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グッドデザイン賞受賞商品をはじめ、

多彩なフォルム、色、素材使いから選べるレバーハンドル。

さまざまなインテリアに調和する洗練されたデザインで、

空間づくりをさりげなくお手伝いします。

幅広い内装に対応するバリエーション。

Lever handles
レバーハンドル 

mano

レバー
ハンドル 

Hi-LEVER
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業者様専用カタログのため表示価格に消費税は含まれておりません。

84N

クローム＋ニッケル
84N-3ND-Cr 
内締錠

84N-1M-Cr 

クローム＋ニッケル
84N-4NDSQ-Cr 
表示錠

クローム＋ニッケル
84N-4PYB-Cr 
表示錠

ケース錠仕様 機能 丸座クローム 角座クローム 横長角座クローム

LSミニケース錠仕様 空錠 LS-84N-1M-Cr ¥6,200 LS-84N-1SQ-Cr ¥7,120 LS-84N-1YB-Cr ¥7,900

LVSケース錠仕様

空錠 LVS-84N-1M-Cr ¥7,200 LVS-84N-1SQ-Cr ¥8,120 LVS-84N-1YB-Cr ¥8,900

ND type
（丸サムターン座）

内締錠 LVS-84N-3ND-Cr ¥8,810 LVS-84N-3NDSQ-Cr ¥9,730 LVS-84N-3NDYB-Cr ¥10,510

表示錠 LVS-84N-4ND-Cr ¥8,810 LVS-84N-4NDSQ-Cr ¥9,730 LVS-84N-4NDYB-Cr ¥10,510

簡易シリンダー錠 LVS-84N-5ND-Cr ¥10,970 LVS-84N-5NDSQ-Cr ¥11,890 LVS-84N-5NDYB-Cr ¥12,670

P type
（角サムターン座）

内締錠 − LVS-84N-3PSQ-Cr ¥10,680 LVS-84N-3PYB-Cr ¥11,650

表示錠 − LVS-84N-4PSQ-Cr ¥10,680 LVS-84N-4PYB-Cr ¥11,650

簡易シリンダー錠 − LVS-84N-5PSQ-Cr ¥12,840 LVS-84N-5PYB-Cr ¥13,810

 仕様・セット価格表 →P.49〜P.52

材 質：亜鉛合金＋アルミ合金
表 面 仕 上：メッキ(N色のみ＋クリアー仕上）
仕 上：1カラー（Cr+N)
バックセット：51mm
扉 厚 対 応：丸座28〜40mm

角座33〜40mm
横長角座33〜40mm
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業者様専用カタログのため表示価格に消費税は含まれておりません。

クローム＋ニッケル
83N-3ND-Cr 
内締錠

83N-1SQ-Cr 

クローム＋ニッケル
83N-4PSQ-Cr 
表示錠

クローム＋ニッケル
83N-5PYB-Cr 
簡易シリンダー錠

ケース錠仕様 機能 丸座クローム 角座クローム 横長角座クローム

LSミニケース錠仕様 空錠 LS-83N-1M-Cr ¥6,200 LS-83N-1SQ-Cr ¥7,120 LS-83N-1YB-Cr ¥7,900

LVSケース錠仕様

空錠 LVS-83N-1M-Cr ¥7,200 LVS-83N-1SQ-Cr ¥8,120 LVS-83N-1YB-Cr ¥8,900

ND type
（丸サムターン座）

内締錠 LVS-83N-3ND-Cr ¥8,810 LVS-83N-3NDSQ-Cr ¥9,730 LVS-83N-3NDYB-Cr ¥10,510

表示錠 LVS-83N-4ND-Cr ¥8,810 LVS-83N-4NDSQ-Cr ¥9,730 LVS-83N-4NDYB-Cr ¥10,510

簡易シリンダー錠 LVS-83N-5ND-Cr ¥10,970 LVS-83N-5NDSQ-Cr ¥11,890 LVS-83N-5NDYB-Cr ¥12,670

P type
（角サムターン座）

内締錠 − LVS-83N-3PSQ-Cr ¥10,680 LVS-83N-3PYB-Cr ¥11,650

表示錠 − LVS-83N-4PSQ-Cr ¥10,680 LVS-83N-4PYB-Cr ¥11,650

簡易シリンダー錠 − LVS-83N-5PSQ-Cr ¥12,840 LVS-83N-5PYB-Cr ¥13,810

 仕様・セット価格表 →P.49〜P.52

材 質：亜鉛合金＋アルミ合金
表 面 仕 上：メッキ(N色のみ＋クリアー仕上）
仕 上：1カラー（Cr+N)
バックセット：51mm
扉 厚 対 応：丸座28〜40mm

角座33〜40mm
横長角座33〜40mm

83N
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業者様専用カタログのため表示価格に消費税は含まれておりません。

材 質：亜鉛合金＋アルミ合金
表 面 仕 上：メッキ(N色のみ＋クリアー仕上）
仕 上：1カラー（Cr+N)
バックセット：51mm
扉 厚 対 応：丸座28〜40mm

角座33〜40mm
横長角座33〜40mm

82N

 仕様・セット価格表 →P.49〜P.52

ケース錠仕様 機能 丸座クローム 角座クローム 横長角座クローム

LSミニケース錠仕様 空錠 LS-82N-1M-Cr ¥6,200 LS-82N-1SQ-Cr ¥7,120 LS-82N-1YB-Cr ¥7,900

LVSケース錠仕様

空錠 LVS-82N-1M-Cr ¥7,200 LVS-82N-1SQ-Cr ¥8,120 LVS-82N-1YB-Cr ¥8,900

ND type
（丸サムターン座）

内締錠 LVS-82N-3ND-Cr ¥8,810 LVS-82N-3NDSQ-Cr ¥9,730 LVS-82N-3NDYB-Cr ¥10,510

表示錠 LVS-82N-4ND-Cr ¥8,810 LVS-82N-4NDSQ-Cr ¥9,730 LVS-82N-4NDYB-Cr ¥10,510

簡易シリンダー錠 LVS-82N-5ND-Cr ¥10,970 LVS-82N-5NDSQ-Cr ¥11,890 LVS-82N-5NDYB-Cr ¥12,670

P type
（角サムターン座）

内締錠 − LVS-82N-3PSQ-Cr ¥10,680 LVS-82N-3PYB-Cr ¥11,650

表示錠 − LVS-82N-4PSQ-Cr ¥10,680 LVS-82N-4PYB-Cr ¥11,650

簡易シリンダー錠 − LVS-82N-5PSQ-Cr ¥12,840 LVS-82N-5PYB -Cr ¥13,810

クローム＋ニッケル
82N-3ND-Cr 
内締錠

82N-1SQ-Cr 

クローム＋ニッケル
82N-3PSQ-Cr 
内締錠

クローム＋ニッケル
82N-4PYB-Cr 
表示錠
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業者様専用カタログのため表示価格に消費税は含まれておりません。

材 質
［表面仕上］

：亜鉛合金［メッキ］
ステンレスパイプ［生地］

仕 上：1カラー(Cr+SUS)
バックセット：51mm
扉 厚 対 応：丸座28〜40mm

角座33〜40mm
横長角座33〜40mm

81

 仕様・セット価格表 →P.49〜P.52

クローム＋ステンレス
81-3ND-Cr 
内締錠

81-1M-Cr 

クローム＋ステンレス
81-3NDSQ-Cr 
内締錠

クローム＋ステンレス
81-4PSQ-Cr 
表示錠

ケース錠仕様 機能 丸座クローム 角座クローム 横長角座クローム

LSミニケース錠仕様 空錠 LS-81-1M-Cr ¥7,310 LS-81-1SQ-Cr ¥8,230 LS-81-1YB-Cr ¥9,010

LVSケース錠仕様

空錠 LVS-81-1M-Cr ¥8,310 LVS-81-1SQ-Cr ¥9,230 LVS-81-1YB-Cr ¥10,010

ND type
（丸サムターン座）

内締錠 LVS-81-3ND-Cr ¥9,920 LVS-81-3NDSQ-Cr ¥10,840 LVS-81-3NDYB-Cr ¥11,620

表示錠 LVS-81-4ND-Cr ¥9,920 LVS-81-4NDSQ-Cr ¥10,840 LVS-81-4NDYB-Cr ¥11,620

簡易シリンダー錠 LVS-81-5ND-Cr ¥12,080 LVS-81-5NDSQ-Cr ¥13,000 LVS-81-5NDYB-Cr ¥13,780

P type
（角サムターン座）

内締錠 − LVS-81-3PSQ-Cr ¥11,790 LVS-81-3PYB-Cr ¥12,760

表示錠 − LVS-81-4PSQ-Cr ¥11,790 LVS-81-4PYB-Cr ¥12,760

簡易シリンダー錠 − LVS-81-5PSQ-Cr ¥13,950 LVS-81-5PYB-Cr ¥14,920
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業者様専用カタログのため表示価格に消費税は含まれておりません。

