
60+80 ﾎﾟｽﾄ有 100 ﾎﾟｽﾄ有 120 ﾎﾟｽﾄ無 
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ヴィコDB （前出し） ・ヴィコDBスリム 共通部品一覧表 
※画像は左開きです

㉕ 

㉕ 

ｽﾘﾑ90ﾎﾟｽﾄ有 ｽﾘﾑ100 ﾎﾟｽﾄ無

㉙

㉚ 

㉜ 

番号 品名コード 品名 ご発注時の注意点 本体価格

① 3‐9570‐0 ｳﾞｨｺDB 前出 郵便投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付) 右 色をご指定ください。 16,300

② 3‐9571‐0 ｳﾞｨｺDB 前出 郵便投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付) 左 色をご指定ください。 16,300

③ 3‐9572‐0 ｳﾞｨｺDB 前出 郵便ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ(錠なし) 18,800

④ 3‐9554‐0 ｳﾞｨｺDB60+80/100 宅配外扉(蝶番付、印なし） 右 色をご指定ください。 30,000

⑤ 3‐9555‐0 ｳﾞｨｺDB60+80/100 宅配外扉(蝶番付、印なし） 左 色をご指定ください。 30,000

⑥ 3‐9556‐0 ｳﾞｨｺDB60+80 宅配内扉60(軸棒付) 右 11,800

⑦ 3‐9557‐0 ｳﾞｨｺDB60+80 宅配内扉60(軸棒付) 左 11,800

⑧ 3‐9558‐0 ｳﾞｨｺDB60+80 宅配内扉80(軸棒付) 右 13,000

⑨ 3‐9559‐0 ｳﾞｨｺDB60+80 宅配内扉80(軸棒付) 左 13,000

⑩ 3‐9560‐0 ｳﾞｨｺDB100 宅配内扉(軸棒付) 右 14,300

⑪ 3‐9561‐0 ｳﾞｨｺDB100 宅配内扉(軸棒付) 左 14,300

⑫ 3‐9564‐0 ｳﾞｨｺDB120 宅配外扉(蝶番付、印なし) 右 色をご指定ください。 32,500

⑬ 3‐9565‐0 ｳﾞｨｺDB120 宅配外扉(蝶番付、印なし) 左 色をご指定ください。 32,500

⑭ 3‐9566‐0 ｳﾞｨｺDB120 宅配内扉(軸棒付) 右 15,800

⑮ 3‐9567‐0 ｳﾞｨｺDB120 宅配内扉(軸棒付) 左 15,800

⑯ 3‐9579‐0 ｳﾞｨｺDB 前出 W450 郵便投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付) 右 色をご指定ください。 17,000

⑰ 3‐9580‐0 ｳﾞｨｺDB 前出 W450 郵便投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付) 左 色をご指定ください。 17,000

⑱ 3‐9575‐0 ｳﾞｨｺDB60+80/100 W450 宅配外扉(蝶番付、印なし) 右 色をご指定ください。 32,500

⑲ 3‐9576‐0 ｳﾞｨｺDB60+80/100 W450 宅配外扉(蝶番付、印なし) 左 色をご指定ください。 32,500

⑳ 3‐9577‐0 ｳﾞｨｺDB120 W450 宅配外扉(蝶番付、印なし) 右 色をご指定ください。 37,500

㉑ 3‐9578‐0 ｳﾞｨｺDB120 W450 宅配外扉(蝶番付、印なし) 左 色をご指定ください。 37,500

㉒ 3‐9584‐0 ｳﾞｨｺDB 前出 郵便 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 止金（ﾍﾞﾛｳ）無し。現場のものを再利用ください。 5,000

㉓ 3‐9585‐0 ｳﾞｨｺDB 前出 宅配 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 右 止金（ﾍﾞﾛｳ）無し。現場のものを再利用ください。 5,000

㉔ 3‐9586‐0 ｳﾞｨｺDB 前出 宅配 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 左 止金（ﾍﾞﾛｳ）無し。現場のものを再利用ください。 5,000

㉕ 3‐9587‐0 ｳﾞｨｺDB ｽﾍﾟｱｷｰ(×2)
鍵番号をご確認ください

※英1-3ｹﾀ,+数字2-3ｹﾀ

（ｷｰに刻印,ﾎﾟｽﾄ内部ﾛｯﾄｼｰﾙに表記があります）
5,000

㉖ 3‐9588‐0 ｳﾞｨｺDB 受領印(番号指定なし) 6,300

㉗ 3‐9589‐0 ｳﾞｨｺDB 転写ｼｰﾙｾｯﾄ(MAILﾛｺﾞ･DELIVERYﾛｺﾞ) 右 3,800

㉘ 3‐9590‐0 ｳﾞｨｺDB 転写ｼｰﾙｾｯﾄ(MAILﾛｺﾞ･DELIVERYﾛｺﾞ) 左 3,800

㉙ 3‐9591‐0 ｳﾞｨｺDB 本体用補修塗料(溶剤近似色) 3,800

㉚ 3‐9592‐0 ｳﾞｨｺDB W450用側面ｽﾍﾟｰｻｰ(左右ｾｯﾄ） 12,500

㉛ 3‐9407‐0 ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞｾｯﾄ(×2) ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。 2,800

㉜ 3-9675-0 ｳﾞｨｺDB 前ｽﾘﾑ 郵便 樹脂ｽﾗｲﾀﾞｰ(左右ｾｯﾄ ﾋﾞｽ付) 5,000

㉝ 3-9709-0 ｳﾞｨｺDB 宅配用ｽﾉｺ 右(ﾋﾞｽ付) ｶﾗｰ鋼板 ﾋﾞｽ×2付　ｽｸﾘﾍﾞｯﾄ 8,300

㉞ 3-9708-0 ｳﾞｨｺDB 宅配用ｽﾉｺ 左(ﾋﾞｽ付) ｶﾗｰ鋼板 ﾋﾞｽ×2付　ｽｸﾘﾍﾞｯﾄ 8,300


貼り付け用

		2/15
変更点 ヘンコウテン		行順変更あり ギョウ ジュン ヘンコウ		共通ｺｰﾄﾞをﾎﾟｽﾄ毎に記載（ｺﾋﾟ追加分） キョウツウ マイ キサイ ツイカ ブン										【部品販売】 部品構成、価格表 ブヒン ハンバイ ブヒン コウセイ カカク ヒョウ		現 ゲン		4.1登録 トウロク						※品名変更は記載せず（細かすぎる） ヒンメイ ヘンコウ キサイ コマ								現 ゲン		2019.4.1変更 ヘンコウ		制限50 セイゲン				現 ゲン		現 ゲン		変更後 ヘンコウ アト				0自動 1手動 ジドウ シュドウ

		文字ｻｲｽﾞ12 モジ		文字ｻｲｽﾞ12 モジ		文字ｻｲｽﾞ11 モジ		文字ｻｲｽﾞ9 モジ		文字ｻｲｽﾞ11 モジ										制限50 セイゲン

		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格		2022年度 更新 ネンド コウシン		OEM先 サキ		品名ｺｰﾄﾞ		品名
※赤字：11/1修正箇所 アカジ シュウセイ カショ				山浦　記入しました ヤマウラ キニュウ		詳細情報一覧用メモ ショウサイ ジョウホウ イチラン ヨウ		品名情報 ヒンメイ ジョウホウ		管理者用メモ カンリシャヨウ		(仕入先記載)部品ｾｯﾄ内容 キサイ ナイヨウ		品名コード		品名　※赤字：11/1修正箇所 アカジ シュウセイ カショ		品名（社内）　※登録ﾃﾞｰﾀ シャナイ トウロク				社内品名 変更点 シャナイ ヒンメイ ヘンコウ テン		設計価格 セッケイ カカク		仕入価格 シイレ カカク		仕入価格 シイレ カカク		送料 ソウリョウ		web
EDI		2/14元 モト		2/12元 モト		2/7
元 モト		2/6
元 モト		2/5
元 モト		12/28元 モト		12/20元 モト

		①		3‐9551‐0		ｳﾞｨｺDB 後出 郵便投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付) 右 ウシロ ダシ ユウビン トウカン フタ コテイ ツキ ミギ		色をご指定ください。 イロ シテイ		13,800				(曽我)		395510		ｳﾞｨｺDB 郵便投函蓋　後出し用 ユウビン トウカン フタ ウシ ダ ヨウ		42		色確認 イロ カクニン		ﾏｸﾞﾈｯﾄ：開いた状態で保持する
（後出：使用なし、前出：付） ヒラ ジョウタイ ホジ ウシロ ダシ シヨウ ダシ ： ツキ		ﾎﾟｽﾄ（有：60+80/100、無：120）
「60+80/100」削除（字数超過ｺｰﾄﾞあり統一） サクジョ ジスウ チョウカ トウイツ										(曽我)ｳﾞｨｺDB 後 郵便 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付) 右 ミギ		47		※優先①：「前出→前」or「後出→後」
※優先②：「郵便or宅配」+半角ｽﾍﾟｰｽ　優先 ユウセン マエ マエ ウシロ ノチ ユウセン ユウビン タクハイ ハンカク ユウセン						4500		1000		1		1		1		1		1		1		373		371

