
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)
さざなみ 各色共通

1

 
写真参照 販売終了 なし あり なし

旧品番：

1KDK FK8200

檜山 各色共通
1

 
写真参照 販売終了 なし あり なし

旧品番：

1KDK FK8210

矢車 各色共通
1

 
写真参照 販売終了 なし あり なし

旧品番：

1KDK FK8220
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ご注意 代替品

本締錠（レバー/握り玉）

価格梱包内容 図面 備考MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)通達No.形状 商品記号商品記号商品記号商品記号

唐草['74-'80]

取説
U9LA35LSF01

※販売終了

U9LA35LSF01

※販売終了

U9LA35LSF02

※販売終了

玄関ドア用錠前玄関ドア用錠前玄関ドア用錠前玄関ドア用錠前
ドア・引戸編ドア・引戸編ドア・引戸編ドア・引戸編

旧金具：1KDK FK8200
目次へもどる

旧金具：1KDK FK8210

旧金具：1KDK FK8220

旧金具：1KDK FK8200

旧金具：1KDK FK8210

旧金具：1KDK FK8220

旧金具：1KDK FK8210

旧金具：1KDK FK8210旧金具：1KDK FK8220



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) ご注意 代替品 価格梱包内容 図面 備考MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)通達No.形状 商品記号商品記号商品記号商品記号取説玄関ドア用錠前玄関ドア用錠前玄関ドア用錠前玄関ドア用錠前
ドア・引戸編ドア・引戸編ドア・引戸編ドア・引戸編 目次へもどる

たてしなしが 各色共通
1CTD LB614BE 1 図面参照 図面参照 別途加工が必要となります。詳細についてお問合せ願います。 (旧代替品：U9ケヤキLSF01) あり

37-J05(2018/2/13) あり

旧品番：

1KDK FK8240

(OBEL)

¥40,000

春日はなぶさみよしの 各色共通
1CTD LB614BF 1 図面参照 図面参照 別途加工が必要となります。詳細についてお問合せ願います。 (旧代替品：U9ケヤキLSF02) あり

37-J05(2018/2/13) あり

旧品番：

1KDK FK8490

(OBEL)

¥40,000

唐草['74のみ] からすみ 各色共通 本締錠（レバー/握り玉） 1

 
写真参照 販売終了 なし あり

旧品番：

1KDK FK8230

(OBEL)
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サムラッチ錠（グリップハンドル）唐草['77-'80]

U9LA35LSF01

※販売終了
旧金具：1KDK FK8230旧金具：1KDK FK8230



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) ご注意 代替品 価格梱包内容 図面 備考MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)通達No.形状 商品記号商品記号商品記号商品記号取説玄関ドア用錠前玄関ドア用錠前玄関ドア用錠前玄関ドア用錠前
ドア・引戸編ドア・引戸編ドア・引戸編ドア・引戸編 目次へもどる

あすなろ(1)寄せ木(2)からすみ(4) 各色共通 錠前・補助錠
1FGD FK9200 1

錠前(ノブ内外)キー×3、補助錠錠ケース補助錠リング、裏板取付ねじ(φ3.8×25さら木×2・φ4.5×44丸さら木×4)取り扱い説明書 販売終了 FK9200 U9SET 旧代替品：P73同一部品 旧品番：

1FDG FK9200

たちばな(3)化粧パネル(20)かつらぎ(10)はせくら(11)かつらぎⅡ(12)はせくらⅡ(13) 各色共通 サムラッチ錠（グリップハンドル）※補助錠付 1CTD LB614BC 1 図面参照 図面参照 別途加工が必要となります。詳細についてお問合せ願います。 (旧代替品：U9ケヤキLSF03) あり

37-J05(2018/2/13) あり

旧品番：

1FGD FK9240

(OBEL)

¥50,000

はやせの(5)みのだに(6)ニューあすなろ(7) 各色共通 錠前・補助錠
1FGD FK9440 1

錠前(グリップ内外)キー×３、補助錠錠ケース、裏板取付ねじ(φ4.5×44丸さら木×4・M5×25丸さら×3・φ3.8×25さら木×2)取り扱い説明書 販売終了

1CTD LB614BB(P35) 旧代替品：P73同一部品 旧品番：

1FGD FK9440

LO0010N

鋼板フラッシュHDB1～5 各色共通 サムラッチ錠（グリップハンドル） 1CTD LB614BG 1 図面参照 図面参照 別途加工が必要となります。詳細についてお問合せ願います。 再対応済 あり