W・R・B（丸座）

材 質
［表面仕上］

：亜鉛合金［メッキ］
木部［樹脂含浸積層強化木］

仕 上：1カラー×木部3カラー
バックセット：51mm
扉 厚 対 応：丸座28〜40mm

81 

 仕様・セット価格表 →P.49〜P.52

81W-1M-Cr 

クローム＋
ホワイティッシュブラウン
81W-3ND-Cr 
内締錠

クローム＋
レディッシュブラウン
81R-4ND-Cr 
表示錠

クローム＋
ブラッキッシュブラウン
81B-5ND-Cr 
簡易シリンダー錠

ケース錠仕様 機能 丸座クローム
＋ホワイティッシュブラウン

丸座クローム
＋レディッシュブラウン

丸座クローム
＋ブラッキッシュブラウン

LSミニケース錠仕様 空錠 LS-81W-1M-Cr ¥11,670 LS-81R-1M-Cr ¥10,690 LS-81B-1M-Cr ¥11,210

LVSケース錠仕様

空錠 LVS-81W-1M-Cr ¥12,670 LVS-81R-1M-Cr ¥11,690 LVS-81B-1M-Cr ¥12,210

内締錠 LVS-81W-3ND-Cr ¥14,280 LVS-81R-3ND-Cr ¥13,300 LVS-81B-3ND-Cr ¥13,820

表示錠 LVS-81W-4ND-Cr ¥14,280 LVS-81R-4ND-Cr ¥13,300 LVS-81B-4ND-Cr ¥13,820

簡易シリンダー錠 LVS-81W-5ND-Cr ¥16,440 LVS-81R-5ND-Cr ¥15,460 LVS-81B-5ND-Cr ¥15,980

樹脂含浸積層強化木
薄板を重ねてフェノール樹脂
を含浸・圧縮する事で、強度と
品質の安定性を高めました。

木部カラー

W:ホワイティッシュブラウン

R:レディッシュブラウン

B:ブラッキッシュブラウン
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業者様専用カタログのため表示価格に消費税は含まれておりません。

ケース錠仕様 機能 角座クローム
＋ホワイティッシュブラウン

角座クローム
＋レディッシュブラウン

角座クローム
＋ブラッキッシュブラウン

LSミニケース錠仕様 空錠 LS-81W-1SQ-Cr ¥12,590 LS-81R-1SQ-Cr ¥11,610 LS-81B-1SQ-Cr ¥12,130

LVSケース錠仕様

空錠 LVS-81W-1SQ-Cr ¥13,590 LVS-81R-1SQ-Cr ¥12,610 LVS-81B-1SQ-Cr ¥13,130

ND type
（丸サムターン座）

内締錠 LVS-81W-3NDSQ-Cr ¥15,200 LVS-81R-3NDSQ-Cr ¥14,220 LVS-81B-3NDSQ-Cr ¥14,740

表示錠 LVS-81W-4NDSQ-Cr ¥15,200 LVS-81R-4NDSQ-Cr ¥14,220 LVS-81B-4NDSQ-Cr ¥14,740

簡易シリンダー錠 LVS-81W-5NDSQ-Cr ¥17,360 LVS-81R-5NDSQ-Cr ¥16,380 LVS-81B-5NDSQ-Cr ¥16,900

P type
（角サムターン座）

内締錠 LVS-81W-3PSQ-Cr ¥16,150 LVS-81R-3PSQ-Cr ¥15,170 LVS-81B-3PSQ-Cr ¥15,690

表示錠 LVS-81W-4PSQ-Cr ¥16,150 LVS-81R-4PSQ-Cr ¥15,170 LVS-81B-4PSQ-Cr ¥15,690

簡易シリンダー錠 LVS-81W-5PSQ-Cr ¥18,310 LVS-81R-5PSQ-Cr ¥17,330 LVS-81B-5PSQ-Cr ¥17,850

材 質
［表面仕上］

：亜鉛合金［メッキ］
木部［樹脂含浸積層強化木］

仕 上：1カラー×木部3カラー
バックセット：51mm
扉 厚 対 応：角座33〜40mm

81SQ
W・R・B（角座）

 仕様・セット価格表 →P.49〜P.52

クローム＋
ホワイティッシュブラウン
81W-3PSQ-Cr 
内締錠

クローム＋
レディッシュブラウン
81R-4PSQ-Cr 
表示錠

クローム＋
ブラッキッシュブラウン
81B-5PSQ-Cr 
簡易シリンダー錠

81R-1SQ-Cr

樹脂含浸積層強化木
薄板を重ねてフェノール樹脂
を含浸・圧縮する事で、強度と
品質の安定性を高めました。

木部カラー

W:ホワイティッシュブラウン

R:レディッシュブラウン

B:ブラッキッシュブラウン
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業者様専用カタログのため表示価格に消費税は含まれておりません。

ケース錠仕様 機能 横長角座クローム
＋ホワイティッシュブラウン

横長角座クローム
＋レディッシュブラウン

横長角座クローム
＋ブラッキッシュブラウン

LSミニケース錠仕様 空錠 LS-81W-1YB-Cr ¥13,370 LS-81R-1YB-Cr ¥12,390 LS-81B-1YB-Cr ¥12,910

LVSケース錠仕様

空錠 LVS-81W-1YB-Cr ¥14,370 LVS-81R-1YB-Cr ¥13,390 LVS-81B-1YB-Cr ¥13,910

ND type
（丸サムターン座）

内締錠 LVS-81W-3NDYB-Cr ¥15,980 LVS-81R-3NDYB-Cr ¥15,000 LVS-81B-3NDYB-Cr ¥15,520

表示錠 LVS-81W-4NDYB-Cr ¥15,980 LVS-81R-4NDYB-Cr ¥15,000 LVS-81B-4NDYB-Cr ¥15,520

簡易シリンダー錠 LVS-81W-5NDYB-Cr ¥18,140 LVS-81R-5NDYB-Cr ¥17,160 LVS-81B-5NDYB-Cr ¥17,680

P type
（角サムターン座）

内締錠 LVS-81W-3PYB-Cr ¥17,120 LVS-81R-3PYB-Cr ¥16,140 LVS-81B-3PYB-Cr ¥16,660

表示錠 LVS-81W-4PYB-Cr ¥17,120 LVS-81R-4PYB-Cr ¥16,140 LVS-81B-4PYB-Cr ¥16,660

簡易シリンダー錠 LVS-81W-5PYB-Cr ¥19,280 LVS-81R-5PYB-Cr ¥18,300 LVS-81B-5PYB-Cr ¥18,820

材 質
［表面仕上］

：亜鉛合金［メッキ］
木部［樹脂含浸積層強化木］

仕 上：1カラー×木部3カラー
バックセット：51mm
扉 厚 対 応：横長角座33〜40mm

81YB
W・R・B（横長角座）

 仕様・セット価格表 →P.49〜P.52

クローム＋
ホワイティッシュブラウン
81W-3PYB-Cr 
内締錠

クローム＋
レディッシュブラウン
81R-4PYB-Cr 
表示錠

クローム＋
ブラッキッシュブラウン
81B-5PYB-Cr 
簡易シリンダー錠

81B-1YB-Cr

樹脂含浸積層強化木
薄板を重ねてフェノール樹脂
を含浸・圧縮する事で、強度と
品質の安定性を高めました。

木部カラー

W:ホワイティッシュブラウン

R:レディッシュブラウン

B:ブラッキッシュブラウン
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業者様専用カタログのため表示価格に消費税は含まれておりません。

プッシュプル錠

301 

301-1M-Cr 

材 質
［表面仕上］

：亜鉛合金［メッキ］
ステンレスプレート［クリアー仕上］

仕 上：1カラー（Cr+SUS)
バックセット：51mm
扉 厚 対 応：丸座30〜40mm

クローム＋ステンレス
PPV-301-3ND-Cr 
内締錠

クローム＋ステンレス
PPV-301-4ND-Cr 
表示錠

クローム＋ステンレス
PPV-301-5ND-Cr 
簡易シリンダー錠

機能 丸座クローム

空錠 PPV-301-1M-Cr ¥11,130

内締錠 PPV-301-3ND-Cr ¥12,960

表示錠 PPV-301-4ND-Cr ¥12,960

簡易シリンダー錠 PPV-301-5ND-Cr ¥15,120

※ プッシュプル錠は、他のレバーシリーズ(LVSケース錠）と同一のドア切欠き加工となっていますのでレバーハンドル
からプッシュプルハンドルヘの交換が容易です。（切欠き加工図はP.59)

受注生産品
（納期約1ヶ月）

施錠時には「デッドボルト」で
固定しますので、確実に施錠
できます。
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業者様専用カタログのため表示価格に消費税は含まれておりません。

材 質：アルミ合金
表 面 仕 上：メッキ(N色のみ＋クリアー仕上）
仕 上：2カラー(Cr・N)
バックセット：51mm
扉 厚 対 応：丸座28〜40mm

角座33〜40mm
横長角座33〜40mm

66A

 仕様・セット価格表 →P.49〜P.52

ケース錠仕様 機能 丸座クローム 丸座ニッケル 角座クローム 角座ニッケル 横長角座クローム 横長角座ニッケル

LSミニケース錠仕様 空錠 LS-66A-1M-Cr LS-66A-1M-N LS-66A-1SQ-Cr LS-66A-1SQ-N LS-66A-1YB-Cr LS-66A-1YB-N
¥4,530 ¥4,190 ¥5,450 ¥5,450 ¥6,230 ¥6,230