		②		3‐9552‐0		ｳﾞｨｺDB 後出 郵便投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付) 左 ウシロ ダシ ユウビン トウカン フタ		色をご指定ください。 イロ シテイ		13,800				(曽我)		395520		-		42		色確認 イロ カクニン		ﾏｸﾞﾈｯﾄ：開いた状態で保持する
（後出：使用なし、前出：付） ヒラ ジョウタイ ホジ ウシロ ダシ シヨウ ダシ ： ツキ				※この部品ない 12/20修正 ブヒン シュウセイ								(曽我)ｳﾞｨｺDB 後 郵便 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付) 左 ウシロ ユウビン トウカン フタ		47								4500		1000				2		2		2		2		2		374		372

		③		3‐9553‐0		ｳﾞｨｺDB 後出 郵便取出扉（錠なし） ウシロ ダシ ユウビン ト ダ トビラ ジョウ				10,800				(曽我)		395530		ｳﾞｨｺDB 郵便取出口蓋（錠なし） ユウビン ト ダ クチ フタ ジョウ		32				後出のみ ウシロ ダシ		ﾎﾟｽﾄ（有：60+80/100、無：120）
「60+80/100」削除（字数超過ｺｰﾄﾞあり統一） サクジョ ジスウ チョウカ トウイツ										(曽我)ｳﾞｨｺDB 後 郵便 取出扉（錠なし）		37								3300		1000				3		3		3		3		3		375		373

		④		3‐9554‐0		ｳﾞｨｺDB60+80/100 宅配外扉(蝶番付、印なし） 右 タクハイ ソト トビラ チョウバン ツキ ナシ		色をご指定ください。 イロ シテイ		30,000				(曽我)		395540		ｳﾞｨｺDB 宅配外扉小(60+80/100)(印なし) タクハイ ソト トビラ ショウ ナシ		44		色確認 イロ カクニン		宅配外/内扉は後出/前出 共通
受領印なし タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ ジュリョウイン						蝶番､SUSﾋﾟﾝ､樹脂ｷｬｯﾌﾟ付						(曽我)ｳﾞｨｺDB60+80/100 宅配 外扉(蝶番付） 右		43		印なし → （省略） イン						11000		1000		1		4		4		4		4		4		376		374

		⑤		3‐9555‐0		ｳﾞｨｺDB60+80/100 宅配外扉(蝶番付、印なし） 左 タクハイ ソト トビラ チョウバン ツキ イン		色をご指定ください。 イロ シテイ		30,000				(曽我)		395550		-		44		色確認 イロ カクニン		宅配外/内扉は後出/前出 共通
受領印なし タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ ジュリョウイン												(曽我)ｳﾞｨｺDB60+80/100 宅配 外扉(蝶番付） 左		43		印なし → （省略） イン						11000		1000				5		5		5		5		5		377		375

		⑥		3‐9556‐0		ｳﾞｨｺDB60+80 宅配内扉60(軸棒付) 右 タクハイ ウチ トビラ ジク ボウ ツキ				11,800				(曽我)		395560		ｳﾞｨｺDB 宅配内扉60 タクハイ ウチ トビラ		33				宅配外/内扉は後出/前出 共通 タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ						SUS取手ｾｯﾄ､ｼﾞｭﾗｺﾝﾜｯｼｬ付						(曽我)ｳﾞｨｺDB60+80 宅配 内扉60(軸棒付) 右		40								3700		1000				6		6		6		6		6		378		376

		⑦		3‐9557‐0		ｳﾞｨｺDB60+80 宅配内扉60(軸棒付) 左 タクハイ ウチ トビラ ジク ボウ ツキ				11,800				(曽我)		395570				33				宅配外/内扉は後出/前出 共通 タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ												(曽我)ｳﾞｨｺDB60+80 宅配 内扉60(軸棒付) 左		40								3700		1000				7		7		7		7		7		379		377

		⑧		3‐9558‐0		ｳﾞｨｺDB60+80 宅配内扉80(軸棒付) 右 タクハイ ウチ トビラ				13,000				(曽我)		395580		ｳﾞｨｺDB 宅配内扉80 タクハイ ウチ トビラ		33				宅配外/内扉は後出/前出 共通 タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ						SUS取手ｾｯﾄ､ｼﾞｭﾗｺﾝﾜｯｼｬ付						(曽我)ｳﾞｨｺDB60+80 宅配 内扉80(軸棒付) 右		40								4200		1000				8		8		8		8		8		380		378

		⑨		3‐9559‐0		ｳﾞｨｺDB60+80 宅配内扉80(軸棒付) 左 タクハイ ウチ トビラ				13,000				(曽我)		395590				33				宅配外/内扉は後出/前出 共通 タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ												(曽我)ｳﾞｨｺDB60+80 宅配 内扉80(軸棒付) 左		40								4200		1000				9		9		9		9		9		381		379

		⑩		3‐9560‐0		ｳﾞｨｺDB100 宅配内扉(軸棒付) 右 タクハイ ウチ トビラ				14,300				(曽我)		395600		ｳﾞｨｺDB 宅配内扉100 タクハイ ウチ トビラ		29				宅配外/内扉は後出/前出 共通 タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ						SUS取手ｾｯﾄ､ｼﾞｭﾗｺﾝﾜｯｼｬ付						(曽我)ｳﾞｨｺDB100 宅配 内扉(軸棒付) 右		36								4700		1000				10		10		10		10		10		382		380

		⑪		3‐9561‐0		ｳﾞｨｺDB100 宅配内扉(軸棒付) 左 タクハイ ウチ トビラ				14,300				(曽我)		395610				29				宅配外/内扉は後出/前出 共通 タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ												(曽我)ｳﾞｨｺDB100 宅配 内扉(軸棒付) 左		36								4700		1000				11		11		11		11		11		383		381

		⑫		3‐9562‐0		ｳﾞｨｺDB60+80/100 後出 宅配取出扉(蝶番付、錠なし) 右 ウシロ ダシ タクハイ トリダ トビラ チョウバン ツキ ジョウ				16,300				(曽我)		395620		ｳﾞｨｺDB 宅配後扉(60+80/100)(錠なし) タクハイ ウシロ トビラ ジョウ		50				後出のみ ウシロ ダシ						SUSﾋﾟﾝ､樹脂ｷｬｯﾌﾟ付						(曽我)ｳﾞｨｺDB60+80/100 後 宅配取出扉(蝶番付,錠無)右 ウシロ ナシ		50		※「後」追加（曽我さん要望）
※「(宅配)+ｽﾍﾟｰｽ」削除、「、」→「,」（文字超過） タクハイ サクジョ モジ チョウカ						5500		1000		1		12		12		12		12		12		384		382

		⑬		3‐9563‐0		ｳﾞｨｺDB60+80/100 後出 宅配取出扉(蝶番付、錠なし) 左 ウシロ ダシ タクハイ トリダ トビラ チョウバン ツキ ジョウ				16,300				(曽我)		395630		-		50				後出のみ ウシロ ダシ												(曽我)ｳﾞｨｺDB60+80/100 後 宅配取出扉(蝶番付,錠無)左 　 タクハイ ナシ		50		※「後」追加（曽我さん要望）
※「(宅配)+ｽﾍﾟｰｽ」削除、「、」→「,」（文字超過） タクハイ サクジョ モジ チョウカ						5500		1000				13		13		13		13		13		385		383

		⑭		3‐9564‐0		ｳﾞｨｺDB120 宅配外扉(蝶番付、印なし) 右 タクハイ ソト トビラ チョウバン ツキ ナシ		色をご指定ください。 イロ シテイ		32,500				(曽我)		395640		ｳﾞｨｺDB 宅配外扉大(120)(印なし) タクハイ ソト トビラ ダイ ナシ		37		色確認 イロ カクニン		宅配外/内扉は後出/前出 共通
受領印なし タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ ジュリョウイン						SUSﾋﾟﾝ､樹脂ｷｬｯﾌﾟ付						(曽我)ｳﾞｨｺDB120 宅配 外扉(蝶番付) 右		36		印なし → （省略） イン						12000		1000		1		14		14		14		14		14		386		384

		⑮		3‐9565‐0		ｳﾞｨｺDB120 宅配外扉(蝶番付、印なし) 左 タクハイ ソト トビラ チョウバン ツキ ナシ		色をご指定ください。 イロ シテイ		32,500				(曽我)		395650		-		37		色確認 イロ カクニン		宅配外/内扉は後出/前出 共通
受領印なし タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ ジュリョウイン												(曽我)ｳﾞｨｺDB120 宅配 外扉(蝶番付) 左		36		印なし → （省略） イン						12000		1000				15		15		15		15		15		387		385

