
表面の素材がガラス質だから、湿気
にも強さを発揮。サビやカビの心配
もなく、いつも清潔に保てます。
高温にさらされても、変形・変色
しません。

サッとふくだけ。

日頃のお手入れもラクラク！

Kitchen Care

ベースが金属だから

衝撃にも強い

表面がガラス質だから

汚れが染み込まない

キッチンの中で一番お掃除に困る

場所だから汚れが染み込まない高

品位ホーローを整流板に採用しま

した。

健康に配慮した、低ホルム

アルデヒド仕様。

人にやさしい水まわり製品

を追求。

新しい建築基準法では，ホルムアル

デヒドの発散量に応じて，建材を4

つの等級に分類。

当社の製品は、ホルムアルデヒドの

発散量が最も少ない「Ｆ☆☆☆☆」

の材料を採用しています。

■ Wash&Dry － 食器洗い乾燥機 －

EW-45Ｒ2ＳＭ
キレイに洗えて、手洗いよりダンゼンお得。家事にかかる時間も短縮！

■ Range hood － レンジフード －

■ Tap － 水栓 －

JA306MN（浄水器機能付ハンドシャワー水栓）

■ Sink － シンク －

■ Base Cabinet － ベースキャビネット －

足元スライドタイプ カウンター高さH850
ストック類や普段使わないものを分類して収納できます。

■ Gas range － ガスコンロ －

ステンレスシンク Ｚシンク（専用小物置き付）

●水はね音を和らげる

「静音仕様」

シンク横設置タイプ

・引出し式 間口45cm

・シルバータイプ
・三菱製

・スリムフェイス仕様
・面材仕様

●下部には調理器具

類の収納に便利な

足元引出しが付い
ています。

調理スペース87㎝

＜ランニングコスト＞

Zシンク用小物

小物置き

省エネ仕様

■ ホーロー整流板 ■ ホーローキッチンパネル

●W870のワイド調理スペースがあります。

●使用頻度の高い道具を上段にたっぷり収納。

ストック品や季節物など使用頻度の低い道具

は下段に。

・片面焼きグリル
・シルバータイプ

TN70AV60C■T（タカラ製ガスコンロ）
ガラスコートによる深みある光沢。

ベースの金属にガラス質を密着させたのでヒビや割れなどにも強さを発揮します。
衝撃に強い

割れたりひび割れるようなことは

ありません。

※高さ60cmからの鋼球(0.5kg)

のテストでもその強さを実証

しました。（弊社実験による）

お手入れは簡単。

表面がガラス質なので、頑固

な汚れもサッとひと拭き。

Siセンサーコンロ

の安心機能
・天ぷら油加熱防止機能

・消し忘れ消火

・焦げつき消火

・

ｸﾘｱﾊﾟｰﾙﾌﾞﾗｯｸ ｸﾘｱﾊﾟｰﾙｸﾞﾚｰ ｸﾘｱﾊﾟｰﾙﾎﾜｲﾄ

ｸﾘｱﾊﾟｰﾙﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ｸﾘｱﾊﾟｰﾙﾗｲﾄﾍﾞｰｼﾞｭ
●ホーロー底板

引出しの底もホーロー

だから、こぼれた調味料

もふくだけでキレイに。

●ソフトクローズ機能

静かにピタッと閉ま

ります。

グリスフィルターも丸洗いOK

シロッコファン

・ホーロー整流板

・グリスフィルター

・照明

VUA型（W=900）
頑固な汚れもサッと取れる、「ホーロー整流板」付。

●ホーロー整流板でお手入れカンタン。

整流板は簡単に取り外せますので

取りはずして表も裏も丸洗い出来ます。

●ホーロー整流板付ですので

吸い込み力がさらにUPし、

高い捕集効率を実現。通常

ｼﾛｯｺﾌｧﾝの約2.5倍の吸い

込み力!!

