
南京錠―ABUS(アバス)  TITALIUM ６４TI 『新時代の南京錠』   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ※同一カギ番号の加算金はありません。 

大量数ご入用の場合は、先にお問い合わせください 

                          ※お取り寄せの場合は別途送料がかかります。 

 

南京錠―ABUS(アバス)  TITALIUM ６４TI           

商品名 TITALIUM ６４TI 

50KD(バラ) 

TITALIUM ６４TI 

50KA(同一鍵番号) 

TITALIUM ６４TI 

45KD(バラ) 

TITALIUM ６４TI 

40KD(バラ) 

画像 

 

 

※ご入用の数をご注文ください   

商品説明 軽量化した新素材「タイタリウ

ム」は、サビの発生・腐食しにく

く、長期間美しい。新技術「ナノ

プロテクトメッキ」シャックル。引

っ張り・たたき開錠に強く抵抗す

る「ダブルラッチ構造」。切断に

強い「焼き入れ鉄」シャックル。自

動施錠機構。キー3本付き。 

同一キーナンバー錠あり。 

タイタリウム 64TI50の同一鍵番

号で複数使える南京錠です。 

会社、学校、マンション管理など

で使われています。 

ご入用数をお求めください。 

店在庫のある番号＃KA６５１１ 

軽量化した新素材「タイタリウ

ム」は、サビの発生・腐食しにく

く、長期間美しい。新技術「ナノ

プロテクトメッキ」シャックル。引

っ張り・たたき開錠に強く抵抗す

る「ダブルラッチ構造」。切断に

強い「焼き入れ鉄」シャックル。自

動施錠機構。キー3本付き。 

※同一キーナンバー設定なし。 

軽量化した新素材「タイタリウム」

は、サビの発生・腐食しにくく、長

期間美しい。新技術「ナノプロテ

クトメッキ」シャックル。引っ張り・

たたき開錠に強く抵抗する「ダブ

ルラッチ構造」。切断に強い「焼

き入れ鉄」シャックル。自動施錠

機構。キー3本付き。 

同一キーナンバー錠あり。 

材質 タイタリウム（特殊アルミニウム

合金） 

タイタリウム（特殊アルミニウム

合金） 

タイタリウム（特殊アルミニウム

合金） 

タイタリウム（特殊アルミニウム

合金） 

ｻｲｽﾞ 幅 55ｘ高さ 77ｘ厚み 17mm 幅 55ｘ高さ 77ｘ厚み 17mm 幅 45ｘ高さ 68ｘ厚み 15mm 幅 40ｘ高さ 62ｘ厚み 15mm 

希望小売価格 

当店販売価格 

3,190円 

●5％OFF→3,031円 

1点当たり、3,190円 

●5％OFF→3,031円 

2,519円 

●5％OFF→2,393円 

1,848円 

●5％OFF→1,756円 



南京錠―ABUS(アバス)  TITALIUM ６４TI            

商品名 TITALIUM ６４TI 

40KA(同一鍵番号) 

TITALIUM ６４TI 

35KD(バラ) 

TITALIUM ６４TI 

35KA(同一鍵番号) 

TITALIUM ６４TI 

30KD(バラ) 

画像 

 

※ご入用の数をご注文ください  

 

※ご入用の数をご注文ください  

商品説明 タイタリウム 64TI40の同一鍵番

号で設定できる南京錠です。会

社、学校、マンション管理などで

使われています。 

ご入用数をお求めください。 

店在庫のある番号＃KA６412 

（取り寄せ可能番号＃KA6413、

KA6414、KA6415） 

※取り寄せは５個以上でお願いし

ます。（4個以下は送料別途） 

 

軽量化した新素材「タイタリウ

ム」は、サビの発生・腐食しにく

く、長期間美しい。新技術「ナノ

プロテクトメッキ」シャックル。引

っ張り・たたき開錠に強く抵抗す

る「ダブルラッチ構造」。切断に

強い「焼き入れ鉄」シャックル。自

動施錠機構。キー3本付き。 

同一キーナンバー錠あり。 

タイタリウム 64TI35の同一鍵番

号で設定できる南京錠です。 

会社、学校、マンション管理など

で使われています。 

ご入用数をお求めください。 

在庫のある番号＃６355 

 