LVS
ケース錠
仕様

空錠 LVS-66A-1M-Cr LVS-66A-1M-N LVS-66A-1SQ-Cr LVS-66A-1SQ-N LVS-66A-1YB-Cr LVS-66A-1YB-N
¥5,530 ¥5,190 ¥6,450 ¥6,450 ¥7,230 ¥7,230

ND type
（丸サムターン座）

内締錠 LVS-66A-3ND-Cr LVS-66A-3ND-N LVS-66A-3NDSQ-Cr LVS-66A-3NDSQ-N LVS-66A-3NDYB-Cr LVS-66A-3NDYB-N
¥7,140 ¥6,800 ¥8,060 ¥8,060 ¥8,840 ¥8,840

表示錠 LVS-66A-4ND-Cr LVS-66A-4ND-N LVS-66A-4NDSQ-Cr LVS-66A-4NDSQ-N LVS-66A-4NDYB-Cr LVS-66A-4NDYB-N
¥7,140 ¥6,800 ¥8,060 ¥8,060 ¥8,840 ¥8,840

簡易
シリンダー錠

LVS-66A-5ND-Cr LVS-66A-5ND-N LVS-66A-5NDSQ-Cr LVS-66A-5NDSQ-N LVS-66A-5NDYB-Cr LVS-66A-5NDYB-N
¥9,300 ¥8,960 ¥10,220 ¥10,220 ¥11,000 ¥11,000

P type
（角サムターン座）

内締錠 − −
LVS-66A-3PSQ-Cr LVS-66A-3PSQ-N LVS-66A-3PYB-Cr LVS-66A-3PYB-N

¥9,010 ¥9,010 ¥9,980 ¥9,980

表示錠 − −
LVS-66A-4PSQ-Cr LVS-66A-4PSQ-N LVS-66A-4PYB-Cr LVS-66A-4PYB-N

¥9,010 ¥9,010 ¥9,980 ¥9,980

簡易
シリンダー錠 − −

LVS-66A-5PSQ-Cr LVS-66A-5PSQ-N LVS-66A-5PYB-Cr LVS-66A-5PYB-N
¥11,170 ¥11,170 ¥12,140 ¥12,140

ニッケル
66A-4ND-N 
表示錠

クローム
66A-3PSQ-Cr 
内締錠

ニッケル
66A-4PYB-N 
サムターン（内側）

66A-1M-Cr
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業者様専用カタログのため表示価格に消費税は含まれておりません。

材 質：アルミ合金
表 面 仕 上：MS色塗装仕上
バックセット：51mm
扉 厚 対 応：丸座・小判座28〜40mm

角座33〜40mm

66A 

 仕様・セット価格表 →P.49〜P.52

ケース錠仕様 機能 丸座MS色 角座MS色

LSミニケース錠仕様 空錠 LS-66A-1M-MS LS-66A-1SQJ-MS
¥3,780 ¥4,090

LVSケース錠仕様

空錠 LVS-66A-1M-MS LVS-66A-1SQJ-MS
¥4,780 ¥5,090

内締錠 LVS-66A-3ND-MS LVS-66A-3PSQJ-MS
¥6,400 ¥6,710

表示錠 LVS-66A-4ND-MS LVS-66A-4PSQJ-MS
¥6,400 ¥6,710

簡易シリンダー錠 LVS-66A-5ND-MS LVS-66A-5PSQJ-MS
¥8,560 ¥8,870

K13小判座

ケース錠仕様 機能 小判座MS色

LSミニケース錠仕様

空錠 LS-66A-1K13-MS
¥4,750

内締錠 LS-66A-3K13-MS
¥5,950

表示錠 LS-66A-4K13-MS
¥5,950

簡易シリンダー錠 LS-66A-5K13-MS
¥8,260

66A-1M-MS

66A-3ND-MS 
内締錠

66A-4PSQJ-MS 
表示錠

66A-3K13-MS
内締錠

※SQJ角座は樹脂製カバーです。

※ LVSケース錠仕様も選べます。(LVS-66A-でご指定ください。1,000円アップです。）

塗装シルバー仕上
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業者様専用カタログのため表示価格に消費税は含まれておりません。

65A

材 質：アルミ合金
表 面 仕 上：メッキ(N色のみ＋クリアー仕上）
仕 上：2カラー(Cr・N)
バックセット：51mm
扉 厚 対 応：丸座28〜40mm

角座33〜40mm
横長角座33〜40mm

65A-1M-Cr 

 仕様・セット価格表 →P.49〜P.52

クローム
65A-4ND-Cr 
表示錠

ニッケル
65A-4PSQ-N 
表示錠

クローム
65A-4PYB-Cr 
サムターン（内側）

ケース錠仕様 機能 丸座クローム 丸座ニッケル 角座クローム 角座ニッケル 横長角座クローム 横長角座ニッケル

LSミニケース錠仕様 空錠 LS-65A-1M-Cr LS-65A-1M-N LS-65A-1SQ-Cr LS-65A-1SQ-N LS-65A-1YB-Cr LS-65A-1YB-N
¥4,530 ¥4,190 ¥5,450 ¥5,450 ¥6,230 ¥6,230

LVS
ケース錠
仕様

空錠 LVS-65A-1M-Cr LVS-65A-1M-N LVS-65A-1SQ-Cr LVS-65A-1SQ-N LVS-65A-1YB-Cr LVS-65A-1YB-N
¥5,530 ¥5,190 ¥6,450 ¥6,450 ¥7,230 ¥7,230

ND type
（丸サムターン座）

内締錠 LVS-65A-3ND-Cr LVS-65A-3ND-N LVS-65A-3NDSQ-Cr LVS-65A-3NDSQ-N LVS-65A-3NDYB-Cr LVS-65A-3NDYB-N
¥7,140 ¥6,800 ¥8,060 ¥8,060 ¥8,840 ¥8,840

表示錠 LVS-65A-4ND-Cr LVS-65A-4ND-N LVS-65A-4NDSQ-Cr LVS-65A-4NDSQ-N LVS-65A-4NDYB-Cr LVS-65A-4NDYB-N
¥7,140 ¥6,800 ¥8,060 ¥8,060 ¥8,840 ¥8,840

簡易
シリンダー錠

LVS-65A-5ND-Cr LVS-65A-5ND-N LVS-65A-5NDSQ-Cr LVS-65A-5NDSQ-N LVS-65A-5NDYB-Cr LVS-65A-5NDYB-N
¥9,300 ¥8,960 ¥10,220 ¥10,220 ¥11,000 ¥11,000

P type
（角サムターン座）

内締錠 − −
LVS-65A-3PSQ-Cr LVS-65A-3PSQ-N LVS-65A-3PYB-Cr LVS-65A-3PYB-N

¥9,010 ¥9,010 ¥9,980 ¥9,980

表示錠 − −
LVS-65A-4PSQ-Cr LVS-65A-4PSQ-N LVS-65A-4PYB-Cr LVS-65A-4PYB-N

¥9,010 ¥9,010 ¥9,980 ¥9,980

簡易
シリンダー錠 − −

LVS-65A-5PSQ-Cr LVS-65A-5PSQ-N LVS-65A-5PYB-Cr LVS-65A-5PYB-N
¥11,170 ¥11,170 ¥12,140 ¥12,140
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業者様専用カタログのため表示価格に消費税は含まれておりません。

65A 

材 質：アルミ合金
表 面 仕 上：塗装仕上
仕 上：2カラー(塗装シルバー・ 

塗装つや消しブラック）
バックセット：51mm
扉 厚 対 応：丸座・小判座28〜40mm

角座33〜40mm

 仕様・セット価格表 →P.49〜P.52

65A-1M-ZB

65A-4ND-MS 
表示錠

65A-5PSQJ-ZB
簡易シリンダー錠

65A-4K13-MS 
表示錠

ケース錠
仕様 機能 丸座

塗装シルバー
丸座
塗装つや消しブラック

角座
塗装シルバー

角座
塗装つや消しブラック

LSミニ
ケース錠
仕様

空錠 LS-65A-1M-MS LS-65A-1M-ZB LS-65A-1SQJ-MS LS-65A-1SQJ-ZB
¥3,780 ¥4,530 ¥4,090 ¥5,450

LVS
ケース錠
仕様

空錠 LVS-65A-1M-MS LVS-65A-1M-ZB LVS-65A-1SQJ-MS LVS-65A-1SQJ-ZB
¥4,780 ¥5,530 ¥5,090 ¥6,450

内締錠 LVS-65A-3ND-MS LVS-65A-3ND-ZB LVS-65A-3PSQJ-MS LVS-65A-3PSQJ-ZB
¥6,400 ¥7,140 ¥6,710 ¥9,010

表示錠 LVS-65A-4ND-MS LVS-65A-4ND-ZB LVS-65A-4PSQJ-MS LVS-65A-4PSQJ-ZB
¥6,400 ¥7,140 ¥6,710 ¥9,010

簡易
シリンダー錠

LVS-65A-5ND-MS LVS-65A-5ND-ZB LVS-65A-5PSQJ-MS LVS-65A-5PSQJ-ZB
¥8,560 ¥9,300 ¥8,870 ¥11,170

K13小判座
ケース錠
仕様 機能 小判座

塗装シルバー

LSミニ
ケース錠
仕様

空錠 LS-65A-1K13-MS
¥4,750

内締錠 LS-65A-3K13-MS
¥5,950

表示錠 LS-65A-4K13-MS
¥5,950

簡易
シリンダー錠

LS-65A-5K13-MS
¥8,260

※ LVSケース錠仕様も選べます。(LVS-65A-でご指定くだ
さい。1,000円アップです。）

※SQJ角座は樹脂製カバーです。

塗装仕上
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業者様専用カタログのため表示価格に消費税は含まれておりません。