独創的な４トラック機構に

よるなめらかな走行性は

半永久的に持続します。

サイレントシステムはNo.1

の高性能を誇ります。

タカギ製

■ Wall Cabinet － 吊戸 －

耐震ラッチ

吊戸 700 

Ｌ＝2550

※写真はあくまでもイメージであり実際の仕様とは異なります。
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マイルドホワイト ロッシュベージュライトベージュ ロッシュホワイト

■ Door Color － 木 製 扉 －

■ Work Top Color － 人 造 大 理 石 －

■ Kitchen Panel Color － ホ ー ロ ー －

落ち着きとあたたかみにこだわって、さまざまな色・柄を揃えました。

汚れにくくキズつきにくい人造大理石のトップです。

ホーローは熱に

も強いのでキッ

チンには、最適

の素材です。

スチールタワシ

でこすっても傷

がつきません。

高品位ホーローだから油汚れや水アカも、サッとふくだけ。
ホーローキッチンパネルは表面

がガラス質だから汚れが染み込

まず、しつこい汚れもサッとふ

くだけでキレイになります。

ベースが金属だから、マグネ

ットを利用して収納スペース

を作ることができます。

さら

ダーク系からシンプル、ビビットなカラーまで。 45色もの豊富なカラーバリエーションの中からお選びください。

■ 扉 形 状

左右１／４R（R３）

■ 扉 形 状

四方厚エッジ

シャイングレーシャインベージュ シャインホワイト

■ Handle － 引き手 －

■ Stand － 台輪 －

ダークブラウン ホワイト

レール引手（シルバー） GS引手（シルバー） GS引手（ブラック）

KU-6000CM QNU6000CM KU-6522CM

□ 単 色 ／ 抽 象 柄

□ 木 目

□ マット □ オレフィンシート 木 目

KU-6614CM

TS-3087E TS-3034E TS-3091E TS-3094E

□ 木 目□ マット ／ 抽 象 柄

TJK10122C TJK10126C ANU2597CMNYU2679CM ANU10001CM

ANU2665CM LNU-2664CM NYU2682CM AYU2666CM AU-2598CM ANU2767CM NYU363CM NYU1942CM TYU2261C TYU469C TYU2686C TJK10006C

□ マット

TYU2250CTYU2603C TJK2680C TJK2254C TJK10007C TJK10051CTNU10043C TNX10131CTYU10134C

□ 単 色

ブルー ピンク ホワイトオレンジ

□ 木 目

オリーブグリーン プラム

MOP1205MMOP1204MMOP1201M MOP1203M

イエロー

TYU2250CTYU2603C TJK2680C TJK2254C TJK10007C TJK10051CTNU10043C TNX10131CTYU10134C
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■ Tap － 水栓 －

シングルレバー式シャワー水栓（クロムメッキ）

■ Counter・Bowl － カウンター・ボウル －

■ Mirror － ミラー －

●収納たっぷりの３面鏡を採用。
サイドミラーの裏側には、
小物が収納できます。

くもり止めヒーター
湯気による不快な鏡の

くもりを取り除きます。

コンセント（1200W）
ひねると通電する防滴仕様。

歯ブラシ立て付
置き場所自由な歯ブラシ立て

付。丸洗いもできて便利！

３面鏡

ワンプッシュ排水栓
ボタンひとつで貯水・排水ができます。

ヘアキャッチャー
流れた髪の毛やコンタクトをキャッチ。

すぐに取り外せるのでお掃除も簡単です。

洗面本体間口90cm

Dresser Care

健康に配慮した、低ホルムアルデヒド仕様。

人にやさしい水まわり製品を追求。

新しい建築基準法では、ホルムアルデヒドの発散量に

応じて、建材を4つの等級に分類。 当社の製品は、

ホルムアルデヒドの発散量が最も少ない「Ｆ☆☆☆☆」

の材料を採用しています。

ハイバックカウンター

お手入れしやすいボウル一体型。周囲に水がたまらず衛生的。

Ｌ＝ 900

※写真はあくまでもイメージであり実際の仕様とは異なります。

LFA547T12TTK

継ぎ目がないからお手入れカンタン。
ずっと清潔。
水はねの汚れをしっかり防止。

W=900 扉（引出し付）タイプ

■ Base Cabinet － ベースキャビネット －

用途やモノの大きさに分類して

収納できる、便利な引出し付タ
イプです。

扉(引出付）タイプ

ヘルスメーター収納

体重計がサッとしまえます。

小物ラック
収納棚の上のスペースを活用できます。

Ｌ＝900

※写真はあくまでもイメージであり実際の仕様とは異なります。
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■ Door Color － 木 製 扉 －