軽量化した新素材「タイタリウ

ム」は、サビの発生・腐食しにく

く、長期間美しい。新技術「ナノ

プロテクトメッキ」シャックル。引

っ張り・たたき開錠に強く抵抗す

る「ダブルラッチ構造」。切断に

強い「焼き入れ鉄」シャックル。自

動施錠機構。キー3本付き。 

※同一キーナンバー設定なし。 

材質 タイタリウム（特殊アルミニウム

合金） 

タイタリウム（特殊アルミニウム

合金） 

タイタリウム（特殊アルミニウム

合金） 

タイタリウム（特殊アルミニウム

合金） 

ｻｲｽﾞ 幅 40ｘ高さ 62ｘ厚み 15mm 幅 35ｘ高さ 54ｘ厚み 14mm 幅 35ｘ高さ 54ｘ厚み 14mm 幅 30ｘ高さ 50ｘ厚み 13mm 

希望小売価格 

当店販売価格 

1点当たり、1,848円 

●5％OFF→1,756円 

1,672円 

●5％OFF→1,588円 

1点当たり、1,672円 

●5％OFF→1,588円 

1,562円 

●5％OFF→1,484円 

 

商品名 TITALIUM ６４TI 

25KD(バラ) 

TITALIUM ６４TI 

20KD(バラ) 

TITALIUM ６４TI 

50HBKD(バラ) 

TITALIUM ６４TI 

50HBKA(同一鍵番号) 

画像 

   

 

※ご入用の数をご注文ください 

商品説明 軽量化した新素材「タイタリウ

ム」は、サビの発生・腐食しにく

く、長期間美しい。新技術「ナノ

プロテクトメッキ」シャックル。切

断に強い「焼き入れ鉄」シャック

ル。自動施錠機構。 

キー3本付き。 

※同一キーナンバー設定錠は取

り寄せになります。 

※取り寄せは５個以上でお願いし

ます。（4個以下は送料別途） 
 

軽量化した新素材「タイタリウム」

は、サビの発生・腐食しにくく、長

期間美しい。新技術「ナノプロテ

クトメッキ」シャックル。切断に強

い「焼き入れ鉄」シャックル。自動

施錠機構。 

キー3本付き。 

※同一キーナンバー設定なし。 

 

軽量化した新素材「タイタリウ

ム」は、サビの発生・腐食しにく

く、長期間美しい。新技術「ナノ

プロテクトメッキ」シャックル。引

っ張り・たたき開錠に強く抵抗す

る「ダブルラッチ構造」。切断に

強い「焼き入れ鉄」シャックル。自

動施錠機構。キー3本付き。 

※同一キーナンバー設定錠は取

り寄せになります。 

※取り寄せは５個以上でお願いし

ます。（4個以下は送料別途） 

 

タイタリウム64TI50HBの同一鍵

番号で設定できる南京錠です。 

会社、学校、マンション管理など

で使われています。 

ご入用数をお求めください。 

※この商品はお取り寄せになりま

す。 

※取り寄せは５個以上でお願いし

ます。（4個以下は送料別途） 

材質 タイタリウム（特殊アルミニウム

合金） 

タイタリウム（特殊アルミニウム

合金） 

タイタリウム（特殊アルミニウム

合金） 

タイタリウム（特殊アルミニウム

合金） 

ｻｲｽﾞ 幅 24.5ｘ高さ 42ｘ厚み 12mm 幅 20ｘ高さ 34ｘ厚み 10.5mm 幅 50ｘ高さ 128ｘ厚み 17mm 幅 50ｘ高さ 128ｘ厚み 17mm 

希望小売価格 

当店販売価格 

1,397円 

●5％OFF→1,327円 

1,309円 

●5％OFF→1,244円 

3,509円 

●5％OFF→3,334円 

1点当たり、3,509円 

●5％OFF→3,334円 



南京錠―ABUS(アバス)  TITALIUM ６４TI           

商品名 TITALIUM ６４TI 

40HBKD(バラ) 

TITALIUM ６４TI 

40HBKA(同一鍵番号) 

TITALIUM ６４TI 

30HBKD(バラ) 

TITALIUM ６４TI 

30HBKA(同一鍵番号) 