材 質：アルミ合金
表 面 仕 上：メッキ(N色のみ＋クリアー仕上）
仕 上：2カラー(Cr・N)
バックセット：51mm
扉 厚 対 応：丸座28〜40mm

角座33〜40mm
横長角座33〜40mm

62A

 仕様・セット価格表 →P.49〜P.52

62A-1M-Cr 

ニッケル
62A-4ND-N
表示錠

クローム
62A-3PSQ-Cr 
内締錠

ニッケル
62A-5PYB-N
簡易シリンダー錠

ケース錠仕様 機能 丸座クローム 丸座ニッケル 角座クローム 角座ニッケル 横長角座クローム 横長角座ニッケル

LSミニケース錠仕様 空錠 LS-62A-1M-Cr LS-62A-1M-N LS-62A-1SQ-Cr LS-62A-1SQ-N LS-62A-1YB-Cr LS-62A-1YB-N
¥4,530 ¥4,190 ¥5,450 ¥5,450 ¥6,230 ¥6,230

LVS
ケース錠
仕様

空錠 LVS-62A-1M-Cr LVS-62A-1M-N LVS-62A-1SQ-Cr LVS-62A-1SQ-N LVS-62A-1YB-Cr LVS-62A-1YB-N
¥5,530 ¥5,190 ¥6,450 ¥6,450 ¥7,230 ¥7,230

ND type
（丸サムターン座）

内締錠 LVS-62A-3ND-Cr LVS-62A-3ND-N LVS-62A-3NDSQ-Cr LVS-62A-3NDSQ-N LVS-62A-3NDYB-Cr LVS-62A-3NDYB-N
¥7,140 ¥6,800 ¥8,060 ¥8,060 ¥8,840 ¥8,840

表示錠 LVS-62A-4ND-Cr LVS-62A-4ND-N LVS-62A-4NDSQ-Cr LVS-62A-4NDSQ-N LVS-62A-4NDYB-Cr LVS-62A-4NDYB-N
¥7,140 ¥6,800 ¥8,060 ¥8,060 ¥8,840 ¥8,840

簡易
シリンダー錠

LVS-62A-5ND-Cr LVS-62A-5ND-N LVS-62A-5NDSQ-Cr LVS-62A-5NDSQ-N LVS-62A-5NDYB-Cr LVS-62A-5NDYB-N
¥9,300 ¥8,960 ¥10,220 ¥10,220 ¥11,000 ¥11,000

P type
（角サムターン座）

内締錠 − −
LVS-62A-3PSQ-Cr LVS-62A-3PSQ-N LVS-62A-3PYB-Cr LVS-62A-3PYB-N

¥9,010 ¥9,010 ¥9,980 ¥9,980

表示錠 − −
LVS-62A-4PSQ-Cr LVS-62A-4PSQ-N LVS-62A-4PYB-Cr LVS-62A-4PYB-N

¥9,010 ¥9,010 ¥9,980 ¥9,980

簡易
シリンダー錠 − −

LVS-62A-5PSQ-Cr LVS-62A-5PSQ-N LVS-62A-5PYB-Cr LVS-62A-5PYB-N
¥11,170 ¥11,170 ¥12,140 ¥12,140
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業者様専用カタログのため表示価格に消費税は含まれておりません。

mano

レバー
ハンドル 

材 質：アルミ合金
表 面 仕 上：塗装仕上
仕 上：2カラー(塗装シルバー・ 

塗装つや消しブラック）
バックセット：51mm
扉 厚 対 応：丸座・小判座28〜40mm

角座33〜40mm

62A 
62A-1SQJ-ZB 

 仕様・セット価格表 →P.49〜P.52
62A-5ND-MS 
簡易シリンダー錠

62A-5K13-MS 
簡易シリンダー錠

62A-3PSQJ-ZB 
内締錠

ケース錠
仕様 機能 丸座

塗装シルバー
丸座
塗装つや消しブラック

角座
塗装シルバー

角座
塗装つや消しブラック

LSミニ
ケース錠
仕様

空錠 LS-62A-1M-MS LS-62A-1M-ZB LS-62A-1SQJ-MS LS-62A-1SQJ-ZB
¥3,780 ¥4,530 ¥4,090 ¥5,450

LVS
ケース錠
仕様

空錠 LVS-62A-1M-MS LVS-62A-1M-ZB LVS-62A-1SQJ-MS LVS-62A-1SQJ-ZB
¥4,780 ¥5,530 ¥5,090 ¥6,450

内締錠 LVS-62A-3ND-MS LVS-62A-3ND-ZB LVS-62A-3PSQJ-MS LVS-62A-3PSQJ-ZB
¥6,400 ¥7,140 ¥6,710 ¥9,010

表示錠 LVS-62A-4ND-MS LVS-62A-4ND-ZB LVS-62A-4PSQJ-MS LVS-62A-4PSQJ-ZB
¥6,400 ¥7,140 ¥6,710 ¥9,010

簡易
シリンダー錠

LVS-62A-5ND-MS LVS-62A-5ND-ZB LVS-62A-5PSQJ-MS LVS-62A-5PSQJ-ZB
¥8,560 ¥9,300 ¥8,870 ¥11,170

K13小判座
ケース錠
仕様 機能 小判座

塗装シルバー

LSミニ
ケース錠
仕様

空錠 LS-62A-1K13-MS
¥4,750

内締錠 LS-62A-3K13-MS
¥5,950

表示錠 LS-62A-4K13-MS
¥5,950

簡易
シリンダー錠

LS-62A-5K13-MS
¥8,260

※ LVSケース錠仕様も選べます。(LVS-62A-でご指定くだ
さい。1,000円アップです。）

※SQJ角座は樹脂製カバーです。

塗装仕上
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業者様専用カタログのため表示価格に消費税は含まれておりません。

材 質：亜鉛合金
表 面 仕 上：メッキ＋クリアー仕上
仕 上：3カラー(N・G・SG)
バックセット：51mm
扉 厚 対 応：28〜40mm

52

丸座
ケース錠
仕様 機能 丸座

ニッケル
丸座
鏡面ゴールド

丸座
サテンゴールド

LSミニ
ケース錠
仕様

空錠 LS-52-1M-N LS-52-1M-G LS-52-1M-SG
¥4,830 ¥5,910 ¥5,350

LVS
ケース錠
仕様

空錠 LVS-52-1M-N LVS-52-1M-G LVS-52-1M-SG
¥5,830 ¥6,910 ¥6,350

内締錠 LVS-52-3ND-N LVS-52-3ND-G LVS-52-3ND-SG
¥7,440 ¥8,520 ¥7,960

表示錠 LVS-52-4ND-N LVS-52-4ND-G LVS-52-4ND-SG
¥7,440 ¥8,520 ¥7,960

簡易
シリンダー錠

LVS-52-5ND-N LVS-52-5ND-G LVS-52-5ND-SG
¥9,600 ¥10,680 ¥10,120

K13小判座
ケース錠
仕様 機能 小判座

ニッケル
小判座
鏡面ゴールド

小判座
サテンゴールド

LSミニ
ケース錠
仕様

空錠 LS-52-1K13-N LS-52-1K13-G LS-52-1K13-SG
¥5,800 ¥6,880 ¥6,320

内締錠 LS-52-3K13-N LS-52-3K13-G LS-52-3K13-SG
¥6,990 ¥8,070 ¥7,510

表示錠 LS-52-4K13-N LS-52-4K13-G LS-52-4K13-SG
¥6,990 ¥8,070 ¥7,510

簡易
シリンダー錠

LS-52-5K13-N LS-52-5K13-G LS-52-5K13-SG
¥9,310 ¥10,390 ¥9,830

※ LVSケース錠仕様も選べます。(LVS-52-でご指定ください。1,000円アップです。）

サテンゴールド
52-4ND-SG
表示錠

ニッケル
52-4K13-N
表示錠 仕様・セット価格表 →P.49〜P.52

52-1M-G
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業者様専用カタログのため表示価格に消費税は含まれておりません。