		⑯		3‐9566‐0		ｳﾞｨｺDB120 宅配内扉(軸棒付) 右 タクハイ ウチ トビラ				15,800				(曽我)		395660		ｳﾞｨｺDB 宅配内扉120 タクハイ ウチ トビラ		29				宅配外/内扉は後出/前出 共通 タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ						SUS取手ｾｯﾄ､軸棒､ｼﾞｭﾗｺﾝﾜｯｼｬ付						(曽我)ｳﾞｨｺDB120 宅配 内扉(軸棒付) 右		36								5300		1000				16		16		16		16		16		388		386

		⑰		3‐9567‐0		ｳﾞｨｺDB120 宅配内扉(軸棒付) 左 タクハイ ウチ トビラ				15,800				(曽我)		395670		-		29				宅配外/内扉は後出/前出 共通 タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ												(曽我)ｳﾞｨｺDB120 宅配 内扉(軸棒付) 左		36								5300		1000				17		17		17		17		17		389		387

		⑱		3‐9568‐0		ｳﾞｨｺDB120 後出 宅配取出扉(蝶番付、錠なし) 右 ウシロ ダシ タクハイ トリダ トビラ チョウバン ツキ ジョウ				17,000				(曽我)		395680		ｳﾞｨｺDB 宅配後扉(120)(錠なし) タクハイ ウシロ トビラ ジョウ		44				後出のみ ウシロ ダシ						蝶番､SUSﾋﾟﾝ､樹脂ｷｬｯﾌﾟ付						(曽我)ｳﾞｨｺDB120 後 宅配取出扉(蝶番付、錠なし) 右		48		※「後」追加（曽我さん要望）
※「(宅配)+ｽﾍﾟｰｽ」削除（他と合せて） タクハイ サクジョ ホカ アワ						5800		1000		1		18		18		18		18		18		390		388

		⑲		3‐9569‐0		ｳﾞｨｺDB120 後出 宅配取出扉(蝶番付、錠なし) 左 ウシロ ダシ タクハイ トリダ トビラ チョウバン ツキ ジョウ				17,000				(曽我)		395690		-		44				後出のみ ウシロ ダシ												(曽我)ｳﾞｨｺDB120 後 宅配取出扉(蝶番付、錠なし) 左		48		※「後」追加（曽我さん要望）
※「(宅配)+ｽﾍﾟｰｽ」削除（他と合せて） タクハイ サクジョ ホカ アワ						5800		1000				19		19		19		19		19		391		389

		⑳		3‐9573‐0		ｳﾞｨｺDB 後出 W450 郵便投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付) 右 ウシロ ダシ ユウビン トウカン フタ ミギ		色をご指定ください。 イロ シテイ		17,000				(曽我)		395730		ｳﾞｨｺDB 郵便投函蓋ｽﾍﾟｰｻｰ用 ユウビン トウカン フタ ヨウ		47		色確認 イロ カクニン				ﾎﾟｽﾄ（有：60+80/100、無：120）
「60+80/100」削除（字数超過ｺｰﾄﾞあり統一） サクジョ ジスウ チョウカ トウイツ										(曽我)ｳﾞｨｺDB 後 W450郵便 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付)右 ミギ		50								5800

平野 勝矢: 前　後　価格確認		1000		1		20		20		20		20		23		397		395

		㉑		3‐9574‐0		ｳﾞｨｺDB 後出 W450 郵便投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付) 左 ウシロ ダシ ユウビン トウカン フタ		色をご指定ください。 イロ シテイ		17,000				(曽我)		395740		-		47		色確認 イロ カクニン						※この部品ない 12/20修正 ブヒン シュウセイ								(曽我)ｳﾞｨｺDB 後 W450郵便 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付)左 ウシロ ユウビン トウカン フタ		50								5800

平野 勝矢: 前　後　価格確認		1000				21		21		21		21		24		398		396

		㉒		3‐9575‐0		ｳﾞｨｺDB60+80/100 W450 宅配外扉(蝶番付、印なし) 右 タクハイ ソト トビラ チョウバン ツキ ナシ		色をご指定ください。 イロ シテイ		32,500				(曽我)		395750		ｳﾞｨｺDB 宅配外扉小(60+80/100)(印なし)ﾌﾟﾚﾐｵ用 タクハイ ソト トビラ ショウ ナシ ヨウ		48		色確認 イロ カクニン		宅配外/内扉は後出/前出 共通
受領印なし タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ ジュリョウイン						SUSﾋﾟﾝ､樹脂ｷｬｯﾌﾟ付						(曽我)ｳﾞｨｺDB60+80/100 W450 宅配 外扉(蝶番付) 右		47		印なし → （省略） イン						12000		1000		1		22		22		22		22		25		399		397

		㉓		3‐9576‐0		ｳﾞｨｺDB60+80/100 W450 宅配外扉(蝶番付、印なし) 左 タクハイ ソト トビラ チョウバン ツキ ナシ		色をご指定ください。 イロ シテイ		32,500				(曽我)		395760		-		48		色確認 イロ カクニン		宅配外/内扉は後出/前出 共通
受領印なし タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ ジュリョウイン												(曽我)ｳﾞｨｺDB60+80/100 W450 宅配 外扉(蝶番付) 左		47		印なし → （省略） イン						12000		1000				23		23		23		23		26		400		398

		㉔		3‐9577‐0		ｳﾞｨｺDB120 W450 宅配外扉(蝶番付、印なし) 右 タクハイ ソト トビラ チョウバン ツキ ナシ		色をご指定ください。 イロ シテイ		37,500				(曽我)		395770		ｳﾞｨｺDB 宅配外扉大(120)(印なし)ﾌﾟﾚﾐｵ用 タクハイ ソト トビラ ダイ ナシ ヨウ		42		色確認 イロ カクニン		宅配外/内扉は後出/前出 共通
受領印なし タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ ジュリョウイン						SUSﾋﾟﾝ､樹脂ｷｬｯﾌﾟ付						(曽我)ｳﾞｨｺDB120 W450 宅配 外扉(蝶番付) 右		41		印なし → （省略） イン						14000		1000		1		24		24		24		24		27		401		399

		㉕		3‐9578‐0		ｳﾞｨｺDB120 W450 宅配外扉(蝶番付、印なし) 左 タクハイ ソト トビラ チョウバン ツキ ナシ		色をご指定ください。 イロ シテイ		37,500				(曽我)		395780		-		42		色確認 イロ カクニン		宅配外/内扉は後出/前出 共通
受領印なし タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ ジュリョウイン												(曽我)ｳﾞｨｺDB120 W450 宅配 外扉(蝶番付) 左		41		印なし → （省略） イン						14000		1000				25		25		25		25		28		402		400

		㉖		3‐9581‐0		ｳﾞｨｺDB 後出 郵便 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠（3桁） ｱﾙﾌｧ 上 ウシロ ダシ ユウビン シキ ダイヤル ３ケタ				6,300				(曽我)		395810		ｳﾞｨｺDB  窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠（3桁） シキ ダイヤル ３ケタ		43				○上下左右なし（蓋：上方向のみ） ジョウゲ サユウ フタ ウエ ホウコウ												(曽我)ｳﾞｨｺDB 後 郵便 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠（3桁） ｱﾙﾌｧ 上		47								1500		1000				26		26		26		26		31		406		404

		㉗		3‐9582‐0		ｳﾞｨｺDB 後出 宅配 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 右 ウシロ ダシ タクハイ ヒョウジュン ジョウ ツ		止金（ﾍﾞﾛｳ）無し。現場のものを再利用ください。 ト ガネ ナ ゲンバ サイリヨウ		5,000				(曽我)		395820		ｳﾞｨｺDB ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠（宅配後 L170-2/1点）ｽﾍﾟｱ2付 ジョウ ウシロ テン		45				※止金： 付属なし。現場のものを再利用する。（微妙なｻｲｽﾞ差あり本体に合うものを選んで取付しているため） フゾク ゲンバ サイリヨウ ビミョウ サ ホンタイ ア エラ トリツケ						※止金(ﾍﾞﾛｳ)なし｡現場のものを再利用します						(曽我)ｳﾞｨｺDB 後 宅配 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 右		49		錠の品番を削除（文字数超過） ジョウ ヒンバン サクジョ モジスウ チョウカ						1000		1000				27		27		27		27		32		408		406

		㉘		3‐9583‐0		ｳﾞｨｺDB 後出 宅配 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 左 ウシロ ダシ タクハイ ヒョウジュン ジョウ ツキ		止金（ﾍﾞﾛｳ）無し。現場のものを再利用ください。 ト ガネ ナ ゲンバ サイリヨウ		5,000				(曽我)		395830		新 シン		45				※止金： 付属なし。現場のものを再利用する。（微妙なｻｲｽﾞ差あり本体に合うものを選んで取付しているため） フゾク ゲンバ サイリヨウ ビミョウ サ ホンタイ ア エラ トリツケ						※止金(ﾍﾞﾛｳ)なし｡現場のものを再利用します						(曽我)ｳﾞｨｺDB 後 宅配 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 左		49		錠の品番を削除（文字数超過） ジョウ ヒンバン サクジョ モジスウ チョウカ						1000		1000				28		28		28		28		33		409		407