画像 

 

 

※ご入用の数をご注文ください  

 

※ご入用の数をご注文ください 

商品説明 軽量化した新素材「タイタリウ

ム」は、サビの発生・腐食しにく

く、長期間美しい。新技術「ナノ

プロテクトメッキ」シャックル。引

っ張り・たたき開錠に強く抵抗す

る「ダブルラッチ構造」。切断に

強い「焼き入れ鉄」シャックル。自

動施錠機構。キー3本付き。 

※同一キーナンバー設定錠は取

り寄せになります。 

※取り寄せは５個以上でお願いし

ます。（4個以下は送料別途） 
 

タイタリウム 64TI40HB の同一

鍵番号で複数使える南京錠で

す。 

会社、学校、マンション管理など

で使われています。 

ご入用数をお求めください。 

※この商品はお取り寄せになりま

す 

※取り寄せは５個以上でお願いし

ます。（4個以下は送料別途） 

 

軽量化した新素材「タイタリウ

ム」は、サビの発生・腐食しにく

く、長期間美しい。新技術「ナノ

プロテクトメッキ」シャックル。引

っ張り・たたき開錠に強く抵抗す

る「ダブルラッチ構造」。切断に

強い「焼き入れ鉄」シャックル。自

動施錠機構。キー3本付き。 

※同一キーナンバー設定錠は取

り寄せになります。 

※取り寄せは５個以上でお願いし

ます。（4個以下は送料別途） 

 

タイタリウム64TI30HBの同一鍵

番号で複数使える南京錠です。 

会社、学校、マンション管理など

で使われています。 

ご入用数をお求めください。 

※この商品はお取り寄せになりま

す 

※取り寄せは５個以上でお願いし

ます。（4個以下は送料別途） 

 

材質 タイタリウム（特殊アルミニウム

合金） 

タイタリウム（特殊アルミニウム

合金） 

タイタリウム（特殊アルミニウム

合金） 

タイタリウム（特殊アルミニウム

合金） 

ｻｲｽﾞ 幅 55ｘ高さ 77ｘ厚み 17mm 幅 55ｘ高さ 77ｘ厚み 17mm 幅 45ｘ高さ 68ｘ厚み 15mm 幅 40ｘ高さ 62ｘ厚み 15mm 

希望小売価格 

当店販売価格 

2,519円 

●5％OFF→2,393円 

1点当たり、2,519円 

●5％OFF→2,393円 

1,837円 

●5％OFF→1,745円 

1点当たり、1,837円 

●5％OFF→1,745円 

 

商品名 TITALIUM ６４TI 

合カギ 

   

画像 

 

 

 

  

 

商品説明 「TITALIUM ６４TI」の合カギ

が作成できます。 

南京錠購入時に追加でご注文い

ただくこともできます。 

※純正キーお取り寄せの場合は

お問い合わせください。 

   

材質     

ｻｲｽﾞ TITALIUM ６４TI 20～50    

希望小売価格 

当店販売価格 

660円 

割引除外品 

   

 

 

 



南京錠―ABUS(アバス)  Aquasafe
ア ク ア セ ー フ

 『めったに開けないところにおススメ！』  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南京錠―ABUS(アバス)  Aquasafe
ア ク ア セ ー フ

     ※次回入荷分からブリスターパック（価格も変わります）になります 

商品名 Aquasafe  

７０IB/45 

Aquasafe  

７０/35 

Aquasafe  

専用合カギ 

 

画像 

   

 

 

商品説明 錠内部への異物混入による動作

不良を防ぎ、設置対象への傷つ

けを防ぐ全方位樹脂カバーのしっ

かり南京錠。倉庫・裏口・門扉・点

検口などめったに開けなくても、

しっかり動く。サビにくく強度の高

いステンレス鋼製シャックル。水・

汚れ・ホコリなどからシリンダーを

守る鍵穴カバー付き。 

キー3本付き。一色のみ。 
 

錠内部への異物混入による動作

不良を防ぎ、設置対象への傷つ

けを防ぐ全方位樹脂カバーのコ

ンパクトな吊長タイプの南京錠。

チェーン・ロッカー・ツールボック

スなどめったに開けなくても、し

っかり動く。新技術「焼き入れ鉄

（ナノプロテクト）メッキ」シャック

ル。水・汚れ・ホコリなどからシリ

ンダーを守る鍵穴カバー付き。キ

ー3本付き。 

ブラック・イエローの 2色。 

 