レバー
ハンドル 

Hi-LEVER

K13小判座

ケース錠仕様 機能 小判座
ニッケル

小判座
サテンゴールド

LS
ミニケース錠仕様

空錠 LS-43-1K13-N LS-43-1K13-SG
¥4,960 ¥5,190

内締錠 LS-43-3K13-N LS-43-3K13-SG
¥6,150 ¥6,380

表示錠 LS-43-4K13-N LS-43-4K13-SG
¥6,150 ¥6,380

簡易
シリンダー錠

LS-43-5K13-N LS-43-5K13-SG
¥8,470 ¥8,700

材 質：アルミ合金
表 面 仕 上：メッキ＋クリアー仕上
仕 上：2カラー(N・SG)
バックセット：51mm
扉 厚 対 応：28〜40mm

43

※ LVSケース錠仕様も選べます。(LVS-43-でご指定ください。1,000円アップです。）

 仕様・セット価格表 →P.49〜P.52

43-1M-SG

サテンゴールド
43-4ND-SG
表示錠

ニッケル
43-4K13-N
表示錠

丸座

ケース錠仕様 機能 丸座
ニッケル

丸座
サテンゴールド

LS
ミニケース錠仕様 空錠 LS-43-1M-N LS-43-1M-SG

¥3,990 ¥4,220

LVSケース錠仕様

空錠 LVS-43-1M-N LVS-43-1M-SG
¥4,990 ¥5,220

内締錠 LVS-43-3ND-N LVS-43-3ND-SG
¥6,600 ¥6,830

表示錠 LVS-43-4ND-N LVS-43-4ND-SG
¥6,600 ¥6,830

簡易
シリンダー錠

LVS-43-5ND-N LVS-43-5ND-SG
¥8,760 ¥8,990
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業者様専用カタログのため表示価格に消費税は含まれておりません。

材 質：アルミ合金
表 面 仕 上：メッキ＋クリアー仕上
仕 上：3カラー(N・G・SG)
バックセット：51mm
扉 厚 対 応：28〜40mm

42

 仕様・セット価格表 →P.49〜P.52

丸座
ケース錠
仕様 機能 丸座

ニッケル
丸座
鏡面ゴールド

丸座
サテンゴールド

LSミニ
ケース錠
仕様

空錠 LS-42-1M-N LS-42-1M-G LS-42-1M-SG
¥3,990 ¥4,750 ¥4,220

LVS
ケース錠
仕様

空錠 LVS-42-1M-N LVS-42-1M-G LVS-42-1M-SG
¥4,990 ¥5,750 ¥5,220

内締錠 LVS-42-3ND-N LVS-42-3ND-G LVS-42-3ND-SG
¥6,600 ¥7,360 ¥6,830

表示錠 LVS-42-4ND-N LVS-42-4ND-G LVS-42-4ND-SG
¥6,600 ¥7,360 ¥6,830

簡易
シリンダー錠

LVS-42-5ND-N LVS-42-5ND-G LVS-42-5ND-SG
¥8,760 ¥9,520 ¥8,990

K13小判座
ケース錠
仕様 機能 小判座

ニッケル
小判座
鏡面ゴールド

小判座
サテンゴールド

LSミニ
ケース錠
仕様

空錠 LS-42-1K13-N LS-42-1K13-G LS-42-1K13-SG
¥4,960 ¥5,720 ¥5,190

内締錠 LS-42-3K13-N LS-42-3K13-G LS-42-3K13-SG
¥6,150 ¥6,910 ¥6,380

表示錠 LS-42-4K13-N LS-42-4K13-G LS-42-4K13-SG
¥6,150 ¥6,910 ¥6,380

簡易
シリンダー錠

LS-42-5K13-N LS-42-5K13-G LS-42-5K13-SG
¥8,470 ¥9,230 ¥8,700

※ LVSケース錠仕様も選べます。(LVS-42-でご指定ください。1,000円アップです。）

サテンゴールド
42-4ND-SG
表示錠

鏡面ゴールド
42-3K13-G
内締錠

42-1M-N
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業者様専用カタログのため表示価格に消費税は含まれておりません。

レバー
ハンドル 

Hi-LEVER

材 質：アルミ合金
表 面 仕 上：メッキ＋クリアー仕上
仕 上：3カラー(N・SG・Br)
バックセット：51mm
扉 厚 対 応：28〜40mm

33

 仕様・セット価格表 →P.49〜P.52

丸座
ケース錠
仕様 機能 丸座

ニッケル
丸座
サテンゴールド

丸座
ブラウン

LSミニ
ケース錠
仕様

空錠 LS-33-1M-N LS-33-1M-SG LS-33-1M-Br
¥3,700 ¥3,930 ¥3,930

LVS
ケース錠
仕様

空錠 LVS-33-1M-N LVS-33-1M-SG LVS-33-1M-Br
¥4,700 ¥4,930 ¥4,930

内締錠 LVS-33-3ND-N LVS-33-3ND-SG LVS-33-3ND-Br
¥6,310 ¥6,540 ¥6,540

表示錠 LVS-33-4ND-N LVS-33-4ND-SG LVS-33-4ND-Br
¥6,310 ¥6,540 ¥6,540

簡易
シリンダー錠

LVS-33-5ND-N LVS-33-5ND-SG LVS-33-5ND-Br
¥8,470 ¥8,700 ¥8,700

K13小判座
ケース錠
仕様 機能 小判座

ニッケル
小判座
サテンゴールド

小判座
ブラウン

LSミニ
ケース錠
仕様

空錠 LS-33-1K13-N LS-33-1K13-SG LS-33-1K13-Br
¥4,670 ¥4,900 ¥4,900

内締錠 LS-33-3K13-N LS-33-3K13-SG LS-33-3K13-Br
¥5,860 ¥6,090 ¥6,090

表示錠 LS-33-4K13-N LS-33-4K13-SG LS-33-4K13-Br
¥5,860 ¥6,090 ¥6,090

簡易
シリンダー錠

LS-33-5K13-N LS-33-5K13-SG LS-33-5K13-Br
¥8,180 ¥8,410 ¥8,410

※ LVSケース錠仕様も選べます。(LVS-33-でご指定ください。1,000円アップです。）

ニッケル
33-3ND-N
内締錠

サテンゴールド
33-4K13-SG
表示錠

33-1M-Br
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業者様専用カタログのため表示価格に消費税は含まれておりません。

丸座
ケース錠
仕様 機能 丸座

ニッケル
丸座
サテンゴールド

丸座
ブラウン

LSミニ
ケース錠
仕様

空錠 LS-32-1M-N LS-32-1M-SG LS-32-1M-Br
¥3,700 ¥3,930 ¥3,930

LVS
ケース錠
仕様

空錠 LVS-32-1M-N LVS-32-1M-SG LVS-32-1M-Br
¥4,700 ¥4,930 ¥4,930

内締錠 LVS-32-3ND-N LVS-32-3ND-SG LVS-32-3ND-Br
¥6,310 ¥6,540 ¥6,540

表示錠 LVS-32-4ND-N LVS-32-4ND-SG LVS-32-4ND-Br
¥6,310 ¥6,540 ¥6,540

簡易
シリンダー錠

LVS-32-5ND-N LVS-32-5ND-SG LVS-32-5ND-Br
¥8,470 ¥8,700 ¥8,700

材 質：アルミ合金
表 面 仕 上：メッキ＋クリアー仕上
仕 上：3カラー(N・SG・Br)
バックセット：51mm
扉 厚 対 応：28〜40mm

32

 仕様・セット価格表 →P.49〜P.52

K13小判座
ケース錠
仕様 機能 小判座

ニッケル
小判座
サテンゴールド

小判座
ブラウン

LSミニ
ケース錠
仕様

空錠 LS-32-1K13-N LS-32-1K13-SG LS-32-1K13-Br
¥4,670 ¥4,900 ¥4,900

内締錠 LS-32-3K13-N LS-32-3K13-SG LS-32-3K13-Br
¥5,860 ¥6,090 ¥6,090

表示錠 LS-32-4K13-N LS-32-4K13-SG LS-32-4K13-Br
¥5,860 ¥6,090 ¥6,090

簡易
シリンダー錠

LS-32-5K13-N LS-32-5K13-SG LS-32-5K13-Br
¥8,180 ¥8,410 ¥8,410

サテンゴールド
32-4ND-SG
表示錠

ブラウン
32-3K13-Br
内締錠

32-1M-N

※ LVSケース錠仕様も選べます。(LVS-32-でご指定ください。1,000円アップです。）
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業者様専用カタログのため表示価格に消費税は含まれておりません。