		㉙		3‐9587‐0		ｳﾞｨｺDB ｽﾍﾟｱｷｰ(×2)		鍵番号をご確認ください
※英1-3ｹﾀ,　+数字2-3ｹﾀ　（ｷｰに刻印,ﾎﾟｽﾄ内部ﾛｯﾄｼｰﾙに表記があります） カギ バンゴウ カクニン エイ スウ ジ コクイン ヒョウキ		5,000				(曽我)		395870		ｳﾞｨｺDB ｽﾍﾟｱｷｰ 2本ｾｯﾄ ホン		18		鍵NO.確認　○○-○○○ カギ カクニン		※在庫注意（殆どの鍵No.揃えているが、在庫ない場合は取寄せとなり納期2週間程度必要） ホトン トリヨ シュウカン ヒツヨウ				60+80/100/120共通
（ｼﾘﾝﾀﾞｰ筒長さが異なる。ｽﾍﾟｱｷｰは共通。） キョウツウ ツツ ナガ コト キョウツウ								(曽我)ｳﾞｨｺDB ｽﾍﾟｱｷｰ(×2)		24								1000		1000		1		29		29		29		29		-

		㉚		3‐9588‐0		ｳﾞｨｺDB 受領印(番号指定なし) ジュリョウイン バンゴウ シテイ				6,300				(曽我)		395880		ｳﾞｨｺDB 受領印 ジュリョウイン		27																(曽我)ｳﾞｨｺDB 受領印(番号指定なし)		33								1500		1000				30		30		30		30		-

		㉛		3‐9589‐0		ｳﾞｨｺDB 転写ｼｰﾙｾｯﾄ(MAILﾛｺﾞ･DELIVERYﾛｺﾞ) 右 テンシャ				3,800				(曽我)		395890		ｳﾞｨｺDB 転写ｼｰﾙｾｯﾄMAIL DELIVERY（右用） テンシャ ミギ ヨウ		41						品名変更（ｺﾙﾃﾞｨｱｼｰﾙと統一） ヒンメイ ヘンコウ トウイツ				2枚ｾｯﾄ(MAIL、DELIVERY 各1枚)						(曽我)ｳﾞｨｺDB 転写ｼｰﾙｾｯﾄ(MAILﾛｺﾞ･DELIVERYﾛｺﾞ) 右		47								500		1000				31		31		31		31		-

		㉜		3‐9590‐0		ｳﾞｨｺDB 転写ｼｰﾙｾｯﾄ(MAILﾛｺﾞ･DELIVERYﾛｺﾞ) 左 テンシャ				3,800				(曽我)		395900		ｳﾞｨｺDB 転写ｼｰﾙｾｯﾄMAIL DELIVERY（左用） テンシャ ヒダリ ヨウ		41						品名変更（ｺﾙﾃﾞｨｱｼｰﾙと統一） ヒンメイ ヘンコウ トウイツ				2枚ｾｯﾄ(MAIL、DELIVERY 各1枚)						(曽我)ｳﾞｨｺDB 転写ｼｰﾙｾｯﾄ(MAILﾛｺﾞ･DELIVERYﾛｺﾞ) 左		47								500		1000				32		32		32		32		-

		㉝		3‐9591‐0		ｳﾞｨｺDB 本体用補修塗料(溶剤近似色) ホンタイ ホシュウ トリョウ ヨウザイ キンジショク				3,800				(曽我)		395910		ｳﾞｨｺDB 本体用補修塗料 ホンタイ ヨウ ホシュウ トリョウ		33		色確認 イロ カクニン														(曽我)ｳﾞｨｺDB 本体用補修塗料(溶剤近似色)		39								500		1000				33		33		33		33		-

		㉞		3‐9592‐0		ｳﾞｨｺDB W450用側面ｽﾍﾟｰｻｰ(左右ｾｯﾄ） ソクメン サユウ				12,500				(曽我)		395920		ｳﾞｨｺDB 側面ｽﾍﾟｰｻｰ(ﾌﾟﾚﾐｵ用） ソクメン ヨウ		33		450㎜組積材対応ﾍﾞｰｽﾎﾞｯｸｽ取付用ｽﾍﾟｰｻｰ（ｳﾞｨｺBI・ﾍﾞﾘｴ）														(曽我)ｳﾞｨｺDB W450用側面ｽﾍﾟｰｻｰ(左右ｾｯﾄ）		39								4000		1000				34		34		34		34		-

		㉟		3‐9407‐0		ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞｾｯﾄ(×2) トウカン フタ コテイ		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		2,800				(曽我)		394070
(再利用) サイリヨウ		新　※11/1廃番済ｺｰﾄﾞを再利用 シン ハイ バン ズミ サイリヨウ		35		対象ﾎﾟｽﾄ：ｳﾞｨｺWH/DB、ｹｲﾄ、ﾃﾗ
ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。 タイショウ		対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ｳﾞｨｺWH/DB、ｹｲﾄ、ﾃﾗ
※（ｺｰﾜ）ｼﾙﾄ　←要：仕入先別ｺｰﾄﾞ タイショウ ソガ ヨウ シイレ サキ ベツ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ		※「用」+半角ｽﾍﾟｰｽ（見易く）
※11/1廃番済ｺｰﾄﾞ再利用
（売上実績なし、ｺｰﾄﾞが大幅に飛ぶのをさける、ため） ヨウ ハンカク		固定ﾋﾟﾝ・Eﾘﾝｸﾞ・ﾜｯｼｬｰのｾｯﾄ		394071		新 シン		(曽我)ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞｾｯﾄ(×2)		41		半角ｽﾍﾟｰｽ追加 ハンカク ツイカ						100		1000		1		35		35		378		368		388		252		252

		㊱		3-96730-		ｳﾞｨｺDB 後出し用 郵便 盗難抑制ｶﾊﾞｰ ウシ ダ ヨウ ユウビン トウナン ヨクセイ		後付（接着ﾃｰﾌﾟ付） ツ		7,500

		㊲		3-96760-		ｳﾞｨｺDB 後 ｼﾘﾝﾀﾞｰ受け 樹脂ﾊﾟｰﾂ 右（ｶﾊﾞｰ付） ウシ ウ ジュシ ミギ ツキ				6,800

		㊳		3-96770-		ｳﾞｨｺDB 後 ｼﾘﾝﾀﾞｰ受け 樹脂ﾊﾟｰﾂ 左（ｶﾊﾞｰ付） ウシ ウ ジュシ ヒダリ ツキ				6,800

		㊴		3-97090-		ｳﾞｨｺDB 宅配用ｽﾉｺ 右(ﾋﾞｽ付) ｶﾗｰ鋼板		ﾋﾞｽ×2付※ｽｸﾘﾍﾞｯﾄ		8,300		2022年度　更新 ネン ド コウシン

		㊵		3-97080-		ｳﾞｨｺDB 宅配用ｽﾉｺ 左(ﾋﾞｽ付) ｶﾗｰ鋼板		ﾋﾞｽ×2付※ｽｸﾘﾍﾞｯﾄ		8,300		2022年度　更新 ネン ド コウシン

		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		①		3‐9570‐0		ｳﾞｨｺDB 前出 郵便投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付) 右 マエ ダシ ユウビン トウカン フタ ミギ		色をご指定ください。 イロ シテイ		16,300				(曽我)		395700		ｳﾞｨｺDB 郵便投函蓋　前出し用 ユウビン トウカン フタ マエ ダ ヨウ		42		色確認 イロ カクニン		ﾏｸﾞﾈｯﾄ：開いた状態で保持する
（後出：使用なし、前出：付） ヒラ ジョウタイ ホジ ウシロ ダシ シヨウ ダシ ： ツキ		ﾎﾟｽﾄ（有：60+80/100、無：120）
「60+80/100」削除（字数超過ｺｰﾄﾞあり統一） サクジョ ジスウ チョウカ トウイツ				ﾏｸﾞﾈｯﾄ付						(曽我)ｳﾞｨｺDB 前 郵便 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付) 右 ミギ		47								5500		1000		1		36		36		35		35		20		393		391

		②		3‐9571‐0		ｳﾞｨｺDB 前出 郵便投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付) 左 マエ ダシ ユウビン トウカン フタ		色をご指定ください。 イロ シテイ		16,300				(曽我)		395710		-		42		色確認 イロ カクニン		ﾏｸﾞﾈｯﾄ：開いた状態で保持する
（後出：使用なし、前出：付） ヒラ ジョウタイ ホジ ウシロ ダシ シヨウ ダシ ： ツキ				※この部品ない 12/20修正 ブヒン シュウセイ		ﾏｸﾞﾈｯﾄ付						(曽我)ｳﾞｨｺDB 前 郵便 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付) 左 マエ ユウビン トウカン フタ		47								5500		1000				37		37		36		36		21		394		392