■ Counter Color － 人 造 大 理 石 －

ダーク系からシンプル、ビビットなカラーまで。 45色もの豊富なカラーバリエーションの中からお選びください。

左右１／４R（R３）

四方厚エッジ

■ 引 手 タ イ プ

レール引手

■ 引 手 タ イ プ

レール引手

■ 扉 形 状

■ 扉 形 状

ホワイト

繋ぎ目がないお手入れカンタンなポリエステル系人造大理石です。

■ Stand － 台輪 －

ダークブラウン ホワイト

■ Handle － 引き手 －

レール引手（シルバー） GS引手（シルバー） GS引手（ブラック）

KU-6000CM QNU6000CM KU-6522CM

□ 単 色 ／ 抽 象 柄

□ 木 目

□ 単 色

ブルー ピンク ホワイトオレンジ

□ 木 目

オリーブグリーン プラム

KU-6614CM

イエロー

TS-3087E TS-3034E TS-3091E TS-3094E

□ マット ／ 抽 象 柄

TJK10122C TJK10126C

□ 木 目

ANU2597CMNYU2679CM ANU10001CM

□ マット

TYU2261C TYU469C TYU2686C TJK10006C

□ マット

TYU2250CTYU2603C TJK2680C TJK2254C TJK10007C TJK10051CTNU10043C TNX10131CTYU10134C

□ オレフィンシート 木 目

ANU2665CM LNU-2664CM NYU2682CM AYU2666CM AU-2598CM ANU2767CM NYU363CM NYU1942CM

MOP1205MMOP1204MMOP1201M MOP1203M

2018年11月



■ Tap・Counter － 水栓 ・ カウンター －

洗面器置き台（ワイドカウンター）
腰をかがめずに、ラクな姿勢で

洗面器が使えます。

KF9032M

・サーモ水栓（メタルホース仕様）
・シャワーフックスライドバー付

■ Mirror・Shelf － ミラー・収納 －

ワイドミラー&収納（2段・クリア棚Ｂ）

Bath Care

過酷な三次元耐震実験で実証！

阪神淡路大震災レベル（震度6）

を1分間加えてもタカラシステ

ムバスは倒壊することがありま

せんでした。

■ 耐震システムバス ■ トータル保温

浴室全体を包み込む発想で保温材を使用した、トータル保温。

温まった浴室の熱を逃さず、冬場の入浴もとても快適。

※すべて標準装備です。

天 井

浴 槽 裏

壁パネル

■ Bathroom heating dryer － 浴室暖房乾燥機 －

ランドリーパイプ1本付

タオル掛け

■ Towel bar － タオル掛け －

窓枠フリー
・ホワイト

■ Window － 窓 －

■ Ceiling and Lighting － 天井・照明 －

スマート照明
LED（2灯仕様）

フラット天井

■ Wash place － 洗い場 －

フラット洗い場
洗い場と脱衣所の段差を少なくして足元の不安感を解消。 折戸

■ Door － ドア －

・ホワイト

■ Bathtub － 浴槽 －

ヘアキャッチャー
持ちやすい大きなツマミ

で手を汚さず捨てられます。

*3種類の中からお選び下さい。

（ラウンド(ベンチ付)/スクエア浴槽/ラウンド浴槽）

ラウンド(ベンチ付)