37-J05(2018/2/13) あり

旧品番：

1HKDB

LO0290CO

¥40,000

木彫HD80～HD83 各色共通 錠前 1HKDB FF2810 1

錠前(グリップ内外)キー×３錠ケース取付ねじ(M4×30なべ×3・φ4×20さら木×2)取り扱い説明書 販売終了 なし

旧品番：

1HKDB FF2810

(ゴール製)
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多摩['75-'80]

ファッションドア花['80-'88]

(シリンダーのみ)(シリンダーのみ)



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) ご注意 代替品 価格梱包内容 図面 備考MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)通達No.形状 商品記号商品記号商品記号商品記号取説玄関ドア用錠前玄関ドア用錠前玄関ドア用錠前玄関ドア用錠前
ドア・引戸編ドア・引戸編ドア・引戸編ドア・引戸編 目次へもどる

グリップハンドルタイプ 各色共通 サムラッチ錠（グリップハンドル）※補助錠付 1CTD LB614BA 1 図面参照 図面参照 別途加工が必要となります。詳細について別途お問合せ願います。 再対応済 あり

37-J05(2018/2/13) あり

旧品番：

1CODIA

PC8670

¥50,000

レバーハンドルタイプ シルバー 錠前・補助錠 1CODIA PC8680NN 1

錠前(レバー内外)キー×3、錠ケース補助錠ケースサムターン×2シリンダー×2、丸座取付ねじ(M3×8なべ×4・M4×10さら×4・M4×4.5さら×4) 販売終了 BH45 U9SET

代替品：Ｐ73同一品 旧品番：

1CODIA

PC8680

グリップハンドルタイプ 各色共通 サムラッチ錠（グリップハンドル）※補助錠付 1CTD LB614BB 1

 図面参照
図面参照 別途加工が必要となります。詳細についてお問合せ願います。 (旧代替品：U9CKDLB0910CN) あり

37-J05(2018/2/13) あり

旧品番：

1CKDB

LO0510C

(OBEL)

¥50,000

レバーハンドルタイプ シルバー 錠前・補助錠 1CKDW LO0540N 1

錠前(レバー内外)キー×3、補助錠錠ケース･補助錠ケース丸座、シリンダー×2サムターン×2取付ねじ(M3×8なべ×4・M4×10さら×4・M4×4.5さら×4) 販売終了 BH35 U9SET

代替品：Ｐ74同一品 旧品番：

1CKDW

LO0540

グリップハンドルタイプ 各色共通 サムラッチ錠（グリップハンドル）※補助錠付 1CTD LB614BD 1 図面参照 図面参照 別途加工が必要となります。詳細についてお問合せ願います。 再対応済 あり

37-J05(2018/2/13) あり

旧品番：

1CTDB

LO0840C1

¥50,000

レバーハンドルタイプ シルバー 錠前・補助錠 1CTDW LO0880N 1

錠前(レバー内外)キー×3、補助錠錠ケース･補助錠ケース丸座、シリンダー×2サムターン×2取付ねじ(M3×5なべ×4) 販売終了 BH30 U9SET

代替品：Ｐ74同一品 旧品番：

1CTDW

LO0880N
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コーディア['80-'91]

コンソネット・チェルト['81-'94]多摩（はやせのみのだに ニューあすなろ)['75-'80]

チェルトⅡ['83-'94]

(シリンダーのみ)

(シリンダーのみ)
1CKDBLO0510C

(シリンダーのみ)

(シリンダーのみ)

(シリンダーのみ)
1CKDBLO0510C

(シリンダーのみ)



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) ご注意 代替品 価格梱包内容 図面 備考MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)通達No.形状 商品記号商品記号商品記号商品記号取説玄関ドア用錠前玄関ドア用錠前玄関ドア用錠前玄関ドア用錠前
ドア・引戸編ドア・引戸編ドア・引戸編ドア・引戸編 目次へもどる

LB4XN 図面参照
旧金具例　(KLB2) 錠前(レバー内外)キー×3補助錠、錠ケース補助錠ケース取付ねじ(M5×20丸さら×4・M4×12さら×4・M5×25なべ×4)レバー／サムラッチタイプ(右勝手) 1CRDE LO3790CR 1CHD LB4XNレバーハンドルタイプ

レバー／サムラッチタイプ(左勝手) 1CRDE LO3790CL ※プッシュプル錠（バータイプ）WTLS 5NR/Lのご利用も可能です
押棒タイプ(右勝手) WTLS 5NR