		③		3‐9572‐0		ｳﾞｨｺDB 前出 郵便ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ(錠なし) マエ ダシ ユウビン ジョウ				18,800				(曽我)		395720		ｳﾞｨｺDB 郵便ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ(錠なし） ユウビン ジョウ		32				前出のみ マエ ダシ		ﾎﾟｽﾄ（有：60+80/100、無：120）
「60+80/100」削除（字数超過ｺｰﾄﾞあり統一） サクジョ ジスウ チョウカ トウイツ				底面ｽﾄｯﾊﾟｰ､樹脂滑車付						(曽我)ｳﾞｨｺDB 前 郵便 ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ(錠なし) ビン		37								6500		1000				38		38		37		37		22		395		393

		④		3‐9554‐0		ｳﾞｨｺDB60+80/100 宅配外扉(蝶番付、印なし） 右 タクハイ ソト トビラ チョウバン ツキ ナシ		色をご指定ください。 イロ シテイ		30,000				(曽我)		395540		ｳﾞｨｺDB 宅配外扉小(60+80/100)(印なし) タクハイ ソト トビラ ショウ ナシ		44		色確認 イロ カクニン		宅配外/内扉は後出/前出 共通
受領印なし タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ ジュリョウイン						蝶番､SUSﾋﾟﾝ､樹脂ｷｬｯﾌﾟ付						(曽我)ｳﾞｨｺDB60+80/100 宅配 外扉(蝶番付） 右		43		印なし → （省略） イン						11000		1000		1		39		39		38		38		-

		⑤		3‐9555‐0		ｳﾞｨｺDB60+80/100 宅配外扉(蝶番付、印なし） 左 タクハイ ソト トビラ チョウバン ツキ イン		色をご指定ください。 イロ シテイ		30,000				(曽我)		395550		-		44		色確認 イロ カクニン		宅配外/内扉は後出/前出 共通
受領印なし タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ ジュリョウイン												(曽我)ｳﾞｨｺDB60+80/100 宅配 外扉(蝶番付） 左		43		印なし → （省略） イン						11000		1000				40		40		39		39		-

		⑥		3‐9556‐0		ｳﾞｨｺDB60+80 宅配内扉60(軸棒付) 右 タクハイ ウチ トビラ ジク ボウ ツキ				11,800				(曽我)		395560		ｳﾞｨｺDB 宅配内扉60 タクハイ ウチ トビラ		33				宅配外/内扉は後出/前出 共通 タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ						SUS取手ｾｯﾄ､ｼﾞｭﾗｺﾝﾜｯｼｬ付						(曽我)ｳﾞｨｺDB60+80 宅配 内扉60(軸棒付) 右		40								3700		1000				41		41		40		40		-

		⑦		3‐9557‐0		ｳﾞｨｺDB60+80 宅配内扉60(軸棒付) 左 タクハイ ウチ トビラ ジク ボウ ツキ				11,800				(曽我)		395570				33				宅配外/内扉は後出/前出 共通 タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ												(曽我)ｳﾞｨｺDB60+80 宅配 内扉60(軸棒付) 左		40								3700		1000				42		42		41		41		-

		⑧		3‐9558‐0		ｳﾞｨｺDB60+80 宅配内扉80(軸棒付) 右 タクハイ ウチ トビラ				13,000				(曽我)		395580		ｳﾞｨｺDB 宅配内扉80 タクハイ ウチ トビラ		33				宅配外/内扉は後出/前出 共通 タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ						SUS取手ｾｯﾄ､ｼﾞｭﾗｺﾝﾜｯｼｬ付						(曽我)ｳﾞｨｺDB60+80 宅配 内扉80(軸棒付) 右		40								4200		1000				43		43		42		42		-

		⑨		3‐9559‐0		ｳﾞｨｺDB60+80 宅配内扉80(軸棒付) 左 タクハイ ウチ トビラ				13,000				(曽我)		395590				33				宅配外/内扉は後出/前出 共通 タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ												(曽我)ｳﾞｨｺDB60+80 宅配 内扉80(軸棒付) 左		40								4200		1000				44		44		43		43		-

		⑩		3‐9560‐0		ｳﾞｨｺDB100 宅配内扉(軸棒付) 右 タクハイ ウチ トビラ				14,300				(曽我)		395600		ｳﾞｨｺDB 宅配内扉100 タクハイ ウチ トビラ		29				宅配外/内扉は後出/前出 共通 タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ						SUS取手ｾｯﾄ､ｼﾞｭﾗｺﾝﾜｯｼｬ付						(曽我)ｳﾞｨｺDB100 宅配 内扉(軸棒付) 右		36								4700		1000				45		45		44		44		-

		⑪		3‐9561‐0		ｳﾞｨｺDB100 宅配内扉(軸棒付) 左 タクハイ ウチ トビラ				14,300				(曽我)		395610				29				宅配外/内扉は後出/前出 共通 タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ												(曽我)ｳﾞｨｺDB100 宅配 内扉(軸棒付) 左		36								4700		1000				46		46		45		45		-

		⑫		3‐9564‐0		ｳﾞｨｺDB120 宅配外扉(蝶番付、印なし) 右 タクハイ ソト トビラ チョウバン ツキ ナシ		色をご指定ください。 イロ シテイ		32,500				(曽我)		395640		ｳﾞｨｺDB 宅配外扉大(120)(印なし) タクハイ ソト トビラ ダイ ナシ		37		色確認 イロ カクニン		宅配外/内扉は後出/前出 共通
受領印なし タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ ジュリョウイン						SUSﾋﾟﾝ､樹脂ｷｬｯﾌﾟ付						(曽我)ｳﾞｨｺDB120 宅配 外扉(蝶番付) 右		36		印なし → （省略） イン						12000		1000		1		47		47		48		48		-

		⑬		3‐9565‐0		ｳﾞｨｺDB120 宅配外扉(蝶番付、印なし) 左 タクハイ ソト トビラ チョウバン ツキ ナシ		色をご指定ください。 イロ シテイ		32,500				(曽我)		395650		-		37		色確認 イロ カクニン		宅配外/内扉は後出/前出 共通
受領印なし タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ ジュリョウイン												(曽我)ｳﾞｨｺDB120 宅配 外扉(蝶番付) 左		36		印なし → （省略） イン						12000		1000				48		48		49		49		-

		⑭		3‐9566‐0		ｳﾞｨｺDB120 宅配内扉(軸棒付) 右 タクハイ ウチ トビラ				15,800				(曽我)		395660		ｳﾞｨｺDB 宅配内扉120 タクハイ ウチ トビラ		29				宅配外/内扉は後出/前出 共通 タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ						SUS取手ｾｯﾄ､軸棒､ｼﾞｭﾗｺﾝﾜｯｼｬ付						(曽我)ｳﾞｨｺDB120 宅配 内扉(軸棒付) 右		36								5300		1000				49		49		50		50		-

		⑮		3‐9567‐0		ｳﾞｨｺDB120 宅配内扉(軸棒付) 左 タクハイ ウチ トビラ				15,800				(曽我)		395670		-		29				宅配外/内扉は後出/前出 共通 タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ												(曽我)ｳﾞｨｺDB120 宅配 内扉(軸棒付) 左		36								5300		1000				50		50		51		51		-

		⑯		3‐9579‐0		ｳﾞｨｺDB 前出 W450 郵便投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付) 右 マエ ダシ ユウビン トウカン フタ ミギ		色をご指定ください。 イロ シテイ		17,000				(曽我)		395790		-		47		色確認 イロ カクニン		ﾏｸﾞﾈｯﾄ：開いた状態で保持する
（後出：使用なし、前出：付） ヒラ ジョウタイ ホジ ウシロ ダシ シヨウ ： ツキ ツキ		ﾎﾟｽﾄ（有：60+80/100、無：120）
「60+80/100」削除（字数超過ｺｰﾄﾞあり統一） サクジョ ジスウ チョウカ トウイツ										(曽我)ｳﾞｨｺDB 前 W450郵便 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付)右 ミギ		50								5800

平野 勝矢: 前　後　価格確認		1000				51		51		54		54		29		403		401

		⑰		3‐9580‐0		ｳﾞｨｺDB 前出 W450 郵便投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付) 左 マエ ダシ ユウビン トウカン フタ		色をご指定ください。 イロ シテイ		17,000				(曽我)		395800		-		47		色確認 イロ カクニン		ﾏｸﾞﾈｯﾄ：開いた状態で保持する
（後出：使用なし、前出：付） ヒラ ジョウタイ ホジ ウシロ ダシ シヨウ ： ツキ ツキ				※この部品ない 12/20修正 ブヒン シュウセイ								(曽我)ｳﾞｨｺDB 前 W450郵便 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付)左 マエ ユウビン トウカン フタ		50								5800

