
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)電子ロックFK['69-'71] ブロンズ 召合せ錠
1DFK FK1700 1

鎌錠キー×3ライナー取付ねじ 販売終了 なし

あり

(OBEL）

なし

旧品番：FK1700
シルバー 1FGHB CB7160BA 1

旧金具ＣＢ7160ＢA 鎌錠キー×3ライナー※セットピン×1取付ねじ取り扱い説明書 販売終了 ブロンズに統合
ブロンズ 1FGHB CB9700BA 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。 対応済 あり

※ＰＳシリンダー あり ¥11,000

吾妻['71-'79]唐草['72-'79] 引分け戸用 ブロンズ 中央錠（戸先錠）
1FGH FK6710C 1

鎌錠キー×3シリンダーサムターンシリンダーリングサムターンリング取付ねじ 販売終了

WESTカタログ品（25Bページへ） あり なし

西製作所（ＷＥＳＴ）製
引違いタイプ2枚建用 ブロンズ 1FGHB CB9700BA 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。 対応済 ¥11,000

引違いタイプ4枚建用 ブロンズ 1FGHB CB9700BＢ 2 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。 対応済 ¥22,000
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唐草['72-'79] 召合せ錠(美和ロック㈱商品名万能引き違い戸錠PSSL09－1LS)

吾妻['71-'79] 引違いタイプ 召合せ錠(美和ロック㈱商品名万能引き違い戸錠PSSL09－1LS)

代替品 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)

旧品番：FK7410C(OBEL)1FGH CB5510B1FGHB CB7160B

旧品番：FK6702FK7400(OBEL)1FGH CB5510B1FGHB 7160B

形状 梱包内容 ご注意

あり

※ＰＳシリンダーあり

玄関引戸用錠前玄関引戸用錠前玄関引戸用錠前玄関引戸用錠前
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) 代替品 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 ご注意玄関引戸用錠前玄関引戸用錠前玄関引戸用錠前玄関引戸用錠前
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
吾妻75['75-'79] 片引き戸用 ブロンズ 召合せ錠

1FGH FK7111C 1

鎌錠キー×3取付ねじ 販売終了 なし

あり

(OBEL)

なし

旧金具：FK7110C(OBEL)
春日['80-'89] 引違いタイプ2枚建用 ブロンズ 戸先錠 1FGHB CB5490BN 1

鎌錠キー×3取付ねじ 販売終了 新錠前へ あり

※ディスクシリンダー なし

旧品番：CR0421CA

引違いタイプ4枚建用 ブロンズ 召合せ錠×2 1FGKB CR1100C0 1

鎌錠キー×3セットピン×2取付ねじ 販売終了 新錠前へ あり なし

旧金具：CR0430CA(OBEL) 旧錠前

引違いタイプ2枚建・4枚建兼用 ブロンズ 内締り錠（戸先空錠） 1FGHB CB5500BN 1

内締り錠(CB5500BN×1セット）取付ねじ 在庫限り 新錠前へ あり なし

旧品番：CR0421CB

引違いタイプ2枚建・4枚建兼用 シルバー 内締り錠受け 1KGKB CA0151N0 1

鎌錠（ストライキ、トロヨケ）取付ねじ 販売終了 なし あり なし
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春日['80-'89]新唐草['80-'95]

旧金具

旧金具



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) 代替品 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 ご注意玄関引戸用錠前玄関引戸用錠前玄関引戸用錠前玄関引戸用錠前
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

引違いタイプ2枚建用 ブロンズ 召合せ錠戸先錠 1FGHB CB5520BN 1

鎌錠キー×3取付ねじライナー 販売終了 新錠前へ あり

※ディスクシリンダー なし

旧品番：1KGKBCR1090C0

引分け戸用 ブロンズ 中央錠（戸先錠） 1KGKB CR0950C0 1

鎌錠キー×3取付ねじ 販売終了 新錠前へ あり

※ディスクシリンダー なし

引分け戸用 ブロンズ 手掛け 1KGKB VB1050C0 1

手かけ取付ねじ 在庫限り なし あり なし ¥5,000引分け戸・引込み戸用(内観右) 1HGKT CR0960B0引分け戸・引込み戸用(内観左) 1HGKT CR0960A0引違いタイプ2枚建用 ブロンズ 召合せ錠 1NGKB LO1270BN 1