レバー
ハンドル 

Hi-LEVER

戸襖錠

材 質：和室側＝［座］亜鉛合金（塗装）＋
 ［小レバー］アルミ合金（塗装）
 ［ツマミ］亜鉛合金（塗装）

仕 上：和室側＝黒
バックセット：60mm
扉 厚 対 応：28〜40mm

33〜40mm(SQ角座との組合わせ時）

和室側 L2

例 チューブラ錠

※ 戸襖錠はバックセット60mmのAL戸襖用チューブラ錠と
なります。

①ハンドル形状
②和室側形状
③座形状
④仕上（廊下側ハンドル仕上）
⑤吊元

A L - 3 2 - D2 M - N（ L ）

AL-66A-L2 SQ-Cr（R）
① ② ③ ④ ⑤

和室側

戸襖錠（ツマミ型）戸襖錠（小レバー型） 戸襖錠（小レバー型）

ベージュ色和調レバータイプ（納期約2週間）操作しやすい和調レバータイプスタンダードタイプ

廊下側もしくは洋室側

各種レバーハンドル・座より選べます。
［ご注意］レバーハンドルの形状によっては、吊元
（右/左）の指定があります。

［在庫品］
・廊下側ハンドル：No.32・33
・和室側戸襖座：D2M 仕上：N・SG
（写真は32 ・丸座、左吊[L])
 戸襖錠の丸座はφ50となります。

取付座対応一覧 
座形状 記号 扉厚対応

丸座 □2M
28〜40mm

小判座 □2K13

角長座 □2H15 28〜40mm

SQ角座 □2SQ(J) 33〜40mm

YB横長角座 対応不可

□にはD・L・Lsuのいずれかが入ります。
（両面戸襖：製作不可）

※価格は空錠と同値です。

D2 L2
Lsu2

受注生産品
（納期約2週間〜）

※価格は黒色から970円アップとなります。

・ 廊下側の①ハンドル形状と③座の形状（丸座・小判座等）および④仕上を選択します。
・ ②和室側の戸襖座を3種類から選択します。
・ ⑤吊元を指定します。廊下側から見て丁番が左の場合は左吊り[L]、右の場合は右吊り[R]となります。

戸襖錠の指定方法
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業者様専用カタログのため表示価格に消費税は含まれておりません。

※（　）内の数字はバックセット60mmの場合の数値です
バックセット51mm
（バックセット60mmも選べます。）

専用ラッチ（角又は6R)�※付属品 ストライク（角又は6R)�※付属品 切欠き加工図

GFシリンダー錠
共通ディンプルキー

（リバーシブル仕様・
キー3本付）※P.46参照

対応扉厚 バックセット 機能 N�
ニッケル

G�
鏡面ゴールド

SG�
サテンゴールド

Br
ブラウン

Cr�
クローム

MS�
塗装シルバー

ZB�
塗装つや消しブラック

28〜40mm 51mm※1

両面サムターン錠 S1N − − − − S1MS −¥3,030 ¥2,750

内締錠 S3N S3G S3SG S3Br − − −¥2,330 ¥2,890 ¥2,820 ¥2,890

表示錠 S4N S4G S4SG S4Br − − S4ZB
¥2,330 ¥2,890 ¥2,820 ¥2,890 ¥2,890

28〜40mm 51mm シリンダー錠※2 SF5N SF5G SF5SG SF5Br SF5Cr SF5MS SF5ZB
¥5,610 ¥6,770 ¥6,270 ¥6,770 ¥6,770 ¥5,500 ¥6,770

組合せ例(LS-33-1M-N+S4N)

両面サムターン錠

内締錠

表示錠

シリンダー錠

SF5N�
※両面シリンダー製作不可

S3Br

S1MS ※片面サムターン製作不可

S4ZB

SF5用サムターン

S4G S3·S4用サムターン

S3·S4用サムターン

※本製品は一般住宅屋内専用です。玄関等の屋外・浴室では使用しないでください。

※1�6R、およびバックセット60mm仕様は受注品となります。　※2�キー：3本付　シリンダー錠の鍵違い数：500通り　マスターキー：親鍵10種類(1セット3本別売）／子鍵50通り対応可（注）マスター
キーの管理業務については当社では行いません。　同一キー：対応可（マスターキー・同一キーとも、納期は1ヶ月となります）。　シリンダー錠のキーについてはP.55の一覧表をご覧ください。

サムターンシリーズ
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業者様専用カタログのため表示価格に消費税は含まれておりません。

屋内専用

F5SBU-N
開戸用ケース錠

LVSケース錠専用

F5D-N

引戸用セパレート鎌錠

D2鎌錠専用

F5SBU-N
F5SBU�（室内） F5SBU�（室外）

※「つまみカバー」を別売品にて用意しています。(¥300)
共通ディンプルキー（リバーシブル仕様）

重要  防犯効果を求める場所では使用しないでください。
•�本製品は一般住宅屋内専用です。
� 玄関や浴室、屋外では使用しないでください。
•��GFシリンダー錠は商業施設等、高頻度で使用する場所には適さない仕様となっておりますので、�
そのような場所には取付けないでください。
� �キーやシリンダーの磨耗で正しく施解錠できなくなる場合があります。
•��本製品には防犯効果がありませんので、防犯性を必要とする場所では使用しないでください。

開戸用

対応扉厚 バックセット N�ニッケル SG�サテンゴールド Cr�クローム MS�塗装シルバー

28〜40mm 51mm※1 LVS-F5D-N LVS-F5D-SG LVS-F5D-Cr LVS-F5D-MS
¥9,170 ¥9,560 ¥9,880 ¥9,100

※別途レバーハンドル（マーノ・ハイレバーシリーズ）が必要となります。
※1�同価格でフロントプレート6R仕様も対応可能です。

引戸用※2

対応扉厚 バックセット N�ニッケル SG�サテンゴールド Cr�クローム MS�塗装シルバー

（27-32）（32-36）（36-40） 38mm※3 D238K-YK-F5SBU-N D238K-YK-F5SBU-SG D238K-YK-F5SBU-Cr D238K-YK-F5SBU-MS
¥11,860 ¥11,860 ¥11,860 ¥11,020

※2�ご発注の際、ドア厚の指定をお願いします。　※3��バックセット：38mmは同価格で51mmも対応可能です。また、同価格でフロントプレート6R仕様も対応可能です。
※マスターキーの管理業務については当社では行いません。

GFシリンダーシリーズ

開戸用

引戸用

開戸も引戸も同一キーで
兼用できます

キー3本付
鍵違い数：500通り
マスターキー：親鍵10種類(1セット3本別売）

子鍵50通り対応可
※�マスターキーの管理業務については当社
では行いません。

同一キー：対応可
（�マスターキー・同一キーとも、納期は1ヶ
月となります）

シリンダー錠のキーについてはP.55の一覧表をご覧ください。
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レバーハンドルの基本的なセット内容です。  は次ページの品番コードを選ぶ際の名称です。

レバーハンドル

レバーハンドル

座形状 機能

機能座形状

錠

例：レバーハンドル丸座・角座セット

例：レバーハンドル小判座セット

レバーハンドル

レバーハンドル

機能

錠

座形状

機能

座形状

49
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レバーハンドル品番コードの内容です。

空錠・戸襖錠・内締錠・表示錠・屋内専用簡易シリンダー錠をお選びいただけます。

1：空錠
［居間・ダイニングなど］
施錠する必要のない部屋に使用。

2：戸襖錠
［和室］
和室側と廊下、2種類それぞれの面に対応。

3：内締錠（非常解錠付）
［寝室・洗面所など］
室内側から施錠ができる。

4：表示錠（非常解錠付）
［トイレなど］
室内側から表示施錠ができる。

5：屋内専用簡易シリンダー錠
［個室など］
室外からキーを使用し施錠ができる。

（住宅外部及び事務所・店舗等は不可）

→シリンダー錠のキーについては
　P.55の一覧表をご覧ください。

一般住宅屋内専用
※本製品は、一般住宅屋内専用です。
　玄関等の屋外浴室では使用しないでください。                                              ● 非常解錠機能：内締錠・表示錠は、非常時に室外側から

コイン等で解錠ができます。

GFシリンダー錠※→P.46
●ディンプルキー／リバーシブル仕様
●鍵違い数：500通り
●マスターキー：対応可
●ドア・引戸共通キー：対応可
※屋内専用です

非常解錠

非常解錠

錠

LVS： 
LVSケース錠

LS： 
LSミニケース錠

AL： 
AL戸襖用チューブラ錠

PPV： 
プッシュプルケース錠

SVS： 
ショートストローク 
ケース錠

L7V： 
センターケース錠

握り部仕上げ

81との組合せ                                                                           

W： 
ホワイティッシュブラウン

R： 
レディッシュブラウン

B： 
ブラッキッシュブラウン

82·83·84との組合せ

N： 
ニッケル

レバーハンドル

81  82  83  84

62A  65A  66A

52

42  43

32  33

301

機能

1： 
空錠 

3： 
内締錠 

4： 
表示錠

5： 
屋内専用
簡易シリンダー錠

F5: 
GFシリンダー錠 

D2： 
戸襖錠（ツマミ型）

L2： 
戸襖錠（小レバー型）

Lsu2： 
戸襖錠 

（小レバー型ベージュ色）

本体仕上げ

Cr： 
クローム

N： 
ニッケル

G： 
鏡面ゴールド

SG： 
サテンゴールド

Br： 
ブラウン

MS： 
塗装シルバー

ZB： 
塗装つや消しブラック

座形状

M： 
丸座

ND： 
丸座＋丸サムターン座

SQ（SQJ）： 
角座

PSQ（PSQJ）： 
角座＋角サムターン座

NDSQ： 
角座＋丸サムターン座 

YB： 
横長角座

PYB： 
横長角座 
＋角サムターン座

NDYB： 
横長角座 
＋丸サムターン座

K13： 
小判座

H15： 
角長座

●錠記号[LVS,LS,AL]にはS-25ストライクが標準で付属します。
●錠記号[PPV]にはC-25Kが標準で付属します。
●ストライクの寸法バリエーションは豊富に用意しています。
●錠のフロントプレートは6Rタイプも用意しています。