平野 勝矢: 前　後　価格確認		1000				52		52		55		55		30		404		402

		⑱		3‐9575‐0		ｳﾞｨｺDB60+80/100 W450 宅配外扉(蝶番付、印なし) 右 タクハイ ソト トビラ チョウバン ツキ ナシ		色をご指定ください。 イロ シテイ		32,500				(曽我)		395750		ｳﾞｨｺDB 宅配外扉小(60+80/100)(印なし)ﾌﾟﾚﾐｵ用 タクハイ ソト トビラ ショウ ナシ ヨウ		48		色確認 イロ カクニン		宅配外/内扉は後出/前出 共通
受領印なし タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ ジュリョウイン						SUSﾋﾟﾝ､樹脂ｷｬｯﾌﾟ付						(曽我)ｳﾞｨｺDB60+80/100 W450 宅配 外扉(蝶番付) 右		47		印なし → （省略） イン						12000		1000		1		53		53		56		56		-

		⑲		3‐9576‐0		ｳﾞｨｺDB60+80/100 W450 宅配外扉(蝶番付、印なし) 左 タクハイ ソト トビラ チョウバン ツキ ナシ		色をご指定ください。 イロ シテイ		32,500				(曽我)		395760		-		48		色確認 イロ カクニン		宅配外/内扉は後出/前出 共通
受領印なし タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ ジュリョウイン												(曽我)ｳﾞｨｺDB60+80/100 W450 宅配 外扉(蝶番付) 左		47		印なし → （省略） イン						12000		1000				54		54		57		57		-

		⑳		3‐9577‐0		ｳﾞｨｺDB120 W450 宅配外扉(蝶番付、印なし) 右 タクハイ ソト トビラ チョウバン ツキ ナシ		色をご指定ください。 イロ シテイ		37,500				(曽我)		395770		ｳﾞｨｺDB 宅配外扉大(120)(印なし)ﾌﾟﾚﾐｵ用 タクハイ ソト トビラ ダイ ナシ ヨウ		42		色確認 イロ カクニン		宅配外/内扉は後出/前出 共通
受領印なし タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ ジュリョウイン						SUSﾋﾟﾝ､樹脂ｷｬｯﾌﾟ付						(曽我)ｳﾞｨｺDB120 W450 宅配 外扉(蝶番付) 右		41		印なし → （省略） イン						14000		1000		1		55		55		58		58		-

		㉑		3‐9578‐0		ｳﾞｨｺDB120 W450 宅配外扉(蝶番付、印なし) 左 タクハイ ソト トビラ チョウバン ツキ ナシ		色をご指定ください。 イロ シテイ		37,500				(曽我)		395780		-		42		色確認 イロ カクニン		宅配外/内扉は後出/前出 共通
受領印なし タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ ジュリョウイン												(曽我)ｳﾞｨｺDB120 W450 宅配 外扉(蝶番付) 左		41		印なし → （省略） イン						14000		1000				56		56		59		59		-

		㉒		3‐9584‐0		ｳﾞｨｺDB 前出 郵便 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) マエ ユウビン ヒョウジュン ジョウ ツキ		止金（ﾍﾞﾛｳ）無し。現場のものを再利用ください。 ト ガネ ナ ゲンバ サイリヨウ		5,000				(曽我)		395840		ｳﾞｨｺDB ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠（郵便前 L170-2/2点）ｽﾍﾟｱ2付 ジョウ マエ テン		42				※止金： 付属なし。現場のものを再利用する。（微妙なｻｲｽﾞ差あり本体に合うものを選んで取付しているため） フゾク ゲンバ サイリヨウ ビミョウ サ ホンタイ ア エラ トリツケ		ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ用 ヨウ				※止金(ﾍﾞﾛｳ)なし｡現場のものを再利用します						(曽我)ｳﾞｨｺDB 前 郵便 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) ビン		46		錠の品番を削除（文字数超過） ジョウ ヒンバン サクジョ モジスウ チョウカ						1000		1000				57		57		60		60		34		410		408

		㉓		3‐9585‐0		ｳﾞｨｺDB 前出 宅配 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 右 マエ ダシ タクハイ ヒョウジュン ジョウ ツキ		止金（ﾍﾞﾛｳ）無し。現場のものを再利用ください。 ト ガネ ナ ゲンバ サイリヨウ		5,000				(曽我)		395850		ｳﾞｨｺDB ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠（宅配前 L170-1/1点）ｽﾍﾟｱ2付 ジョウ タクハイ マエ テン ツキ		45				※止金： 付属なし。現場のものを再利用する。（微妙なｻｲｽﾞ差あり本体に合うものを選んで取付しているため） フゾク ゲンバ サイリヨウ ビミョウ サ ホンタイ ア エラ トリツケ						※止金(ﾍﾞﾛｳ)なし｡現場のものを再利用します						(曽我)ｳﾞｨｺDB 前 宅配 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 右		49		錠の品番を削除（文字数超過） ジョウ ヒンバン サクジョ モジスウ チョウカ						1000		1000				58		58		61		61		35		411		409

		㉔		3‐9586‐0		ｳﾞｨｺDB 前出 宅配 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 左 マエ ダシ タクハイ ヒョウジュン ジョウ ツキ		止金（ﾍﾞﾛｳ）無し。現場のものを再利用ください。 ト ガネ ナ ゲンバ サイリヨウ		5,000				(曽我)		395860		新 シン		45				※止金： 付属なし。現場のものを再利用する。（微妙なｻｲｽﾞ差あり本体に合うものを選んで取付しているため） フゾク ゲンバ サイリヨウ ビミョウ サ ホンタイ ア エラ トリツケ						※止金(ﾍﾞﾛｳ)なし｡現場のものを再利用します						(曽我)ｳﾞｨｺDB 前 宅配 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 左		49		錠の品番を削除（文字数超過） ジョウ ヒンバン サクジョ モジスウ チョウカ						1000		1000				59		59		62		62		36		412		410

		㉕		3‐9587‐0		ｳﾞｨｺDB ｽﾍﾟｱｷｰ(×2)		鍵番号をご確認ください
※英1-3ｹﾀ,+数字2-3ｹﾀ
（ｷｰに刻印,ﾎﾟｽﾄ内部ﾛｯﾄｼｰﾙに表記があります） カギ バンゴウ カクニン エイ スウ ジ コクイン ヒョウキ		5,000				(曽我)		395870		ｳﾞｨｺDB ｽﾍﾟｱｷｰ 2本ｾｯﾄ ホン		18		鍵NO.確認　○○-○○○ カギ カクニン		※在庫注意（殆どの鍵No.揃えているが、在庫ない場合は取寄せとなり納期2週間程度必要） ホトン トリヨ シュウカン ヒツヨウ				60+80/100/120共通
（ｼﾘﾝﾀﾞｰ筒長さが異なる。ｽﾍﾟｱｷｰは共通。） キョウツウ ツツ ナガ コト キョウツウ								(曽我)ｳﾞｨｺDB ｽﾍﾟｱｷｰ(×2)		24								1000		1000		1		60		60		63		63		37		413		411

		㉖		3‐9588‐0		ｳﾞｨｺDB 受領印(番号指定なし) ジュリョウイン バンゴウ シテイ				6,300				(曽我)		395880		ｳﾞｨｺDB 受領印 ジュリョウイン		27																(曽我)ｳﾞｨｺDB 受領印(番号指定なし)		33								1500		1000				61		61		64		64		38		414		412

		㉗		3‐9589‐0		ｳﾞｨｺDB 転写ｼｰﾙｾｯﾄ(MAILﾛｺﾞ･DELIVERYﾛｺﾞ) 右 テンシャ				3,800				(曽我)		395890		ｳﾞｨｺDB 転写ｼｰﾙｾｯﾄMAIL DELIVERY（右用） テンシャ ミギ ヨウ		41						品名変更（ｺﾙﾃﾞｨｱｼｰﾙと統一） ヒンメイ ヘンコウ トウイツ				2枚ｾｯﾄ(MAIL、DELIVERY 各1枚)						(曽我)ｳﾞｨｺDB 転写ｼｰﾙｾｯﾄ(MAILﾛｺﾞ･DELIVERYﾛｺﾞ) 右		47								500		1000				62		62		65		65		39		415		413

		㉘		3‐9590‐0		ｳﾞｨｺDB 転写ｼｰﾙｾｯﾄ(MAILﾛｺﾞ･DELIVERYﾛｺﾞ) 左 テンシャ				3,800				(曽我)		395900		ｳﾞｨｺDB 転写ｼｰﾙｾｯﾄMAIL DELIVERY（左用） テンシャ ヒダリ ヨウ		41						品名変更（ｺﾙﾃﾞｨｱｼｰﾙと統一） ヒンメイ ヘンコウ トウイツ				2枚ｾｯﾄ(MAIL、DELIVERY 各1枚)						(曽我)ｳﾞｨｺDB 転写ｼｰﾙｾｯﾄ(MAILﾛｺﾞ･DELIVERYﾛｺﾞ) 左		47								500		1000				63		63		66		66		40		416		414

		㉙		3‐9591‐0		ｳﾞｨｺDB 本体用補修塗料(溶剤近似色) ホンタイ ホシュウ トリョウ ヨウザイ キンジショク				3,800				(曽我)		395910		ｳﾞｨｺDB 本体用補修塗料 ホンタイ ヨウ ホシュウ トリョウ		33		色確認 イロ カクニン														(曽我)ｳﾞｨｺDB 本体用補修塗料(溶剤近似色)		39								500		1000				64		64		67		67		41		417		415