ﾊﾟｯｷﾝﾚｽ仕様

カワック仕様

あたたかさを
逃がさない！

スクエア ラウンド

1616 size 

※写真はイメージです。

シャッター式風呂フタ

■ Bath Lid － 風呂フタ －

●樹脂製

・ホワイト

お手入れカンタンFRPフロア
溝幅が1.5ｍｍと広く、スポンジ洗いだけで
汚れをきれいに落とせます。

白銀比の

グリッド

パターン

2018年11月



■ Panel Color － ホ ー ロ ー パ ネ ル － ■ Bathtub Color － 浴 槽 －

高品位ホーローだからがんこな湯アカもすーっとひとふき。 全ての壁を高品位ホー

ホワイトグレー

乾燥性と清掃性を両立させた凸凹加工をほどこしています。

■ Counter Color － カウンターカラー －

■ Floor Color － 床 (FRP) －

写真は カウンター側壁パネル部分の柄のアップです。壁のベース色はホワイトとなります。

ホワイト グリーン

ピンク ベージュ

浴槽形状（ラウンド(ベンチ付)/スクエア/ラウンド）

浴槽素材に明るくさわやかな印象のガラス繊維強化樹脂(FRP)を採用。

ラウンド(ベンチ付) スクエア ラウンド

ホワイト ベージュチャコールグレー

グレーベージュ

ダークブラウン プラチナリーフ

ウッドブラウン
1面

ウッドホワイト
1面

ロッシュグリーンロッシュピンクロッシュベージュ

ウッドベージュ
1面

ウォルナット

ブラック 1面

ブリックグレー

1面

ウォルナット

ミディアム 1面

ウォルナット

グレージュ 1面

ブリックベージュ

1面

ブリックダーク

1面

マーブルホワイト
1面

ウッドブラウン
アクセント

ウッドホワイト
アクセント

ホワイトモザイクローズ

ベージュボーダーダークグレー
ストライプ

印は下画像のようにアクセントパネルとして対応可能です。

（16色）

パールブラック
1面

パールブラウン
1面

パールベージュ
1面

パールホワイト
1面

ウォルナット
ホワイト 1面

ベージュウェーブ
1面

ウッドベージュ
アクセント

石目ベージュジオメトリブラックグリーンモザイク
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機能一覧

カラーバリエーション

■■■　 キレイ機能　 ■■■

ﾊｲﾊﾟｰｷﾗﾐｯｸ(ISO抗菌準拠)

パワーストリーム洗浄

女性専用レディスノズル

スッキリノズルシャッター

ノズルそうじ

ノズルオートクリーニング

ノズル先端着脱

キレイ便座

便フタワンタッチ着脱

抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)

■■■　 エコ機能　 ■■■

超節水ECO5（大5L、小3.8L）

スーパー節電

ワンタッチ節電(8h)

電源スイッチ

■■■　 洗浄機能　 ■■■

おしり洗浄（泡ジェット洗浄）

おしりワイド洗浄

おしりマッサージ洗浄

ビデ洗浄（泡沫ソフト）

ワイドビデ洗浄

ノズル位置調節

■■■　 快適機能　 ■■■

暖房便座

スローダウン便座

便座ヒーターオートOFF

着座センサー

リモコン

点字対応

標準色

BW1

ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

BN8

ｵﾌﾎﾜｲﾄ

LR8

ﾋﾟﾝｸ

注文色(納期約２週間)

BB7

ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ
壁リモコン

※リモコンの操作部ピクト表示切替のため、実際の商品と異なる場合があります。

ベーシアシャワートイレ（フチレス）

3DCGによるイメージ画像です。

反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。

MLDAYL02418-01

yusuk
長方形
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ＦＩＸ窓たてすべり出し窓 すべり出し窓

ｶﾑﾗｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ仕様

引違い窓（２枚建）

フレミングＪ

■複層ガラス障子

複層ガラス・樹脂アングル

防露性能、断熱、遮熱性能、省エネ性能に優れた複層ガラス障子を標準化。
開口部周辺の温度差の発生を抑えた、より快適なお住まいを実現します。

カラーバリエーション

B1

ブラウン

B7

カームブラック ホワイト

YW

プラチナステン

H2 S1

ピュアシルバー

アルミ形材色

B1

ブラウン

B7

カームブラック ホワイト

ＥＱ

プラチナステン

H2 S1

ピュアシルバー

樹脂形材色

外障子部 １５.０℃
フレミングII→３.６℃

内障子部

◆ 解析対象
伝熱開口 W；1690[mm]
ガラス仕様；複層ガラス(3mm+A6+3mm)

◆ 境界条件/JIS設定置
室外側表面熱伝達率；19.23［Ｗ/(ｍ2・Ｋ)］
室内側表面熱伝達率；8.94［Ｗ/(ｍ2・Ｋ)］
室外側雰囲気温度；0［℃］
室内側雰囲気温度；20［℃］