「Aquasafe」の合カギが作成で

きます。 

南京錠購入時に追加でご注文い

ただくこともできます。 

※純正キーお取り寄せの場合は

お問い合わせください。 

 

材質 本体：真鍮 、シャックル：ステン

レス鋼、保護カバー：樹脂 

本体：真鍮 、シャックル：焼き入れ鉄

（ナノプロテクト）、保護カバー：樹脂 

  

ｻｲｽﾞ 幅 50ｘ高さ 74ｘ厚み 28mm 幅 36ｘ高さ 65ｘ厚み 19mm 南京錠サイズにより変わります  

希望小売価格 

当店販売価格 

2,035円 

●5％OFF→1,933円 

1,540円 

●5％OFF→1,463円 

660円 

割引除外品 

 



南京錠―ABUS(アバス)  真鍮南京錠 EC75IB『精密なディンプルシリンダー』  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南京錠―ABUS(アバス)  真鍮南京錠 EC75IB          

商品名 真鍮南京錠 

EC75IB/40 

   

画像 

 

   

 

商品説明 玄関錠に使われるほど、セキュリ

ティ性能に高いディンプルシリン

ダーを搭載した南京錠。カギのか

け忘れ防止。圧倒的なカギ番号

違い数で、学校などの施設で利

用もおススメです。サビにくく強

度の高いステンレス鋼製シャック

ル。水・汚れ・ホコリなどからシリ

ンダーを守る鍵穴カバー付き。 

ディンプルキー3本付き。 

一色のみ。ブリスターパック 
 

 
  

材質 本体：真鍮 （パールニッケルメッ

キ仕上げ）、 

シャックル：ステンレス鋼 

   

ｻｲｽﾞ 幅 39ｘ高さ 65ｘ厚み 16mm    

希望小売価格 

当店販売価格 

3,740円 

●5％OFF→3,553円 

   

 

 

 

 

 

 

 



南京錠―ABUS(アバス) ナンバー可変式南京錠１４５① 『人気商品！豊富なカラーラインアップ』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南京錠―ABUS(アバス) ナンバー可変式南京錠１４５①        

商品名 ナンバー可変式南京錠 

１４５/30 

ナンバー可変式南京錠 

１４５/20 

ナンバー可変式南京錠 

１４５BigD/30 

 

画像 

 

 

 

 

 

商品説明 ダイカストより強固で軽量（約

55g）なアルミボディー採用。豊

富なカラーバリエーション。「カチ

ッ」としたクリック感で番号を合わ

せやすいダイヤル。ロッカーやカ

バンの施錠におススメ。暗証番号

は好きな番号に設定可能。屋内

向き。 

ダイカストより強固で軽量（約

25g）なアルミボディー採用。豊

富なカラーバリエーション。「カチ

ッ」としたクリック感で番号を合わ

せやすいダイヤル。ロッカーやカ

バンの施錠におススメ。暗証番号

は好きな番号に設定可能。屋内

向き。 

大きなダイヤルで見やすい、回し

やすい。ダイカストより強固で軽

量（約 47g）なアルミボディー採

用。「カチッ」としたクリック感で

番号を合わせやすいダイヤル。ロ

ッカーやカバンの施錠におスス

メ。暗証番号は好きな番号に設

定可能。屋内向き。 

 

材質 本体：アルミニウム、シャックル：鉄  本体：アルミニウム、シャックル：鉄  本体：アルミニウム、シャックル：鉄   

ｻｲｽﾞ 幅 31.5ｘ高さ 65ｘ厚み 15mm 幅 22.5ｘ高さ 52.5ｘ厚み 13.5mm 幅 31.5ｘ高さ 65ｘ厚み 15mm  

カラー ●●●●●●●●● ●●●●●●●●● ●●●●  

希望小売価格 

当店販売価格 

1,232円 

●5％OFF→1,170円 

1,122円 

●5％OFF→1,066円 

1,980円 

●5％OFF→1,881円 

 