代替

金具 図面参照 ¥70,000

押棒タイプ(左勝手) WTLS 5NL

旧金具 錠前(押棒内外)､キー×3補助錠､錠ケース､補助錠ケース､シリンダー×2サムターン×2､シリンダー固定ピン×4､取付ねじ(M5×50丸さら×2・M5×25丸さら×5・M4×14さら×6)､取り扱い説明書 ¥70,000

子扉用押棒タイプ(右勝手) RWTLS 5R

代替

金具 図面参照 ¥25,000

子扉用押棒タイプ(左勝手) RWTLS 5L

旧金具 ハンドル(押棒内外)取付ねじ(M5×25丸さら×5) ¥25,000
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旧品番:1CRDE

LO3810C

プッシュプルハンドル（バータイプ）

プッシュプル錠（バータイプ）

なし

あり

旧品番：

KLB3（1CRDE

LO3790C）

旧品番:1CRDE

LO5850B

あり

あり

クリード['88-'96](両開き・子扉用)

錠前・補助錠

各色共通

クリード['88-'96]エタージュ['91-'96] 各色共通

各色共通

1

※U9シリンダー
錠前(グリップ外・レバー内)、キー×3補助錠、錠ケース補助錠ケースシリンダー、サムターン取付ねじ(M5×20丸さら×4・M4×12さら×4・M5×25なべ×4)

レバーハンドルタイプ(外部ノブ含む) レバーハンドル錠※補助錠付（Ｒ/Ｌ兼用）

販売終了

旧品番：

KLB1

KLB2(1CRDE

LO3780C)

SLN1N

DLN1N

¥50,000

1

1

クリード['88-'96]エタージュ['91-'96]※コーラル〔サムラッチ互換〕

クリード['88-'96]エタージュ['91-'96]ふれあい〔'92-'00〕ふれあい断熱Ⅱ型〔'92-'97〕

各色共通

1

別途加工が必要となります。詳細についてお問合せ願います。
別途加工が必要となります。詳細についてお問合せ願います。

あり

あり再対応済1CHD LB4XN

※PSシリンダー対応済

対応済

(旧:1CRDE LO3810CR)
(旧:1CRDE LO3810CL)
(旧:1CRDE LO5850BR)
(旧:1CRDE LO5850BL)

(旧:1CRDE LO3810CR)
(旧:1CRDE LO3810CL)
(旧:1CRDE LO5850BR)
(旧:1CRDE LO5850BL)



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) ご注意 代替品 価格梱包内容 図面 備考MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)通達No.形状 商品記号商品記号商品記号商品記号取説玄関ドア用錠前玄関ドア用錠前玄関ドア用錠前玄関ドア用錠前
ドア・引戸編ドア・引戸編ドア・引戸編ドア・引戸編 目次へもどる

ふれあい断熱ドア['92-'95] レバーハンドルタイプ 各色共通 錠前・補助錠 1FPRD LO5742NN 1

錠前(レバー内外)､キー×3錠ケース､シリンダーシリンダーユニット、エスカチオン(内外)､補助錠シリンダー補助錠ケース､補助錠サムターン、取付ねじ(M5×25なべ×2・M5×42丸さら×2・M4×16さらタッピング×4・M4×20さら×2 ) 販売終了 なし

旧品番：

FDLG1

(1FPRD

LO5742NN)

レバーハンドルタイプ WTLS

6NR

6NL

旧金具 錠前(レバー内外)､キー×3シリンダー×2､サムターン錠ケース､補助錠ケース取付ねじ(M4×14さら×4・M5×30特丸さら×4・M5×25なべ×2・M4×12さら×2 )取り扱い説明書 なし

旧品番：

1FPRD

HDLG2N

(LO3140)

¥70,000

プッシュプルタイプ(右勝手) WTLS 6NR

代替

金具 図面参照 なし

旧品番：

1FPRD

HDLG3NR

(LO3150)

¥70,000

プッシュプルタイプ(左勝手) WTLS 6NL

旧金具 錠前(押棒内外)､キー×3錠ケース､補助錠ケースシリンダー×2シリンダー固定ピン×4サムターン､取付ねじ(M5×30特丸さら×5・M5×60特丸さら×2・M4×14さら×6)､取り扱い説明書 なし

旧品番：

1FPRD

HDLG3NL

(LO3150)