		㉚		3‐9592‐0		ｳﾞｨｺDB W450用側面ｽﾍﾟｰｻｰ(左右ｾｯﾄ） ソクメン サユウ				12,500				(曽我)		395920		ｳﾞｨｺDB 側面ｽﾍﾟｰｻｰ(ﾌﾟﾚﾐｵ用） ソクメン ヨウ		33		450㎜組積材対応ﾍﾞｰｽﾎﾞｯｸｽ取付用ｽﾍﾟｰｻｰ（ｳﾞｨｺBI・ﾍﾞﾘｴ）														(曽我)ｳﾞｨｺDB W450用側面ｽﾍﾟｰｻｰ(左右ｾｯﾄ）		39								4000		1000				65		65		68		68		42		418		416

		㉛		3‐9407‐0		ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞｾｯﾄ(×2) トウカン フタ コテイ		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		2,800				(曽我)		394070
(再利用) サイリヨウ		新　※11/1廃番済ｺｰﾄﾞを再利用 シン ハイ バン ズミ サイリヨウ		35		対象ﾎﾟｽﾄ：ｳﾞｨｺWH/DB、ｹｲﾄ、ﾃﾗ
ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。 タイショウ		対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ｳﾞｨｺWH/DB、ｹｲﾄ、ﾃﾗ
※（ｺｰﾜ）ｼﾙﾄ　←要：仕入先別ｺｰﾄﾞ タイショウ ソガ ヨウ シイレ サキ ベツ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ		※「用」+半角ｽﾍﾟｰｽ（見易く）
※11/1廃番済ｺｰﾄﾞ再利用
（売上実績なし、ｺｰﾄﾞが大幅に飛ぶのをさける、ため） ヨウ ハンカク		固定ﾋﾟﾝ・Eﾘﾝｸﾞ・ﾜｯｼｬｰのｾｯﾄ		394071		新 シン		(曽我)ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞｾｯﾄ(×2)		41		半角ｽﾍﾟｰｽ追加 ハンカク ツイカ						100		1000		1		66		66		378		368		388		252		252

		㉜		3-96750-		ｳﾞｨｺDB 前ｽﾘﾑ 郵便 樹脂ｽﾗｲﾀﾞｰ(左右ｾｯﾄ ﾋﾞｽ付) マエ ユウビン ジュシ サユウ ツキ				5,000

		㉝		3-97090-		ｳﾞｨｺDB 宅配用ｽﾉｺ 右(ﾋﾞｽ付) ｶﾗｰ鋼板		ﾋﾞｽ×2付　ｽｸﾘﾍﾞｯﾄ		8,300		2022年度　更新 ネン ド コウシン

		㉞		3-97080-		ｳﾞｨｺDB 宅配用ｽﾉｺ 左(ﾋﾞｽ付) ｶﾗｰ鋼板		ﾋﾞｽ×2付　ｽｸﾘﾍﾞｯﾄ		8,300		2022年度　更新 ネン ド コウシン

		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		①		3-96190-		ｳﾞｨｺDB ｽﾀﾝﾄﾞH750 ｱﾙﾐ柱(左右ｾｯﾄ)  ｱﾝｶｰ用		ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ用 ヨウ		15,000				(曽我)		395920		ｳﾞｨｺDB 側面ｽﾍﾟｰｻｰ(ﾌﾟﾚﾐｵ用） ソクメン ヨウ		39		450㎜組積材対応ﾍﾞｰｽﾎﾞｯｸｽ取付用ｽﾍﾟｰｻｰ（ｳﾞｨｺBI・ﾍﾞﾘｴ）														(曽我)ｳﾞｨｺDB W450用側面ｽﾍﾟｰｻｰ(左右ｾｯﾄ）		39								4000		1000				65		65		68		68		42		418		416

		②		3-97150-		ｳﾞｨｺDB ｽﾀﾝﾄﾞH750 付属品箱  ｱﾝｶｰ用 M8		棚板1 棚受け金具2 柱ｷｬｯﾌﾟ2 ﾌﾞﾗｹｯﾄ2 付属ﾋﾞｽ袋1　ｱﾝｶｰM8 タナイタ タナウ カナグ ハシラ ビス アンカー		19,500		2022年度　更新 ネン ド コウシン		(曽我)		394070
(再利用) サイリヨウ		新　※11/1廃番済ｺｰﾄﾞを再利用 シン ハイ バン ズミ サイリヨウ		36		対象ﾎﾟｽﾄ：ｳﾞｨｺWH/DB、ｹｲﾄ、ﾃﾗ
ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。 タイショウ		対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ｳﾞｨｺWH/DB、ｹｲﾄ、ﾃﾗ
※（ｺｰﾜ）ｼﾙﾄ　←要：仕入先別ｺｰﾄﾞ タイショウ ソガ ヨウ シイレ サキ ベツ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ		※「用」+半角ｽﾍﾟｰｽ（見易く）
※11/1廃番済ｺｰﾄﾞ再利用
（売上実績なし、ｺｰﾄﾞが大幅に飛ぶのをさける、ため） ヨウ ハンカク		固定ﾋﾟﾝ・Eﾘﾝｸﾞ・ﾜｯｼｬｰのｾｯﾄ		394071		新 シン		(曽我)ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞｾｯﾄ(×2)		41		半角ｽﾍﾟｰｽ追加 ハンカク ツイカ						100		1000		1		66		66		378		368		388		252		252

		③		3-97160-		ｳﾞｨｺDB ｽﾀﾝﾄﾞH750用ﾋﾞｽ袋		ﾋﾞｽ袋　※ｱﾝｶｰ用（ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ付き）		5,300		2022年度　更新 ネン ド コウシン

		④		3-96170-		ｳﾞｨｺDB ｽﾀﾝﾄﾞH1300(L1600) ｱﾙﾐ柱 左右 埋込用 ハシラ ウメコミ ヨウ		ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑL1600(1300) (左右ｾｯﾄ）※埋込ﾀｲﾌﾟ ウメコミ		28,800

		⑤		3-96180-		ｳﾞｨｺDB ｽﾀﾝﾄﾞH1300 付属品 棚ｾｯﾄ 埋込用		棚板2 棚受け金具4 柱ｷｬｯﾌﾟ2 固定板1 付属ﾋﾞｽ袋1 タナイタ タナウ カナグ ハシラ コテイ イタ １ フゾク ビス		16,300				(曽我)		395900		ｳﾞｨｺDB 転写ｼｰﾙｾｯﾄMAIL DELIVERY（左用） テンシャ ヒダリ ヨウ		37						品名変更（ｺﾙﾃﾞｨｱｼｰﾙと統一） ヒンメイ ヘンコウ トウイツ				2枚ｾｯﾄ(MAIL、DELIVERY 各1枚)						(曽我)ｳﾞｨｺDB 転写ｼｰﾙｾｯﾄ(MAILﾛｺﾞ･DELIVERYﾛｺﾞ) 左		47								500		1000				63		63		66		66		40		416		414

		⑥		3-97130-		ｳﾞｨｺDB ｽﾀﾝﾄﾞH1300(L1300) ｱﾙﾐ柱 左右 ｱﾝｶｰ用 サユウ 　 アンカー		ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑL1300 (左右ｾｯﾄ） サユウ		28,800		2022年度　更新 ネン ド コウシン		(曽我)		395910		ｳﾞｨｺDB 本体用補修塗料 ホンタイ ヨウ ホシュウ トリョウ		42		色確認 イロ カクニン														(曽我)ｳﾞｨｺDB 本体用補修塗料(溶剤近似色)		39								500		1000				64		64		67		67		41		417		415

		⑦		3-97140-		ｳﾞｨｺDB ｽﾀﾝﾄﾞH1300 ｱﾝｶｰ用 付属品箱		ﾌﾞﾗｹｯﾄ2 棚板2 棚受け金具4 柱ｷｬｯﾌﾟ2 付属ﾋﾞｽ袋1 タナイタ ２ タナウケ カナグ ４ キャップ ビス		34,500

		⑧		3-97170-		ｳﾞｨｺDB ｽﾀﾝﾄﾞH1300　埋込用ﾋﾞｽ袋 		ﾋﾞｽ袋　※埋込用 （ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ無し）		3,800		2022年度　更新 ネン ド コウシン

		⑨		3-97180-		ｳﾞｨｺDB ｽﾀﾝﾄﾞH1300　ｱﾝｶｰ用ﾋﾞｽ袋		ﾋﾞｽ袋　※ｱﾝｶｰ用（ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ付き）		5,500		2022年度　更新 ネン ド コウシン

		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		①		3-96850-		ｳﾞｨｺDB 門柱ｽﾀﾝﾄﾞH1600(L1900) ｱﾙﾐ柱左右 埋込 サユウ		門柱用ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑL1900(1600) (左右ｾｯﾄ）　
※埋込ﾀｲﾌﾟ モンチュウ ヨウ サユウ ウメコミ		38,800