鎌錠キー×3取付ねじ 販売終了 新錠前へ あり

※ディスクシリンダー なし

引違いタイプ2枚建用 ブロンズ 内締り錠（戸先空錠） 1NGKB LO1280BN 1

内締り錠取付ねじ 販売終了 新錠前へ あり なし

※両側設置（変則3点締）
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旧金具：CR0960C0小平製作所製
1

クレセントクレセント受け取付ねじ 販売終了

新吾妻['84-'87]

新唐草['80-'95]

新唐草(引分け・引込み戸用)['80-'95]檜山(引込み戸用)['87-] ブロンズ クレセント・クレセント受け なし なしあり

旧金具



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) 代替品 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 ご注意玄関引戸用錠前玄関引戸用錠前玄関引戸用錠前玄関引戸用錠前
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

引違いタイプ2枚建用 ブロンズ 召合せ錠戸先錠内締り錠 1TGKB CR0890CB 1

鎌錠キー×3取付ねじ 販売終了 新錠前へ あり

※ディスクシリンダー なし

シルバー 鎌錠受け 1TGKB CA0400N0 1

鎌錠受け取付ねじ 販売終了 なし あり なし

引違いタイプ2枚建用 ブロンズ 召合せ錠戸先錠 1HGKT LO3340BA 1

鎌錠キー×3取付ねじ 販売終了 新錠前へ あり

※ディスクシリンダー なし

引違いタイプ4枚建用 ブロンズ 召合せ錠×2 1HGKT LO3340BB 1

鎌錠キー×3取付ねじ 販売終了 新錠前へ あり

※ディスクシリンダー なし

引違いタイプ2枚建・4枚建兼用 ブロンズ 内締り錠（戸先空錠） 1HGKT LO3330BB 1

内締り錠取付ねじ 販売終了 新錠前へ あり なし

ブロンズ 1YGKE LO4010BAホワイト 1VGKW LO4010WA引違いタイプ4枚建用 ブロンズ 召合せ錠×2 1YGKE LO4010BB 1

鎌錠キー×3取付ねじ 在庫限り 新錠前へ あり

※ディスクシリンダー なし ¥13,000

ブロンズ 1YGKE LO4030BN 在庫限り なし ¥5,000ホワイト 1VGKW LO4030WN 販売終了 なし
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あり新錠前へ

鎌錠キー×3取付ねじ

引違いタイプ2枚建・4枚建兼用 内締り錠（戸先空錠） 1

内締り錠取付ねじ

檜山['87-'02]

遙山['88-'02]ヴェスティー['88-'02]
引違いタイプ2枚建用 召合せ錠戸先錠 1

天山['82-'95]

販売終了 新錠前へ あり なし

※ディスクシリンダー



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) 代替品 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 ご注意玄関引戸用錠前玄関引戸用錠前玄関引戸用錠前玄関引戸用錠前
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

ブロンズ シリンダー（キー付） 1YGKE LO3940BN 1

シリンダーキー×3 販売終了 なし

※ディスクシリンダー なし

ブロンズ 内締り錠（サムタンユニット） 1YGKE LO3930BN 1

内締り錠取付ねじ 販売終了 なし なし

ブロンズ 手掛け兼ストライキ（デットボルト受） 1YGKE CA1440BN 1

手かけ兼ストライキ取付ねじ 販売終了 なし なし

本体 錠ケース 1YGKE LO3910NN 1

錠ケーススペーサー×2取付ねじ 販売終了 なし なし

檜山['87-'02]遙山・ヴェスティー['88-'02]翠山['87-'96] 戸先錠用 鎌錠受け 1EGKB CA1500NN 1

鎌錠受け取付ねじ 在庫限り なし あり なし ¥1,500

引違いタイプ2枚建用 ブロンズ 召合せ錠 1EGKB LO3280BA 1

鎌錠キー×3取付ねじ 販売終了 新錠前へ あり

※ディスクシリンダー なし

引違いタイプ4枚建用 ブロンズ 召合せ錠×2 1EGKB LO3280BB 1

鎌錠キー×3取付ねじ 在庫限り 新錠前へ あり

※ディスクシリンダー なし ¥12,000

引違いタイプ2・4枚建兼用 ブロンズ 内締り錠（戸先空錠） 1EGKB LO3350BN 1

内締り錠取付ねじ 販売終了 新錠前へ あり なし

※両側設置（変則3点締）
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遙山['88-'02] 引分け戸用(召合せ錠）

翠山['87-'96]