¥70,000

レバーハンドルタイプ 各色共通 レバーハンドル錠※補助錠付（Ｒ/Ｌ兼用） 1CHD LB4XN 1

LB4XN 図面参照 販売終了 再対応済 あり

※U9シリンダー 旧品番：

1CMD TLG1

1CMD TLN1

¥50,000押棒Ａタイプ(台座通し)(右勝手) 1CMD TLG3NR 1

在庫限り（ＭＫ2扱い） ¥53,000押棒Ａタイプ(台座通し)(左勝手) 1CMD TLG3NL 1 〃 ¥53,000押棒Ａタイプ(台座通し)(右勝手) 1CMD TLN3NR 1 販売終了押棒Ａタイプ(台座通し)(左勝手) 1CMD TLN3NL 1

在庫限り（ＭＫ2扱い） ¥53,000押棒Ｂタイプ(台座分離)(右勝手) 1CMD TLG4R 1 〃 ¥45,000押棒Ｂタイプ(台座分離)(左勝手) 1CMD TLG4L 1 〃 ¥45,000押棒Ｂタイプ(台座分離)(右勝手) 1CMD TLN4R 1 〃 ¥45,000押棒Ｂタイプ(台座分離)(左勝手) 1CMD TLN4L 1 〃 ¥45,000
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チャイム〔'94-'00〕※ふれあい※ふれあい断熱Ⅱ〔互換〕 プッシュプル錠（バータイプ）

プリオール['86-'94]ニュープリオール['93-'95]

ゴールド
ゴールド
シルバー
シルバー

図面参照
図面参照

各色共通 プッシュプル錠（バータイプ） 1

WTLS 4NR/L（旧在庫品の為代替品で対応願います）図面参照

別途加工が必要となります。詳細についてお問合せ願います。 あり

あり

あり

あり

あり

図面参照
図面参照
図面参照
図面参照

図面参照 旧品番：

TLG3N

TLN3N

SLN2X

SLN3X

DLN2N

DLN3N

旧品番：

TLG4

TLN4

※PSシリンダー対応済(旧：1FPRD HDLG3NR)
(旧：1FPRD HDLG3NN)
(旧：1FPRD HDLG3NR)
(旧：1FPRD HDLG3NN)



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) ご注意 代替品 価格梱包内容 図面 備考MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)通達No.形状 商品記号商品記号商品記号商品記号取説玄関ドア用錠前玄関ドア用錠前玄関ドア用錠前玄関ドア用錠前
ドア・引戸編ドア・引戸編ドア・引戸編ドア・引戸編 目次へもどる押棒タイプ(台座分離)(右勝手) WTLS 4NR 1 ¥70,000押棒タイプ(台座分離)(左勝手) WTLS 4NL 1 ¥70,000チャイム、ふれあい用旧タイプテンキーなし('92-'96) EL LO5790 1 図面参照 在庫限り なし あり ¥60,000

チャイムふれあい('92-'00) EL LO5800 1 販売終了 なし あり

旧品番：

ＥＬＮ1

ＥＬＧ1

コーラルクリードエタージュ('87-'96) EL EA1240 1 図面参照 在庫限り なし あり

旧品番：

CALE-BS64

KALE-BS64

¥60,000

レバーハンドルタイプ(外部ノブ含む) 各色共通 レバーハンドル錠※補助錠付（Ｒ/Ｌ兼用） 1CHD LB4XN 1

LB4XN 図面参照 再対応済 あり

※U9シリンダー 旧品番：

LB1N LB2N

LB4N

(1CHD LB4N)

¥50,000

レバー／サムラッチタイプ(右勝手) 1CHD LB3NR 1 図面参照 図面参照 販売終了

1CHD LB4XNレバーハンドルタイプ
レバー／サムラッチタイプ(左勝手) 1CHD LB3NL 1 図面参照 図面参照 販売終了

※プッシュプル錠（バータイプ）WTLS 5NR/Lのご利用も可能ですシルバー色
LB 1180N 1 ¥11,100ゴールド色
LB 1180G 1 ¥11,700シルバー色
LB 1490N 1 ¥11,100ゴールド色
LB 1490G 1 ¥11,700
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旧品番：

LB3N

(1CHD LB3N)

電気錠ケース シルバー

チャイム〔'94-'00〕ふれあいふれあい断熱Ⅱ〔'92-'00〕 シャンパンゴールド

コルベールプッシュプル錠（ハンドルタイプ）
各色共通 錠前・補助錠コーラル['87-'02]

