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商品コード 呼称 カラー 容量
（ℓ）

重量
（kg）

引き出し
（個）

サイズ（ミリ） 定価縦 横 高さ
63230126 CH30-1ライトグレー 16 28 1 350 400 322 43,000

耐火金庫 １キータイプ
材 質 外箱ＳＰＣ鋼板
仕 上 粉体塗装
ロックタイプ シリンダー錠式

●３０分耐火。
JIS一般紙用30分耐火性能試験合格。

●A4サイズ収納可能。

商品コード 呼称 カラー 容量
（ℓ）

重量
（kg）

引き出し
（個）

外寸法（ミリ） 定価D W H
63230127 ＤＷ30-4 ライトグレー 17 30 4 362 412 330 55,000
63230128 ＤＷ34-4 ライトグレー 19 42 4 400 433 356 60,000
63230129 ＤＷ50-7 ライトグレー 25 53 7 468 346 509 78,600
63230130 ＤＷ52-8 ライトグレー 40 75 8 493 435 529 95,000

耐火金庫 ２キータイプ

ＤＷ50-7 ＤＷ52-8

材 質 外箱ＳＰＣ鋼板
仕 上 粉体塗装
ロックタイプ シリンダー錠式

●１時間耐火。
JIS一般紙用1時間耐火性能試験合格。

●A4サイズ用紙収納可能。
●据付設置料は別途見積り。

商品コード 呼称 耐火性能 カラー 容量
（ℓ）

重量
（kg）

引き出し
（個） 付属品 外寸法（ミリ） 内寸法（ミリ） 定価D W H D W H

63230131 MEK30-4 30分耐火 ライトグレー 17 30 4 子鍵2本、マスターキー1本 372 412 330 220 335 230 67,000
63211998 MEK34-4 1時間耐火 ライトグレー 19 42 4 子鍵2本、マスターキー1本 410 433 356 242 337 237 90,000
63230133 MEK50-7 1時間耐火 ライトグレー 25 53 7 子鍵2本、マスターキー1本 478 346 509 308 226 366 99,000
63230134 MEK52-8 1時間耐火 ライトグレー 40 75 8 子鍵2本、マスターキー1本 503 435 529 325 315 386 135,000
63230135 MEK68-DX 1時間耐火 ライトグレー 49 94 1 棚板1枚、子鍵2本、マスターキー1本 518 452 675 325 312 480 180,400

耐火金庫 プッシュボタンタイプ

MEK34-4

MEK50-7 MEK52-8 MEK68-DX

材 質 外箱ＳＰＣ鋼板
仕 上 粉体塗装
ロックタイプ テンキー式

●JIS一般紙用耐火性能試験合格。
●A4サイズ用紙収納可能。
●暗証番号を入力しボタンを押すだけ。
●番号を忘れた時などの非常時解錠機能付き。
●据付設置料は別途見積り。

MEK30-4

商品コード 呼称 耐火性能 カラー 容量
（ℓ）

重量
（kg）

引き出し
（個） 付属品 外寸法（ミリ） 内寸法（ミリ） 定価D W H D W H

63230136 D30-1 30分耐火 ライトグレー 17 29 1 キー2本 362 412 330 220 335 230 45,000
63230137 D34-4 1時間耐火 ライトグレー 19 42 4 ̶ 400 433 356 242 337 237 60,000
63230138 D52-8 1時間耐火 ライトグレー 40 75 8 ̶ 493 435 529 325 315 386 95,000
63230139 DT68-DX 1時間耐火 ライトグレー 49 94 1 棚板1枚 518 452 675 325 312 480 132,000
63230140 DT68-6 1時間耐火 ライトグレー 49 94 6 ̶ 518 452 675 325 312 480 132,000

耐火金庫 ダイヤルタイプ

D34-4

D30-1

D52-8 DT68-DX DT68-6

材 質 外箱ＳＰＣ鋼板
仕 上 粉体塗装
ロックタイプ ダイヤル式

●JIS一般紙用耐火性能試験合格。
●A4サイズ用紙が収納可能。
●据付設置料は別途見積り。
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商品コード 呼称 ロックタイプ 容量
（ℓ）