南京錠―ABUS(アバス) ナンバー可変式南京錠１４５② 『4桁ダイヤルで、高セキュリティ』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南京錠―ABUS(アバス) ナンバー可変式南京錠１４５②       ※2021年 7月より価格が変更になりました 

商品名 ナンバー可変式南京錠 

１４５-4d/30 

ナンバー可変式南京錠 

１４５-4d /20 

ナンバー可変式南京錠 

１４５IB/40 

ナンバー可変式南京錠 

１５1 

画像 

    

商品説明 小さくても 4 桁ダイヤルのハイセ

キュリティ。ダイカストより強固で

軽量（約 62g）なアルミボディー

採用。「カチッ」としたクリック感

で番号を合わせやすいダイヤル。

ロッカーやカバンの施錠におスス

メ。暗証番号は好きな番号に設

定可能。屋内向き。 

小さくても 4 桁ダイヤルのハイセ

キュリティ。ダイカストより強固で

軽量（約 30g）なアルミボディー

採用。「カチッ」としたクリック感

で番号を合わせやすいダイヤル。

ロッカーやカバンの施錠におスス

メ。暗証番号は好きな番号に設

定可能。屋内向き。 

4 桁ダイヤルのハイセキュリテ

ィ。空室管理や共用スペースな

ど、複数人での使用時に最適。

サビに強いステンレス鋼製シャッ

クル。ダイカストより強固で軽量

なアルミボディー採用。「カチッ」

としたクリック感で番号を合わせ

やすいダイヤル。暗証番号は好き

な番号に設定可能。屋内向き。 

おしゃれなデザイン。ロッカーやカ

バンの施錠におススメ。暗証番号

は好きな番号に設定可能。屋内

向き。 

現品限りで終了の商品です。 

材質 本体：アルミニウム、シャックル：

鉄（メッキ仕上げ）  

本体：アルミニウム、シャックル：

鉄（メッキ仕上げ）   

本体：アルミニウム、シャックル：

ステンレス  

本体：亜鉛ダイキャスト 

ｻｲｽﾞ 幅 31.5ｘ高さ 73ｘ厚み 15mm 幅 23ｘ高さ 58ｘ厚み 13.5mm 幅 41.5ｘ高さ 77.5ｘ厚み 17mm  

カラー ●● ●● ●●● ● 在庫限り 

希望小売価格 

当店販売価格 

1,716円 

●5％OFF→1,630円 

1,320円 

●5％OFF→1,254円 

2,156円 

●5％OFF→2,048円 

814円 

●5％OFF→773円 

 



南京錠―ALPHA 『真鍮製南京錠の定番！』 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

南京錠―ALPHA 

商品名 真鍮南京錠 

No.1000-50KD（バラ） 

真鍮南京錠 

No.1000-45KD（バラ） 

真鍮南京錠 

No.1000-40KD（バラ） 

真鍮南京錠 

No.1000-35KD（バラ） 

商品説明 真鍮製南京錠で一番使われてい

る南京錠。学校・施設など幅広く

使われています。 

同一番号錠や番号指定錠なども

お取り寄せできます。 

キー3本付き。 

一色のみ。 
 

真鍮製南京錠で一番使われてい

る南京錠。学校・施設など幅広く

使われています。 

同一番号錠や番号指定錠なども

お取り寄せできます。 

キー3本付き。 

一色のみ。 

 

真鍮製南京錠で一番使われてい

る南京錠。学校・施設など幅広く

使われています。 

同一番号錠や番号指定錠なども

お取り寄せできます。 

キー3本付き。 

一色のみ。 

 

真鍮製南京錠で一番使われてい

る南京錠。学校・施設など幅広く

使われています。 

同一番号錠や番号指定錠なども

お取り寄せできます。 

キー3本付き。 

一色のみ。 

 
材質 本体：真鍮、シャックル：真鍮  本体：真鍮、シャックル：真鍮  本体：真鍮、シャックル：真鍮  本体：真鍮、シャックル：真鍮  

ｻｲｽﾞ 幅 50ｘ高さ 58 mm 幅 45ｘ高さ 56mm 幅 40ｘ高さ 53mm 幅 35ｘ高さ 42.5mm 

希望小売価格 

当店販売価格 

4,345円 

●5％OFF→4,128円 

2,574円 

●5％OFF→2,445円 

1,958円 

●5％OFF→1,860円 

1,595円 

●5％OFF→1,515円 

 