プッシュプル錠（バータイプ） 図面参照

コルベール/インヴィード〔'96-'02〕 Ｃタイプシリンダー（５本ピンタイプ）インヴィードプッシュプル錠（ハンドルタイプ） ※ゴール製（蓄光タイプではありません）Ｃタイプ(旧タイプ)とＣＸタイプ(新タイプ)は互換性あり。 在庫限り

ＣＸタイプ（リバーシブル・蓄光型）は終了シリンダー×ー2キー　　　　×3本※サムタン無しです あり

ゴール製CLN C(X)CLG C(X)ゴール製DLN C(X)DLG C(X)

電気錠ケース

※PSシリンダーあり対応済

旧品番：

1CMD TLG3N

1CMD TLN3N

1CMD TLG4

1CMD TLN4



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) ご注意 代替品 価格梱包内容 図面 備考MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)通達No.形状 商品記号商品記号商品記号商品記号取説玄関ドア用錠前玄関ドア用錠前玄関ドア用錠前玄関ドア用錠前
ドア・引戸編ドア・引戸編ドア・引戸編ドア・引戸編 目次へもどるゴールド

1CBD CLGAX 1 販売終了シルバー
1CBD CLNAX 1 販売終了

1

1

プッシュプル錠（バータイプ） ゴールド
1GRD GLGB 1 図面参照 図面参照 ※シリンダー別売り なし なし ¥22,000

プッシュプル錠（バータイプ） シルバー
1GRD GLNB 1 図面参照 図面参照 ※シリンダー別売り なし なし ¥22,000

プッシュプル錠（プレートタイプ） ゴールド ハンドルセットＣ
1GRD GLGC 1 図面参照 図面参照 ※シリンダー別売り なし あり なし ¥26,000

シリンダー/サムターン シルバー
1GRD LB6030NN 1 図面参照 図面参照 ※旧タイプはURシリンダー なし なし ¥33,000

シリンダー/サムターン ゴールド
1GRD LB6030GN 1 図面参照 図面参照 ※旧タイプはURシリンダー なし なし ¥33,000

39

あり

旧品番：

GLN B

GLG B

GLG C

あり

ハンドルセットＢ

コルベール〔'96-'02〕
プッシュプル錠（プレートAタイプ）

グレイシス/グレイシスneo〔'00-'02〕
PRシリンダー

1CBD

プッシュプル錠（プレートBタイプ） ゴールド 錠前セットＢタイプ
錠前セットＡタイプ

美和ロック製

CLG BX

CLGBX

内外ハンドル錠ケース(3点)シリンダー(2点)取付ねじ
内外ハンドル錠ケース(3点)シリンダー(2点)取付ねじ CLGB U9SET あり販売終了

美和ロック製

CLN AX

CLG AX

ありCLNA U9SET

(旧：LB2971N)
(旧：LB2971N)

(シリンダーのみ)
(シリンダーのみ)



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)ホームドアFK（外付)['66-'69] ノブタイプU9シリンダー シルバー 錠前
1FKD FK1016 1

図面なしFK1016はU9シリンダーへ変更（旧品番FK1015はECｼﾘﾝﾀﾞｰ） 錠前（ノブ内外）キー×3錠ケース取付ねじ 在庫限り 対応済 なし なし

旧品番:1FKDFK1015
¥12,600

ホームドアFK(内付)['70-'76]ホームドアFKD(内付)['76-'88] ノブタイプU9シリンダー(ガラス扉・フラッシュ扉兼用) シルバー 錠前
FK5000 U9CY 1