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) 代替品 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 ご注意玄関引戸用錠前玄関引戸用錠前玄関引戸用錠前玄関引戸用錠前
ドア・引戸編ドア・引戸編ドア・引戸編ドア・引戸編 目次へもどる檜山（引込み戸用）['87-'02]翠山（引分け戸用）['87-'96] 引込み戸・引分け戸用 ブロンズ 中央錠（戸先錠） 1EGKB LO3330BA 1

鎌錠キー×3取付ねじ 販売終了 新錠前へ あり

※ディスクシリンダー なし引分け戸用(内観右) 1EGKB CR3610BR引分け戸用(内観左) 1EGKB CR3610BL翔山['94-'02] 引違いタイプ2枚建用 召合せ錠戸先錠 1SGKK CB0360Z 1

鎌錠キー×3取付ねじ【召し合せ錠　1鎌錠（シリンダー有り）1】 販売終了

召合せ錠のみ1FGHBCB9700BA あり

※ディスクシリンダー あり（ＣＢ9700ＢＡ） ＣＢ9700ＢＡ翔山対応参考図
引違いタイプ2枚建用 ブラック 召合せ錠戸先錠 1RGKB LB0731Z 1

鎌錠(LB0730×1+　LB0741×1)キー×3(同一キー)セットピン取付ねじ 販売終了 新錠前へ あり

※ディスクシリンダー なし

引違いタイプ4枚建用 ブラック 召合せ錠×2 1RGKB LB0751Z 1

鎌錠(LB0730×2)キー×3セットピン取付ねじ 在庫限り 新錠前へ あり

※ディスクシリンダー なし

LB0751Ｚ（単体）は内締錠の品番ですが当セット品には含まれていませんので御注意下さい。 ¥8,500

引分け戸・引込み戸用 ブラック 中央錠（戸先錠）手架け 1RGKB LB0761Z 1

鎌錠(LB0741×1)キー×3手かけ取付ねじ 在庫限り 新錠前へ あり

※ディスクシリンダー なし ¥5,000
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1

クレセントクレセント受け取付ねじ 販売終了

凌山['96-'02]

翠山['87-'96] ブロンズ クレセント・クレセント受け なし あり なし



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) 代替品 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 ご注意玄関引戸用錠前玄関引戸用錠前玄関引戸用錠前玄関引戸用錠前
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

ホーム玄関引戸(旧)['77-'79] ブロンズ 召合せ錠
1FGH FK2750C 1

鎌錠キー×3シリンダーリング取付ねじ 販売終了 なし

あり

（OBEL）

なし

小平製作所製2020/1錆の為現品販売不可
シルバー

1FGH CB5510NA 1

旧代替金具　CB5510NA 鎌錠キー×3取付ねじライナーセットピン 販売終了 ブロンズに統合 なし

ブロンズ 1FGHB CB9700BA 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。 対応済 あり

※ＰＳシリンダー あり ¥11,000
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ホーム玄関引戸(旧)['79-'96]['96-'02] 召合せ錠(美和ロック㈱商品名万能引き違い戸錠PSSL09－1LS) 旧品番：CR0270(OBEL)CB22201FGH CB55101FGHB 7160BA



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) 代替品 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 ご注意玄関引戸用錠前玄関引戸用錠前玄関引戸用錠前玄関引戸用錠前
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