商品名 真鍮南京錠 

No.1000-30KD（バラ） 

真鍮南京錠 

No.1000-20KD（バラ） 

ALPHA南京錠 

No.1000専用合カギ 

SALE 真鍮南京錠 

No.1000-50（紫箱） 

商品説明 真鍮製南京錠で一番使われてい

る南京錠。学校・施設など幅広く

使われています。 

同一番号錠や番号指定錠なども

お取り寄せできます。 

キー3本付き。 

一色のみ。 
 

真鍮製南京錠で一番使われてい

る南京錠。学校・施設など幅広く

使われています。 

同一番号錠や番号指定錠なども

お取り寄せできます。 

キー3本付き。 

一色のみ。 

 

「ALPHA南京錠 No.1000」専用

合カギが作成できます。 

南京錠購入時に追加でご注文く

ださい。または、付属の純正キー

をお持ちください。 

※純正キーお取り寄せの場合は

お問い合わせください。 

真鍮製南京錠で一番使われてい

る南京錠。学校・施設など幅広く

使われています。 

キー3本付き。 

キーナンバー #４０E0366 

箱劣化のため、お買い得になって

います。現品限りの商品です。 

 

材質 本体：真鍮、シャックル：真鍮  本体：真鍮、シャックル：真鍮   本体：真鍮、シャックル：真鍮  

ｻｲｽﾞ 幅 30ｘ高さ 41.5mm 幅 20ｘ高さ 32.5mm 南京錠サイズにより変わります 幅 50ｘ高さ 58 mm 

希望小売価格 

当店販売価格 

1,529円 

●5％OFF→1,453円 

1,386円 

●5％OFF→1,317円 

550円 

割引除外品 

4,565円 

20％OFF→4,337円 

※ALPHA南京錠は、在庫限りで今後はお取り寄せとさせていただきます。 

カギ番号指定の南京錠・純正キーのお取り寄せも可能です。 



南京錠―MOLA 

商品名 ナンバー可変式南京錠 

MOLA No.5500 

GUロック 40mm 

ナンバー可変式南京錠 

MOLA No.5500 

GUロック 25mm 

MOLA No.1000 

丸型 3段符合錠 

25mm 

スケルトントラベルロック 

MOLA MA200 

SALE (ワイヤー) 

画像  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品説明 4 桁ダイヤルのハイセキュリテ

ィ。暗証番号は好きな番号に設

定可能。取り扱いは在庫限りの商

品です。 

暗証番号は好きな番号に設定可

能。取り扱いは在庫限りの商品で

す。 

指定の 3 桁ダイヤルの丸型符合

錠。ポスト、ロッカー施錠などに

最適。取り扱いは在庫限りの商品

です。 

可変式文字合わせ錠付きワイヤ

ー。どこでも使えて、何にでも鍵

をかけられる！ 

ゴルフ・旅行・スキーなどにおスス

メ！在庫限りでお買い得！！ 

材質 本体：ダイキャスト（焼付塗装）、

シャックル：鉄（クロームメッキ）  

本体：ダイキャスト（焼付塗装）、

シャックル：鉄（クロームメッキ） 

 本体：ABS樹脂 

ワイヤー（ビニールコーティング） 

ｻｲｽﾞ 幅 43ｘ高さ 81ｘ厚み 16mm   本体：81×55mm 

ワイヤー長さ：700mm,Φ1.5ｍｍ 

カラー ● 在庫限り ● ● ● 在庫限り ● ● 在庫限り ● 在庫限り 

希望小売価格 

当店販売価格 

1,793円 

●5％OFF→1,703円 

1,100円 

●5％OFF→1,045円 

600円 

●5％OFF→５７０円 

880円 

20％OFF→7０4円 

 

南京錠―iNAHO（フキ） 

商品名 デジタル南京錠 

iNAHO 

SL-9 ４０ｍｍタイプ 

デジタル南京錠 

iNAHO 

SL-8 35ｍｍタイプ 

文字合わせ南京錠 

iNAHO 

ダイヤル 3段符合錠 

吊長 16mm SL-93 

 