樹脂アングル枠

樹脂アングル 樹脂アングル

アングル部表面温度解析

室内クロスや木額縁と直に接するアングル部を樹脂にすることにより、露点温度１２℃を下回ることがなくなり結露発生を抑制します。

◆ 当社計算値
室内温度：２０℃
室外温度：０℃
相対湿度：６０％

次世代省エネルギー基準適合地域 Ⅳ・Ⅴ地域（熱貫流率4.65W/㎡・K以下）

※建具の仕様による。空気層6㎜以上の複層ガラス使用時。

気 密

水 密

遮 音

断 熱

住宅性能表示 音環境 透過損失（外壁開口部） 等級２
※住宅型式性能認定による（ガラスの仕様により異なります）。

Ｓ－３

※一部窓種・サイズにより上記性能に該当しないものがあります。

■ 基本性能

Ａ－４

Ｗ－３

耐風圧

１７.２℃
フレミングII→１０.７℃

一般サッシフレミングＪ

「フレミングＪ」は、樹脂アングルを採用。■

M140901A ※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

シャッター付引違い窓

■空かけ防止クレセント

障子が完全に閉まった状態で
なければクレセントが回らない
ため、空かけを防止します。

■補助錠

室内から指先で簡単に施
錠・開錠ができる補助錠を
標準装備し、防犯性を高
めています。

障子が完全に閉まると
トリガーがクレセント受け
に当たり、施錠が
可能になります。

クレセント受け

トリガー

■カムラッチハンドル

■サブロック付

スライド式のサブ
ロックを下框に装備。
防犯性を強化してい
ます。

シンプルでスリムな
形状は、毎日の操作
性を考えた合理的な
デザインです。

■上げ下げロール網戸

ｶﾑﾗｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ仕様

■カムラッチハンドル

シンプルでスリムな
形状は、毎日の操作
性を考えた合理的な
デザインです。

■内開き網戸

※サイズにより、
上げ下げロール網戸
になります。

防犯ガラスマーク・
CPラベルが
貼付されます。

室外側

室内側

遮熱Ｌｏｗ-Ｅ防犯合わせ複層ガラス

ガラスの間に［強度］と［柔軟性］に優れた中間膜を
挟み、加熱・圧着加工を施した＜合わせガラス＞を
用いた、防犯タイプの複層ガラスに遮熱性能の高い
［Ｌｏｗ-Ｅ複層ガラス］を組合せました。

室内側
合わせガラス

樹脂中間膜
30mil(0.76ﾐﾘ)

室外側
ガラス

空気層

Low-E
金属膜

will
長方形



※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

非常用収納カギ２本
非常用カギ（ディンプルキー）

３本標準装備

ＮＥＷポケットＫｅｙスマートドア ヴェナート
NEWポケットKey 使用イメージ

室内側 家の外側

家の外側

①上下のサムターンをまわします。
（カギが開きます）

② ドアを開けて家の外へ

③ポケットＫｅｙ※リモコンを身に付けた状態
でハンドルのボタンを押します。または
カードキー／シールキーをハンドルに
近づけます。（カギが閉まります） ④ワンアクション２ロック

①ポケットＫｅｙ※リモコンを身に付けた
状態でハンドルのボタンを押します。
またはカードキー/シールキーを
ハンドルに近づけます。（カギが開きます）

②ドアを開けて室内へ ③上のサムターンをまわします。
（カギが閉まります）

④ワンアクション２ロック

お
で
か
け
の
時
は
・
・
・

お
か
え
り
の
時
は
・
・
・

室内側

見えないカギ穴 非常用シリンダー

非常用シリンダーは見えない
ので、ピッキング抑制にも
つながります。

非常時は非常用シリンダーで施解錠。

シリンダーカバーでカギ穴が
見えないので、ピッキングの
対象になりにくくなります。

シリンダーが見えません。

ポケットＫｅｙ※リモコンには非常用収納
カギが内蔵されています。非常用カギ
（ディンプルキー）も２本標準でついています。

電池切れ警告機能 置き忘れ防止機能 NEWポケットKeyの再登録について

点検時期お知らせ機能

ポケットKeyを紛失してもカンタン再登録をすれば大丈夫。

使用を開始してから
約１０年経過すると、
施解錠時に
室外側ハンドルの
LEDが数秒間
赤色点滅し、
製品の点検時期を
お知らせします。

ＬＥＤ（施解錠表示）

カギの開け閉めは、LEDの光と
確認音がお知らせします。

開け閉めに合せて、
LED が点灯して確認音が
鳴ります。
光と音で開閉の状態を
確認できるので安心です。

カギが締まった時
安心の緑色

カギが開いた時
注意の赤色

ポケットKey※リモコン／カードキー／シールキーをなくしても、お手元のポケットKey※リモコン／
カードキー／シールキーを再登録すれば、以前の情報は全て消去されて、紛失したものは
使用できません。追加する場合は、YKK APホームページ内「パーツショップ」にて購入できます
（下記URL参照）。追加分のみの登録はできませんので、再登録については、
お手元にあるものと追加購入されたものを含めた全てのカギを必ず再登録してください。