重量
（kg）

引き出し
（個） 付属品 外寸法（ミリ） 定価D W H

63230141 DS23-K1 シリンダー錠式 11 29 1 ̶ 385 444 249 45,000
63230142 DS23-EK テンキー式 11 29 1 非常時開錠機能付 385 444 249 67,000
63230143 HS-23 テンキー式 11 29 1 ̶ 385 444 249 73,300

耐火金庫 ホテル＆プライベートセーフ
材 質 外箱ＳＰＣ鋼板
仕 上 粉体塗装

●１時間耐火。
JIS一般紙用1時間耐火性能試験合
格。

●カラー：ライトグレー

HS-23

DS23-K1

DS23-EK

商品コード 呼称 カラー 容量
（ℓ）

重量
（kg） 付属品 外寸法（ミリ） 定価D W H

63230144 HS-210 ライトグレー 31 13 非常開錠キー2本付 430 440 210 73,300
63230145 HS-230 ライトグレー 29 12 非常開錠キー2本付 425 380 230 73,300
63230146 HS-390 ライトグレー 37 25 棚板1枚、非常開錠キー2本付 355 370 395 88,000

非耐火金庫 ホテル＆プライベートセーフ
材 質 外箱ＳＰＣ鋼板
仕 上 粉体塗装
ロックタイプ テンキー式

●非耐火金庫。
●受注生産。
●通常操作はカギを使うことなく簡単
なテンキー操作で開閉します。

●万一の暗証番号忘れにもお客様自身
で開閉できる非常時開錠機能付き。

HS-210 HS-230

HS-390

商品コード 呼称 ロックタイプ 容量（ℓ）
重量
（kg）

引き出し
（個） 付属品 外寸法（ミリ） 定価D W H

63230149 H30 シリンダー錠式 17 29 1 ̶ 356 412 330 45,000
63230150 HS-101 テンキー式 17 29 1 非常開錠キー2本付 365 412 330 73,300

耐火金庫 ホテル＆プライベートセーフ
材 質 外箱ＳＰＣ鋼板
仕 上 粉体塗装

●３０分耐火。
JIS一般紙用30分耐火性能試験合格。

●A4サイズ紙対応。
●カラー：ライトグレー

HS-101 H30

商品コード 呼称 カラー 重量
（kg）

外寸法（ミリ） 定価D W H
63230147 FL2014 ライトグレー 41 356 356 514 145,300
63230148 FL2714 ライトグレー 47 356 356 685 170,500

保管庫
材 質 外箱ＳＰＣ鋼板
仕 上 粉体塗装
ロックタイプ ダイヤル式

●オフィスや店舗、車の床面など設置
可能な場所に固定可能です。

●据付設置は別途見積り。
●受注生産。

FL2714FL2014

商品コード 呼称 サイズ（ミリ） 入数 定価幅 高さ 厚み 小箱 梱
89027250 N-2192 防犯・プライバシーミラー SS 54 50 3 10 80 1,200
89027251 N-2193 防犯・プライバシーミラー M 135 78 3.5 6 48 1,980

防犯・プライバシーミラー
材 質 PVC、アルミ真空蒸着メッキ

裏面両面テープ付き
●振り向かずに安全確認ができます。
●薄型なのに超広角。ワイドな視野で死角を確認できます。

取り付けられる所・・・●凹凸のない面、柱、板壁、木質新建材、タイル、ガラス、金属面
使用できない所・・・●凹凸、ザラザラ、表面がはがれやすい面、繊維壁、壁紙、土壁、コンクリート、はがれやすい塗装面
●曲面、球面　●屋外、浴室など水のかかる所　●直射日光のあたる所　●火気付近、40℃以上の高温になる所

施工ワンポイント
N-2193 M

N-2192 SS
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