本体 あり1

1
なし 三和シャッター製 -

-〃なし

出窓・装飾窓用オペレータハンドル（出窓・装飾窓用オペレータハンドル（出窓・装飾窓用オペレータハンドル（出窓・装飾窓用オペレータハンドル（2222））））
サッシ編サッシ編サッシ編サッシ編 目次へもどる

本写真は（Ｒ）を示す


	新メンテナンス金具カタログ（オペレーターハンドル）
	新メンテナンス金具カタログ（オペレーターハンドル2）
	新メンテナンス金具カタログ（装飾窓1）