2枚建用 ブラック 戸先錠
1FGH CV2190T 1

戸先錠子鍵×3本 春日は「召合せ錠」がありません あり

旧品番：1FGHBCB5490BN ¥12,0004枚建用 ブラック 召合せ錠×2
1FGH CV2180MM 1

召合せ錠×2子鍵×3本 あり

旧品番：1FGKBCR11000C0 ¥24,0002枚建用 ブラック 召合せ錠戸先錠 1FGH CV2180MT 1

召合せ錠戸先錠子鍵×3本 あり

旧品番：1FGHBCB5520BN ¥25,0004枚建用 ブラック 召合せ錠×2
1FGH CV2180MM 1

召合せ錠×2子鍵×3本 あり

旧品番：1FGKBCR11000C0 ¥24,000引分け戸用 ブラック 中央錠（戸先錠）
1FGH CV2190Ｔ 1

中央錠子鍵×3本 あり

旧品番：1KGKBCR0950C0 ¥12,000春日/新唐草['80-'95] 内締り ブラック 戸先空錠
1FGH CV2300Ｄ 1

内締り錠
あり

旧品番：1FGHBCB5500BN ¥6,0002枚建用 ブラック 召合せ錠
1FGH CV2230M 1

召合せ錠子鍵×3本 あり

旧品番：1NGKBLO1270BN ¥14,000内締り ブラック 戸先空錠
1FGH CV2310Ｄ 1

内締り錠 新吾妻の戸先は両サイド「内締り」 あり

旧品番：1NGKBLO1280BN ¥6,0002枚建用 ブラック 召合せ錠戸先錠 1FGH CV2210MＴ 1

召合せ錠戸先錠子鍵×3本 あり

旧品番：1TGKBCR0890CB ¥38,000内締り ブラック 戸先空錠
1FGH CV2220Ｄ 1

内締り錠
あり

旧品番：上記に含む
¥6,0002枚建用 ブラック 召合せ錠戸先錠 1FGH CV2250MＴ 1

召合せ錠戸先錠子鍵×3本 あり

旧品番：1HGKTLO3340BA ¥23,0004枚建用 ブラック 召合せ錠×2
1FGH CV2250MM 1

召合せ錠×2子鍵×3本 あり

旧品番：1HGKTLO3340BB ¥23,000
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第40

Ｊ01号

あり

【新錠前シリーズ】春日['80-'89]

新錠前シリーズ※別途加工が必要となります。
新唐草['80-'95]
新吾妻['84-'87]
天　山['82-'95]
檜　山['87-'02]

外観 内観

外観 内観
【召合せ錠】

【戸先錠（中央錠）】

外観 内観【内締り錠】



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) 代替品 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 ご注意玄関引戸用錠前玄関引戸用錠前玄関引戸用錠前玄関引戸用錠前
ドア・引戸編ドア・引戸編ドア・引戸編ドア・引戸編 目次へもどる内締り ブラック 戸先空錠

1FGH CV2320Ｄ 1
内締り錠

あり

旧品番：1HGKTLO3330BB ¥6,000引込み戸用 ブラック 中央錠（戸先錠）
1FGH CV2260Ｔ 1

中央錠子鍵×3本 あり

旧品番：1EGKBLO3330BA ¥11,0002枚建用 ブラック 召合せ錠戸先錠 1FGH CV2250MT 1

召合せ錠戸先錠子鍵×3本 あり

旧品番：1YGKBLO4010BA ¥23,0004枚建用 ブラック 召合せ錠×2
1FGH CV2250MM 1

召合せ錠×2子鍵×3本 あり

旧品番：1YGKBLO4010BB ¥23,000内締り ブラック 戸先空錠
1FGH CV2320Ｄ 1

内締り錠
あり

旧品番：1YGKBLO4030BN ¥6,0002枚建用 ブラック 召合せ錠
1FGH CV2230M 1

召合せ錠子鍵×3本 あり

旧品番：1EGKBLO3280BA ¥14,0004枚建用 ブラック 召合せ錠×2
1FGH CV2230MM 1

召合せ錠×2子鍵×3本 あり

旧品番：1EGKBLO3280BB ¥24,000内締り ブラック 戸先空錠
1FGH CV2320D 1

内締り錠 翠山の戸先は両サイド「内締り」 あり

旧品番：1EGKBLO3350BN ¥6,000引分け戸用 ブラック 中央錠（戸先錠）
1FGH CV2260Ｔ 1

中央錠子鍵×3本 あり

旧品番：1EGKBLO3330BA ¥11,0002枚建用 ブラック 召合せ錠戸先錠 1FGH CV2230MT 1

召合せ錠戸先錠子鍵×3本 あり

旧品番：1RGKBLB0731Z ¥24,0004枚建用 ブラック 召合せ錠×2
1FGH CV2230MM 1

召合せ錠×2子鍵×3本 あり

旧品番：1RGKBLB0751Z ¥24,000内締り ブラック 戸先空錠
1FGH CV2270D 1

内締り錠
あり

旧品番：無し
¥6,000凌山['96-'02] 引分/引込用 ブラック 中央錠（戸先錠）

1FGH CV2240Ｔ 1

中央錠子鍵×3本 あり

旧品番：1RGKBLB0761Z ¥10,000

51B

第40

Ｊ01号

あり

新錠前

シリーズ※別途加工が必要となります。

遥山　/　ヴェスティー['88-'02]
翠山['87-'96]
凌山['96-'02]

檜　山['87-'02]

【戸先錠（中央錠）】

【召合せ錠】

【内締り錠】

外観 内観

外観 内観

外観 内観



商品名 使用区分 部品色調 部品名 品種・ サイズ記号 梱包数 価格［発売時期］ (タイプ) (入数)
勝手口片引戸(旧)['82-'89] ブロンズのみ 戸先錠 1FGHB CB5490BN 1