画像 

   

 

 

商品説明 プッシュボタン式で、暗い場所で

も使いやすい。キーがいらないボ

タンを押すだけの簡単操作。暗証

番号のボタンを押して開錠してく

ださい。１色のみ。 

プッシュボタン式で、暗い場所で

も使いやすい。キーがいらないボ

タンを押すだけの簡単操作。暗証

番号のボタンを押して開錠してく

ださい。１色のみ。 

旅行カバンに付けて旅行先での

盗難防止に！ポスト錠に！小型

で吊が長いので、工夫次第で、

用途は様々！ 

 

材質     

ｻｲｽﾞ   錠Φ16ｘ高さ（錠：17.5、吊 25）mm  

カラー 在庫限りで取り寄せ 在庫限りで取り寄せ ● ● ● ● 

在庫限りで取り寄せ 

 

希望小売価格 

当店販売価格 

2,475円 

●5％OFF→2,351円 

2,255円 

●5％OFF→2,142円 

704円 

●5％OFF→669円 

 



南京錠―そのほか 

商品名 ナンバー可変式南京錠 

クローバー 

レジャーロック 

可変式文字合わせ 

DLOCK 

KDR-35 

SOLシリンダー南京錠 

No2500用合カギ 

 

 

画像 

   

 

 

商品説明 TSA 認可・容認のロック。アメリ

カ旅行の必需品！暗証番号は好

きな番号に設定可能。取り扱いは

在庫限りの商品です。 

アルミなので軽くてサビない。お

好きな番号に設定できます。登

山などには使用できません。 

「SOL シリンダー南京錠 No2500」

の合カギが作成できます。 

南京錠購入時に追加でご注文いた

だくこともできます。 

※純正キーお取り寄せの場合はお問

い合わせください。 

 

材質     

ｻｲｽﾞ  約 94×56×D13mm 南京錠サイズにより変わります  

カラー ● ● 在庫限り ● 在庫限り   

希望小売価格 

当店販売価格 

880円 

●5％OFF→836円 

800円 

●5％OFF→760円 

550円 

割引除外品 

 

 

南京錠 『在庫限りのお買い得！』 

商品名 SALE  

ALPHA真鍮南京錠 

No.1000-50（紫箱） 

SALE  

SOLシリンダー南京錠 

No2500-35バラ（旧箱） 

SALE  

SOLシリンダー南京錠 

No2500-70バラ（旧箱） 

スケルトントラベルロック 

MOLA MA200 

SALE (ワイヤー) 

画像  

  

 

 

商品説明 真鍮製南京錠で一番使われてい

る南京錠。学校・施設など幅広く

使われています。 

キー3本付き。 

キーナンバー #４０E0366 

箱劣化のため、お買い得になって

います。現品限りの商品です。 

耐久性にすぐれ、様々な用途にご

使用していただけます。 

旧箱商品につき、お買い得になっ

ています。現品限りの商品です。 

耐久性にすぐれ、様々な用途にご

使用していただけます。 

旧箱商品につき、お買い得になって

います。現品限りの商品です。 

可変式文字合わせ錠付きワイヤ

ー。どこでも使えて、何にでも鍵

をかけられる！ 

ゴルフ・旅行・スキーなどにおス

スメ！在庫限りでお買い得！！ 

材質 本体：真鍮、シャックル：真鍮  本体：真鍮 本体：真鍮 本体：ABS樹脂 

ワイヤー（ビニールコーティング） 

ｻｲｽﾞ 幅 50ｘ高さ 58 mm 幅 33ｘ高さ（錠：26.2、吊 16）mm 幅 68.5ｘ高さ（錠：51、吊 40）mm 本体：81×55mm 

ワイヤー長さ：700mm,Φ1.5ｍｍ 

カラー  現品限り 現品限り ● 現品限り 

希望小売価格 

当店販売価格 

3,476円 

20％OFF→2,781円 

1,210円 

30％OFF→847円 

8,778円 

50％OFF→4,389円 

880円 

20％OFF→7０4円 

※SALEお買い得価格は、現金決済のみとさせていただきます。送料割引・KHSAポイント押印は除外です。 