Function 機能

LVS-81W-4P SQ-Cr
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カタログ中に価格表示の無いハンドルと座形状の組合せもすべて含んだ価格表です。
価格は［ハンドル］と［座セット］に分けて表示していますので、2つを足すことでフルセットの商品価格となります。

ハンドルNo. Cr
クローム

N
ニッケル

G
鏡面ゴールド

SG
サテンゴールド

Br
ブラウン

MS
塗装シルバー

ZB
塗装つや消しブラック

H-82N- ¥4,220 − − − − − −

H-83N- ¥4,220 − − − − − −

H-84N- ¥4,220 − − − − − −

H-81- ¥5,330 − − − − − −

H-81W- ¥9,690 − − − − − −

H-81R- ¥8,710 − − − − − −

H-81B- ¥9,230 − − − − − −

H-62A- ¥2,550 ¥2,550 − − − ¥2,060 ¥2,550 

H-65A- ¥2,550 ¥2,550 − − − ¥2,060 ¥2,550 

H-66A- ¥2,550 ¥2,550 − − − ¥2,060 −

H-52- − ¥3,190 ¥3,810 ¥3,510 − − −

H-42- − ¥2,350 ¥2,650 ¥2,380 − − −

H-43- − ¥2,350 − ¥2,380 − − −

H-32- − ¥2,060 − ¥2,090 ¥2,090 − −

H-33- − ¥2,060 − ¥2,090 ¥2,090 − −

［ハンドル］価格表 （ハンドルのみの価格です。）

Price list 価格表

［ハンドル］＋［座セット］=フルセット価格

LV S-81W-4P SQ-Cr
座セット LVS-4PSQ-Cr ［座セット］価格表をご覧ください。

ハンドル H-81W-Cr ［ハンドル］価格表をご覧ください。

業者様専用カタログのため表示価格に消費税は含まれておりません。51
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座
形
状

機能 座セット Cr
クローム

N
ニッケル

G
鏡面ゴールド

SG
サテンゴールド

Br
ブラウン

MS
塗装シルバー

ZB
塗装つや消しブラック

丸
座

空錠 LS-1M- ¥1,980 ¥1,640 ¥2,100 ¥1,840 ¥1,840 ¥1,720 ¥1,980 

LVS-1M- ※¥2,980 ¥2,640 ※¥3,100 ¥2,840 ※¥2,840 ※¥2,720 ※¥2,980 

内締錠 LVS-3ND- ¥4,590 ¥4,250 ¥4,710 ¥4,450 ¥4,450 ¥4,340 ¥4,590 

表示錠 LVS-4ND- ¥4,590 ¥4,250 ¥4,710 ¥4,450 ¥4,450 ¥4,340 ¥4,590 

★シリンダー錠 LVS-5ND- ¥6,750 ¥6,410 ¥6,870 ¥6,610 ¥6,610 ¥6,500 ¥6,750 

S
Q
角
座

空錠 LS-1SQ- ¥2,900 ¥2,900 − − − − −

LVS-1SQ- ※¥3,900 ※¥3,900 − − − − −

内締錠 LVS-3NDSQ- ¥5,510 ¥5,510 − − − − −

表示錠 LVS-4NDSQ- ¥5,510 ¥5,510 − − − − −

★シリンダー錠 LVS-5NDSQ- ¥7,670 ¥7,670 − − − − −

内締錠 LVS-3PSQ- ¥6,460 ¥6,460 − − − − −

表示錠 LVS-4PSQ- ¥6,460 ¥6,460 − − − − −

★シリンダー錠 LVS-5PSQ- ¥8,620 ¥8,620 − − − − −

S
Q
J
角
座

空錠 LS-1SQJ- − − − − − ¥2,030 ¥2,900 

LVS-1SQJ- − − − − − ※¥3,030 ※¥3,900 

内締錠 LVS-3PSQJ- − − − − − ¥4,650 ¥6,460 

表示錠 LVS-4PSQJ- − − − − − ¥4,650 ¥6,460 

★シリンダー錠 LVS-5PSQJ- − − − − − ¥6,810 ¥8,620 

Y
B
横
長
角
座

空錠 LS-1YB- ¥3,680 ¥3,680 − − − − −

LVS-1YB- ※¥4,680 ※¥4,680 − − − − −

内締錠 LVS-3NDYB- ¥6,290 ¥6,290 − − − − −

表示錠 LVS-4NDYB- ¥6,290 ¥6,290 − − − − −

★シリンダー錠 LVS-5NDYB- ¥8,450 ¥8,450 − − − − −

内締錠 LVS-3PYB- ¥7,430 ¥7,430 − − − − −

表示錠 LVS-4PYB- ¥7,430 ¥7,430 − − − − −

★シリンダー錠 LVS-5PYB- ¥9,590 ¥9,590 − − − − −

小
判
座

空錠 LS-1K13- ¥2,950 ¥2,610 ¥3,070 ¥2,810 ¥2,810 ¥2,690 −

内締錠 LS-3K13- ¥4,140 ¥3,800 ¥4,260 ¥4,000 ¥4,000 ¥3,890 −

表示錠 LS-4K13- ¥4,140 ¥3,800 ¥4,260 ¥4,000 ¥4,000 ¥3,890 −

★シリンダー錠 LS-5K13- ¥6,460 ¥6,120 ¥6,580 ¥6,320 ¥6,320 ¥6,200 −

角
長
座

空錠 LS-1H15- ¥3,980 ¥3,630 ¥4,100 ¥3,840 ¥3,840 − −

内締錠 LS-3H15- ¥5,170 ¥4,820 ¥5,290 ¥5,030 ¥5,030 − −

表示錠 LS-4H15- ¥5,170 ¥4,820 ¥5,290 ¥5,030 ¥5,030 − −

★シリンダー錠 LS-5H15- ¥7,490 ¥7,140 ¥7,610 ¥7,350 ¥7,350 − −
当社通常在庫のラッチはフロント角、ストライクS25角にて用意しておりますので、その他の仕様変更については納期約2週間となります。
★印は屋内専用簡易シリンダー錠です。
※印につきましては受注生産となっておりますので、納期約2週間となります。

［座セット］価格表 （ハンドル以外のすべて（座・錠・ストライク）が含まれる価格です。）

LSミニケース錠仕様品[LS-] はLVSケース錠仕様品[LVS・SVS ・L7V] に変更できます。その場合、価格は1,000円アップとなります。

空錠については、通常LSミニケース錠となっております。LVS錠変更については、納期約2週間となります。

戸襖錠については、ハンドルNo.32•33/N•SG•BrのD2のみの在庫となっております。その他については、受注生産となります。
戸襖錠の指定方法：LS-52-1M-SGの戸襖錠を指定する場合⇒AL-52-D2M-SG （和室側ツマミ型）／AL-52-L2M-SG （和室側レバー型）
ハンドルの形状によっては、吊元の指定が必要です。⇒廊下側から見て丁番が右の場合は「R」／左の場合は「L」とご指定ください。

戸襖錠の価格は、［レバーハンドル］＋［空錠座セット］の価格となります。

業者様専用カタログのため表示価格に消費税は含まれておりません。 52
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フロント幅が25mmの製品もございます。（角のみ）
8STチューブラ錠からの変更（追加穴加工が必要）にご利用ください。
※写真・図は角タイプ

※写真・図は角タイプ

LSミニケース錠（角又は6R)
一般住宅向けです。

8STチューブラ錠（角又は6R)
取替え用として錠本体のみ販売しております。
座とのセット品につきましては生産終了となっております。

ケース錠、チューブラ錠は定期的なメンテナンスが必要です。
詳しくはP.7を参照ください。

※写真・図は角タイプ ※写真・図は6Rタイプ

LVSケース錠（角又は6R)
一般住宅の使用頻度の高いドアに最適です。

PPVケース錠（角又は6R)
プッシュプル錠専用のケース錠です。
※写真・図はフロント6Rタイプ

SVSショートストロークケース錠(6Rのみ）
LVSケース錠のハンドル回転角度を小さくしたタイプです。

L7Vセンターケース錠(6Rのみ）
左右吊元の区別の無いドアを実現するためのケース錠です。

建材メーカー様のご要望で開発しました。
ラッチボルト（＝ストライクの位置）をドア枠高さの中央に持ってくることができれば、 
枠が左右兼用となり、生産・在庫・流通が効率化されます。
そうした場合、通常の錠ではハンドル位置もドア高さの中央（＝地上高1,000mm)付近
となり、見た目のバランスと使い勝手が悪くなります。L7Vセンターケース錠は、ハンドル
位置をラッチボルトより75mm低くすることでこの問題を解決しました。

Case lock 錠
フロントは、［角］および[6R] のものがあります。
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Fixed parts ハンドル固定金具
観音開きのドアの子扉側に、錠無しでハンドル・座を取付けるための金具です。

S-25（角又は6R) 
合計5mmの調整が可能です。
〇扉を押さえる側に2mm
〇緩める側に3mm

A-27/30 (6Rのみ） 
合計4.6mmの調整が可能です。
〇扉を押さえる側に2.3mm
〇緩める側に2.3mm

C-25K（角のみ）プッシュプル錠専用
合計4.5mmの調整が可能です。
〇扉を押さえる側に2.3mm
○緩める側に2.2mm

※写真・図は角タイプ

※写真はA-27

※SQ( J)座、YB座については使用できません。

※写真・図は角タイプ

※写真はKM-18

※写真はKM-25

L-28.5（角又は6R) 
合計5mmの調整が可能です。
〇扉を押さえる側に2mm
〇緩める側に3mm

KM-16.5/18（親子タイプ 6Rのみ)
合計4.6mmの調整が可能です。
〇扉を押さえる側に2.3mm
〇緩める側に2.3mm

KM-25/27/28.5/30(6Rのみ）  PAT.