鎌錠キー×3取付ねじ 販売終了 新錠前へ あり

※ディスクシリンダー なし

旧品番：CR0420FGHBCR0421CA

勝手口片引戸(新)['89-'02] ブロンズのみ 戸先錠 1FKEB CB5601BN 1

鎌錠キー×3取付ねじ 販売終了 新錠前へ あり

※ディスクシリンダー なし

旧品番：CR3590CB5600

勝手口片引戸（旧）['82-'89] 片引用 ブラック 戸先錠
1FGH CV2190T 1

戸先錠子鍵×3本 あり

旧品番：1FGHBCB5490BN ¥12,000勝手口片引戸（新）['89-'02] 片引用 ブラック 戸先錠
1FGH CV2200T 1

戸先錠子鍵×3本 あり

旧品番：1FGHBCB5601BN ¥12,000
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【新錠前シリーズ】

新錠前

シリーズ※別途加工が必要となります。 第40

Ｊ01号

あり

商品記号商品記号商品記号商品記号代替品 図面 MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)MK3(MK)通達No. 取説 備考形状 梱包内容 ご注意勝手口引戸用錠前勝手口引戸用錠前勝手口引戸用錠前勝手口引戸用錠前
ドア・引戸編ドア・引戸編ドア・引戸編ドア・引戸編

旧金具
目次へもどる

外観 内観



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)2枚建用 シルバー 召合せ錠 1NFTHN LB3291N 1 対応済 ¥7,000

4枚建用 シルバー 召合せ錠×2 1NFTHN LB3301N 1 対応済 ¥14,000

シルバー 1NFTHN LB3291N 1 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。 対応済 あり

※U4シリンダー あり ¥7,000

 ブロンズ
1FGH CB5510BA 1

鎌錠キー×3セットピン×1取付ねじ取り扱い説明書ライナー 販売終了 シルバーに統合
シルバー 1NFTHN LB3301N 1 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。 対応済 あり

※U4シリンダー あり ¥14,000

 ブロンズ
1FGH CB5510BB 1

鎌錠キー×3セットピン×1取付ねじ取り扱い説明書ライナー 販売終了 シルバーに統合
53

旧品番:LO4231LO4241（1FTHBLO1990BAB）1FGHCB5510NAB

代替品 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 図面 通達No. 取説 備考
店舗引戸(旧)['77-'80]

店舗引戸(旧)['80-'87]
2枚建用 召合せ錠

4枚建用 召合せ錠×2

※U4シリンダー図面参照 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

旧品番：FK5700（ゴール）LO5701（OBEL)LO0420(OBEL)
店舗引戸用錠前店舗引戸用錠前店舗引戸用錠前店舗引戸用錠前

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) 代替品 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 図面 通達No. 取説 備考店舗引戸用錠前店舗引戸用錠前店舗引戸用錠前店舗引戸用錠前
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

シルバー 1NFTHN LB3291N 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。 対応済 あり

※U4シリンダー なし ¥7,000

 ブロンズ 1NFTHB LB3290B

鎌錠キー×3セットピン取付ねじライナー 販売終了 シルバーに統合
シルバー 1NFTHN LB3301N 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。 対応済 あり

※U4シリンダー なし ¥14,000

 ブロンズ 1NFTHB LB3300B

鎌錠キー×3セットピン取付ねじライナー 販売終了 シルバーに統合
シルバー 1NFTHN LB3291N 1 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。 対応済 あり

※U4シリンダー なし ¥7,000

 ブロンズ 1NFTHB LB3290B

 ホワイト 1NFTHW LB3290W

鎌錠キー×3セットピン取付ねじライナーブラック 1NFTHZ LB3290Z
シルバー 1NFTHN LB3301N 1 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。 対応済 あり

※U4シリンダー なし ¥14,000

 ブロンズ 1NFTHB LB3300B

 ホワイト 1NFTHW LB3300W

鎌錠キー×3セットピン取付ねじライナーブラック 1NFTHZ LB3300Z
54

店舗引戸(旧)['87-'96]
2枚建用 召合せ錠

1

3・4枚建用 召合せ錠×2
1

店舗引戸店舗引戸（大型障子）['96-'02]
2枚建用 召合せ錠

1 販売終了

4枚建用 召合せ錠×2
1 販売終了

旧品番：CB2050CB2060

シルバーに統合

シルバーに統合
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