http://parts.ykkap.co.jp/shop/

防犯性の高い鎌錠と脱着サムターンを採用

上下共こじ破りに強い、
鎌錠を採用しています。

上下共サムターンは脱着式。
取り外しができるから安心です。

デットボルト （かん
ぬき）についた鎌が
錠受けにしっかり
かみ合さります。
バールなどを使った
こじ破りの手口など
に対して、強い抵抗
力を発揮します。

外出時や就寝時に
取り外しておけば、
ガラスを破って手や
工具を入れて、
サムターンをまわされる
ような心配もありません。

点検時期が分かるから安心です。

ポケットKey※リモコンの電池切れを
ハンドルが光と音でお知らせ。

ポケットKey※リモコンの
置き忘れを防止します。

ポケットKey（リモコン）の電池が少なくなると、開け閉めの
動作をする前にハンドルから音と光で警告（ピピピ・ピピピ音と
赤色ランプ点滅）するので安心です。

※警告がされている間に電池交換をしてください。
※完全に電池がなくなってしまった場合は開け閉めができなくなります。
その際は非常用シリンダーで操作してください。

ポケットKey※リモコンによる意図しない解錠を防ぐ機能です。
交信範囲内（2.5ｍ以内）にリモコンを放置して数秒経つと、
ハンドルのボタンを押しても、警告音が鳴り、施解錠ができなく
なります。また、リモコンの電池消耗を防ぐために、交信範囲内
に1分以上放置すると、一時的にハンドルのボタン操作が
できなくなります。

「置き忘れ防止機能」はありますが、
防犯上、ドアから2.5m以内には
ポケットKeyを保管しないでください。

※不測の事態に備え、必ず
非常用カギを携帯してください。

カードキー ・シールキー 各￥２,０００（税別）
ポケットKey※リモコン ￥１２,８００（税別）

おサイフケータイ®や楽天Edyカードにも対応

※「おサイフケータイ」はご使用にあたり、楽天Edyアプリのダウンロード、初期設定が必要です。詳しくは楽天Edyホームページをご覧ください。http://www.rakuten-edy.co.jp/
※同梱しているカードキー／シールキーと同じように登録・操作してご使用ください。
※登録可能なIDの数はカードキー／シールキー／おサイフケータイ／楽天Edyカード合せて最大12までとなります。

おサイフケータイ®対応の
スマートフォンや携帯電話なら
追加費用なしで、キーとして
お使いいただけます。

楽天Edyに対応した
カードならキーとして
お使いいただけます。

機種変更した場合もおサイフケータイ®の機能を搭載した新たな機種で、
楽天Edyアプリをダウンロード初期設定をして再登録すれば大丈夫！

楽天Edyに電子マネーの残高がなくてもキーとして
ご使用いただけます！

※「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。※「楽天Edy（ラクテンエディ）」は楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。

ポケットKey※リモコン

室内側ハンドル室外側ハンドル

非常用シリンダー(上下）
停電などの非常時には
シリンダーカバーを
開けて操作します。

ＬＥＤ（施解錠表示）
開け閉めに合せて、
LEDが点灯して
確認音が鳴ります。

施解錠ボタン
ポケットKey※リモコンは、
施解錠ボタンを押して
操作します。カードキー
シールキーは、ここに
近づけて操作します。

サムターン取り外し
レバー（上下）
レバーを押してサムターン
を引っ張ればサムターン
を取り外すことができます。

施解錠表示窓（上下）
表示窓の色でカギの
状態が確認できます。

サムターン（上下）
サムターンをまわして
施解錠します。上下とも
脱着式なので取り外し
ができます。

カードキー

シールキー

ストレート 洋風カーブ ストレート洋風カーブ
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http://www.kmew.co.jp/http://www.kmew.co.jp/

■地区別本体品番末尾

黒文字の品番8色（CC2●●*） 黄文字の品番4色（CC2●●*）

CC221P*
ココナッツ・ブラウン

CC241*
ウォルナット・ブラウン

CC262*
ネオ・ブラック

CC225P*
シルバー・ホワイト

CC235P*
アイス・シルバー

CC275P*
パール・グレイ

CC223*
メロウ・オレンジ

CC247*
アイリッシュ・グリーン

CC277*
ウェザード・グリーン

CC293*
ボルドー・レッド

CC226*
ミッドナイト・ブルー

CC291*
グラス・ブラウン

屋根Ｒｏｏｆ

yusuk
長方形
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