合計4.6mmの調整が可能です。
〇扉を押さえる側に2.3mm
〇緩める側に2.3mm

■リップ寸法とは？
　 ストライクの取付木ネジ中心からストラ

イク先端までの寸法を指します。

リップ寸法の計算方法

①まずAを求めます。 A = B−(C/2)
② 求められたAに1mmプラスした数値

が、このドア枠に最適なストライクの
リップ寸法となります。

※ 親子用はドア厚の半分を目安としてくだ
さい。

※ 求められたリップ寸法は目安としてご利
用ください。

ストライクプレートは、［角］および[6R]のものがあります。

Strike ストライク
S-25ストライク（角）が標準付属品となります。　※プッシュプル錠は専用品が付属します。(C-25Kの角タイプ）
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丸座　□=Cr：クローム／N：ニッケル／G：鏡面ゴールド／SG：サテンゴールド／Br：ブラウン／MS：塗装シルバー／ZB：塗装つや消しブラック

シリンダー錠の種類とキーナンバー一覧表

シリンダー錠の種類 品番 キーナンバー表記 例 カギ違い数 マスターキー 同ーキー キー付属数

シリンダー：
ディスクシリンダー

（簡易シリンダー）

5P•5ND
数字4桁 9012

28 対応不可 対応可 3本
数字4桁 A 9060A

5K13•5H15
「K」＋数字3桁

K624 30 対応不可 対応可 3本
K    

S5サムターン
A＋数字5桁 G40508

廃番品 ※スペアキーのみ製作可
数字5桁＋A 60589J

引戸
「D」＋数字2桁 D18 廃番品 ※スペアキーのみ製作可

「R」＋数字2桁 R18 30 対応不可 対応可 2本

シリンダー：
ピンシリンダー

（GFシリンダー）
SF5•F5D•F5SBU

「FS」＋数字4桁 FS0500 500

対応可 対応可

3本

マスター仕様
「FM」＋数字4桁 FM0150 親鍵10種類

子鍵50通り
親鍵3本（別売）
子鍵3本

※ A とはアルファベットを表します。
　ディスクシリンダー（簡易シリンダー）は、構造上キーの抜き差しがスムーズでない場合があります。
　ピンシリンダー（ディンプルキー）は、ディスクシリンダーよりキーの抜き差しがし易い機構になっています。
　キーのメンテナンスについては、P.70の「4　キーの抜き差しや回転がスムーズでない場合」をご覧ください。

Escutcheon 座

丸座　1M-□
M-type
仕上：7カラー(Cr・N・G・SG・Br・MS・ZB)

丸サムターン座(内締)　3ND-□
3ND-type
仕上：7カラー(Cr・N・G・SG・Br・MS・ZB)

丸サムターン座(表示)　4ND-□
4ND-type
仕上：7カラー(Cr・N・G・SG•Br・MS・ZB)

丸サムターン座(簡易シリンダー錠)　5ND-□
5ND-type
仕上：7カラー(Cr・N・G・SG・Br・MS・ZB)　キー3本付

シリンダー錠のキーについては下の一覧表をご覧ください。

一般住宅屋内専用
※本製品は、一般住宅屋内専用です。玄関等の屋外・浴室では使用しないでください。                                              

55

Specifications Lever handles



SQ（J）角座•YB横長角座パーツ　□=Cr：クローム／N：ニッケル／MS：塗装シルバー／ZB：塗装つや消しブラック

SQ（J）角座（50×50）　1SQ（J）-□
SQ（J）-type
仕上：4カラー(Cr・N・MS・ZB)

角サムターン座（内締）　3P-□
3P-type
仕上：4カラー(Cr・N・MS・ZB)

角サムターン座（簡易シリンダー錠）
住宅外部及び事務所・店舗等は不可　5P-□
5P-type　 
仕上：4カラー(Cr・N・MS・ZB)　キー3本付

YB横長角座（78×50）　1YB-□
YB-type
仕上：2カラー(Cr・N)

角サムターン座（表示）　4P-□
4P-type
仕上：4カラー(Cr・N・MS・ZB)

シリンダー錠のキーについてはP.55の一覧表をご覧ください。

一般住宅屋内専用
※本製品は、一般住宅屋内専用です。玄関等の屋外・浴室では使用しないでください。                                              
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※K13小判座のLVS仕様は受注生産品につき納期約2週間となります。LS仕様の小判座はLVSには使用できません。（空錠は除く）

K13小判座　□=Cr：クローム／N：ニッケル／G：鏡面ゴールド／SG：サテンゴールド／Br：ブラウン／MS：塗装シルバー

簡易シリンダー錠　5K13-□
5K13-type
仕上：6カラー(Cr・N・G・SG・Br・MS)　キー3本付

内締錠　3K13-□
3K13-type
仕上：6カラー(Cr・N・G・SG・Br・MS)

表示錠　4K13-□
4K13-type
仕上：6カラー(Cr・N・G・SG・Br・MS)

組合せ例（32-3K13-N）

空錠　1K13-□
1K13-type
仕上：6カラー(Cr・N・G・SG・Br・MS)

シリンダー錠のキーについてはP.55の一覧表をご覧ください。

一般住宅屋内専用
※本製品は、一般住宅屋内専用です。玄関等の屋外・浴室では使用しないでください。                                              

Escutcheon 座
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※H15角長座のLVS仕様は受注生産品につき納期約2週間となります。LS仕様の角長座はLVSには使用できません。（空錠は除く）

H15角長座  □=Cr：クローム／N：ニッケル／G：鏡面ゴールド／SG：サテンゴールド／Br：ブラウン

簡易シリンダー錠　5H15-□
5H15-type
仕上：5カラー(Cr・N・G・SG・Br)　キー3本付

組合せ例（66A-3H15-N）

内締錠　3H15-□
3H15-type
仕上：5カラー(Cr・N・G・SG・Br)

表示錠　4H15-□
4H15-type
仕上：5カラー(Cr・N・G・SG・Br)

空錠　1H15-□
1H15-type
仕上：5カラー(Cr・N・G・SG・Br)

シリンダー錠のキーについてはP.55の一覧表をご覧ください。

一般住宅屋内専用
※本製品は、一般住宅屋内専用です。玄関等の屋外・浴室では使用しないでください。                                              

Escutcheon 座
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座形状・機能

LVSケース錠
SVSケース錠
PPVケース錠

LSミニケース錠

フロント幅が25mmの製品もございます。（角のみ）
8STチューブラ錠からの変更（追加穴加工が必要）にご利用ください。

フロント幅が25mmの製品もございます。（角のみ）
8STチューブラ錠からの変更（追加穴加工が必要）にご利用ください。

8STチューブラ錠

空錠 内締錠 表示錠 シリンダー錠

丸座 1M 3ND 4ND 5ND·F5D

SQ角座 NDtype
1SQ(J)

3NDSQ(J）4NDSQ(J) 5NDSQ(J)

SQ角座 Ptype 3PSQ(J） 4PSQ(J) 5PSQ(J)

YB横長角座 NDtype
1YB

3NDYB 4NDYB 5NDYB

YB横長角座 Ptype 3PYB 4PYB 5PYB

空錠 内締錠 表示錠 シリンダー錠

小判座 1K13 3K13 4K13 5K13

角長座 1H15 3H15 4H15 5H15

8STチューブラ錠の入る穴は、必ず加工図通りφ24としてください。大きな穴を開けると内部で錠本体がぐらつく空間となるため、錠の破損につながる恐れがあります。
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Process 切欠き加工図
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座形状・機能

L7Vケース錠

ストライク

空錠 内締錠 表示錠 シリンダー錠

丸座 1M 3ND 4ND 5ND·F5D

SQ角座 NDtype
1SQ(J)

3NDSQ(J）4NDSQ(J) 5NDSQ(J)

SQ角座 Ptype 3PSQ(J） 4PSQ(J) 5PSQ(J)

YB横長角座 NDtype
1YB

3NDYB 4NDYB 5NDYB

YB横長角座 Ptype 3PYB 4PYB 5PYB

空錠 内締錠 表示錠 シリンダー錠

小判座 1K13 3K13 4K13 5K13

角長座 1H15 3H15 4H15 5H15

16
3

13 12.5

25.5

40 54 70

6R

C-25K

60

仕様・価格