外ノブキー×5 ※内ノブ・錠ケースは現場の物を使用願います。 対応済 なし

P76同一品 旧品番:1FKDFK5000D
¥10,000

ホームドアE型['89-'96]ホームドア['96-'02](親子ドアは除く) ノブタイプU9シリンダー シルバー 錠前
FT145 U9HM 1

錠前（ノブ内外）キー×5錠ケース フロント両

側に２．５

ｍｍの加工

のすき間が

でます。

対応済 なし

P76同一品 旧品番:1FKDLO0022N
¥20,000

ホームドアE型(上げ下げ扉)['91-'95] レバーハンドルタイプ シルバー 錠前
1FKDE LO4760NN 1

錠前（レバー内外）キー×3、錠ケースシリンダーサムターン、丸座取付ねじ 販売終了

シリンダーのみP40（LZ2 U9NCY） あり

※ディスクシリンダー なし

ホームドアDX型(上げ下げ扉・全面ルーバータイプ以外)['89-'96] レバーハンドルタイプ ブロンズ 錠前
1FKDX LO4101BN 1

錠前（レバー内外）キー×3、錠ケースシリンダーサムターン、丸座取付ねじ 在庫限り

シリンダーのみP77（LZ2 U9BCY） あり

※ディスクシリンダー なし ¥15,000

ホームドアDX型(全面ルーバータイプ)['89-'96] レバーハンドルタイプ ブロンズ 錠前
1FKDX LO4492BN 1

錠前（レバー内外）キー×3、錠ケースシリンダーサムターン、丸座取付ねじ 販売終了

シリンダーのみP77（LZ2 U9BCY） あり

※ディスクシリンダー なし

ホームドアDX型(上げ下げ扉)['91-'95] レバーハンドルタイプ ブロンズ 錠前
1FKDX LO4760BN 1

錠前（レバー内外）キー×3、錠ケースシリンダーサムターン、丸座取付ねじ 販売終了

シリンダーのみP77（LZ2 U9BCY） あり

※ディスクシリンダー なし

ウィンリッシュ['95-'98]ウィンリッシュⅡ['98-] レバーハンドルタイプ シルバー ゴール・シリンダー
1FDB PA6880NN 1

シリンダーキー×3 シリンダーのみ なし

旧品番：LB0420NN（ゴール製）
¥8,000
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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 価格勝手口ドア用錠前勝手口ドア用錠前勝手口ドア用錠前勝手口ドア用錠前
ドア・引戸編ドア・引戸編ドア・引戸編ドア・引戸編 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) 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 価格勝手口ドア用錠前勝手口ドア用錠前勝手口ドア用錠前勝手口ドア用錠前
ドア・引戸編ドア・引戸編ドア・引戸編ドア・引戸編 目次へもどる

硝子ドアL型(旧)['83-'89]硝子ドアL型(現)['90-'02] ノブタイプ シルバー 錠前
1FKDL LO4801NN 1

錠前（ノブ内外）キー×3錠ケース取付ねじストライキトロヨケ(取替え用特殊ねじ×1)取り扱い説明書 販売終了 なし あり

※ディスクシリンダー なし

旧品番：1FKDLLO1360N(エポー製)
42



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)押板タイプ親扉用 各色共通(シルバー) 押板(U9本締り同梱) 1FTDB PA5281NN 1

図面参照 図面参照 対応済 あり なし

旧品番:1FTDBLO4330ZN
¥30,000押棒タイプ(右勝手)親扉用 1FTDB PD9930ZR ¥40,000押棒タイプ(左勝手)親扉用 1FTDB PD9930ZL ¥40,000本締り錠（ディスクシリンダー） 1FTDB LO4381ZN 1 販売終了 なし あり なし

※LO4382ZNはＵ9シリンダー
押板タイプ子扉用 各色共通(シルバー) 押板 1FTDB PA5300NN 1

図面参照 図面参照 なし あり なし

旧品番:1FTDBLO4500ZN
¥20,000

押棒タイプ子扉用 各色共通(ブラック) 押棒 1FTDB PD9940ZN 1 図面参照 なし あり なし

旧品番:1FTDBLO4510ZN
¥25,000

ノブタイプ 各色共通 錠前
FTD1 U9HM 1

旧

金

具

販売終了 なし

P76同一品 旧品番:1FTDBPC7880NN
シルバー

LZ2 U9NCY 1

Ｕ９シリンダー×１キー×5 対応済 あり なし

P77同一品

¥10,000

ブラック
LZ2 U9ZCY 1

Ｕ９シリンダー×１キー×5 対応済 あり なし

P77同一品

¥10,000

40

旧品番:1FTDBLO4340ZRL
あり対応済 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)通達No. 取説 備考形状 梱包内容 ご注意 代替品 図面 価格

店舗用ドア(旧)['89-'96]['96-'02]

各色共通(ブラック) 押棒(U9本締り同梱) 1 図面参照

Ｕ９シリンダー シリンダー

店舗ドア用錠前店舗ドア用錠前店舗ドア用錠前店舗ドア用錠前
ドア・引戸編ドア・引戸編ドア・引戸編ドア・引戸編 目次へもどる


	新メンテナンス金具カタログ（ドア錠前1）
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	新メンテナンス金具カタログ（勝手口ドア錠前）