		②		3-97220-		ｳﾞｨｺDB 門柱ｽﾀﾝﾄﾞH1600 付属品箱 梱包④ 埋込用		施工説明書 梱包④　（棚板2 棚受け金具4 柱ｷｬｯﾌﾟ2 固定板1 付属ﾋﾞｽ袋1） セコウ セツメイショ コンポウ タナイタ タナウ カナグ ハシラ コテイ イタ １ フゾク ビス ）		16,300		2022年度　更新 ネン ド コウシン

		③		3-97230-		ｳﾞｨｺDB 門柱ｽﾀﾝﾄﾞH1600(L1600) ｱﾙﾐ柱左右 ｱﾝｶｰ		門柱用ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑL1600 (左右ｾｯﾄ）　
※ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ モンチュウ ヨウ サユウ		36,300		2022年度　更新 ネン ド コウシン

		④		3-97240-		ｳﾞｨｺDB 門柱ｽﾀﾝﾄﾞH1600 付属品箱 梱包④ ｱﾝｶｰ用		施工説明書 梱包④　（ﾌﾞﾗｹｯﾄ2 棚板2 棚受け金具4 柱ｷｬｯﾌﾟ2 付属ﾋﾞｽ袋1） セコウ セツメイショ		34,500		2022年度　更新 ネン ド コウシン

		⑤		3-96860-		ｳﾞｨｺDB 門柱ｽﾀﾝﾄﾞH1600 正面ﾊﾟﾈﾙ(ｼｰﾄ･ﾅｯﾄ付)		色をご指定ください イロ シテイ		12,000

		⑥		3-96870-		ｳﾞｨｺDB 門柱ｽﾀﾝﾄﾞH1600 ﾕﾆｯﾄﾎﾞｯｸｽ部 背面ﾊﾟﾈﾙ		裏ｶﾊﾞｰのみ（単品） ウラ タンピン		10,000

		⑦		3-96880-		ｳﾞｨｺDB 門柱ｽﾀﾝﾄﾞH1600 照明ｶﾊﾞｰ ショウメイ		照明ｶﾊﾞｰのみ（単品） ショウメイ タンピン		6,300

		⑧		3-97250-		ｳﾞｨｺDB 門柱ｽﾀﾝﾄﾞH1600 梱包③用ﾋﾞｽ袋 		施工説明書 梱包③　（ﾕﾆｯﾄﾎﾞｯｸｽ用等）同梱のﾋﾞｽ袋 ヨウナド ） ドウコンノ		3,300

		⑨		3-97260-		ｳﾞｨｺDB 門柱ｽﾀﾝﾄﾞH1600 梱包④埋込用ﾋﾞｽ袋		施工説明書 梱包④のﾋﾞｽ袋　※埋込用 （ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ無し） 　 ウメコミ ヨウ 　 ）		3,800

		⑩		3-97270-		ｳﾞｨｺDB 門柱ｽﾀﾝﾄﾞH1600 梱包④ｱﾝｶｰ用ﾋﾞｽ袋		施工説明書 梱包④のﾋﾞｽ袋　※ｱﾝｶｰ用（ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ付き） 　 （ ）		5,500

		⑪		3-97280-		ｳﾞｨｺDB 門柱ｽﾀﾝﾄﾞH1600 ﾕﾆｯﾄﾎﾞｯｸｽ(本体のみ) ホンタイ		ﾕﾆｯﾄﾎﾞｯｸｽ単品のみ　※ﾋﾞｽ ﾜﾝﾛｯｸﾍﾞｰｽ等付属なし		12,000

		⑫		3-97290-		ｳﾞｨｺDB 門柱ｽﾀﾝﾄﾞH1600 付属品箱 梱包③		施工説明書 梱包③　（ﾕﾆｯﾄﾎﾞｯｸｽ×1,笠木ﾊﾟﾈﾙ×1,背面ﾊﾟﾈﾙ×1, ﾜﾝﾛｯｸﾍﾞｰｽ×1 照明ｶﾊﾞｰ,ﾋﾞｽ一式） セコウ セツメイショ コンポウ		20,000

		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		①		3‐9201‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ80/100 後出 郵便投函蓋（固定ﾋﾟﾝ差込式） ダシ コテイ サシコミ シキ		色をご指定ください。
購入時期をご確認ください。 イロ シテイ コウニュウ ジキ カクニン		8,000				(ｺｰﾜ)		392010		ｺﾙﾃﾞｨｱ80/100後出 郵便投函口蓋		45		購入時期確認 コウニュウ ジキ カクニン		ﾏｸﾞﾈｯﾄ：開いた状態で保持する
（後出：使用なし、前出：付）
固定ﾋﾟﾝ差込式
（両側のLｱﾝｸﾞﾙに固定されているﾋﾟﾝを、投函蓋の穴に差込んで固定する） ヒライタ イデ ホジスル ： シヨウ ナシ ： ） コテイ								392011		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ80/100後出 郵便投函口蓋		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ80/100 後 郵便 投函蓋（固定ﾋﾟﾝ差込式）		49		【ｺﾙﾃﾞｨｱ、ｹｲﾄ、ｳﾞｨｺ 共通ﾙｰﾙ】
①「後出」「前出」 →「後」「前」
②「宅配」「郵便」 → ＋半角ｽﾍﾟｰｽ
③「取出外扉」 → 「取出 外扉」
④「取出内扉」 → 「取出 内扉」
⑤「印なし」 → （省略）
⑥錠なし → 錠無 キョウツウ ウシロ ダシ マエ ダシ ウシロ ゼン タクハイ ユウビン ハンカク ウチ ウチ イン ジョウ ジョウ ナシ		6800		1700		2200		1000				67		67		69		69		43		1		1

		②		3‐9210‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ80 後出 宅配投函扉(蝶番付･ｼｽﾃﾑ付、印なし) 右 トビラ ツキ ツキ イン		色をご指定ください。
購入時期をご確認ください。 イロ シテイ コウニュウ ジキ カクニン		32,000				(ｺｰﾜ)		392100		ｺﾙﾃﾞｨｱ80 右開後出 宅配投函口蓋 ｼｽﾃﾑ付		50		購入時期確認、
「ｼｽﾃﾑ」：扉裏についている施錠ｼｽﾃﾑ コウニュウ ジキ カク�� ��� �� 		ｼｽﾃﾑ・ｼｽﾃﾑｶﾊﾞｰ付、受領印なし ツキ ジュリョウイン		「ｼｽﾃﾑ」：扉裏についている施錠ｼｽﾃﾑ トビラ						392101		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ80 右開後出 宅配投函口蓋 ｼｽﾃﾑ付		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ80 後 宅配 投函扉(蝶番･ｼｽﾃﾑ付) 右		44		印なし → （省略） イン		28300		10300		11800		1000				68		68		70		70		44		2		2

		③		3‐9211‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ80 後出 宅配投函扉(蝶番付･ｼｽﾃﾑ付、印なし) 左 トビラ ツキ ツキ イン		色をご指定ください。
購入時期をご確認ください。 イロ シテイ コウニュウ ジキ カクニン		32,000				(ｺｰﾜ)		392110		ｺﾙﾃﾞｨｱ80 左開後出 宅配投函口蓋 ｼｽﾃﾑ付		50		購入時期確認、
「ｼｽﾃﾑ」：扉裏についている施錠ｼｽﾃﾑ コウニュウ ジキ カク�� ��� �� 		ｼｽﾃﾑ・ｼｽﾃﾑｶﾊﾞｰ付、受領印なし ツキ ジュリョウイン		「ｼｽﾃﾑ」：扉裏についている施錠ｼｽﾃﾑ トビラ						392111		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ80 左開後出 宅配投函口蓋 ｼｽﾃﾑ付		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ80 後 宅配 投函扉(蝶番･ｼｽﾃﾑ付) 左		44		印なし → （省略） イン		28300		10300		11800		1000				69		69		71		71		45		3		3

		④		3‐9212‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ80 後出 取出外扉(蝶番付、錠なし) 右 ダシ ジョウ		色をご指定ください。
購入時期をご確認ください。 イロ シテイ コウニュウ ジキ カクニン		20,500				(ｺｰﾜ)		392120		ｺﾙﾃﾞｨｱ80 右開後出 取出口外扉(錠なし)		41		購入時期確認 コウニュウ ジキ カクニン										392121		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ80 右開後出 取出口外扉(錠なし)		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ80 後 取出 外扉(蝶番付、錠なし) 右		45				19000		6600		7200		1000				70		70		72		72		46		4		4

		⑤		3‐9213‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ80 後出 取出外扉(蝶番付、錠なし) 左 ジョウ		色をご指定ください。
購入時期をご確認ください。 イロ シテイ コウニュウ ジキ カクニン		20,500				(ｺｰﾜ)		392130		ｺﾙﾃﾞｨｱ80 左開後出 取出口外扉(錠なし)		41		購入時期確認 コウニュウ ジキ カクニン										392131		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ80 左開後出 取出口外扉(錠なし)		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ80 後 取出 外扉(蝶番付、錠なし) 左		45				19000		6600		7200		1000				71		71		73		73		47		5		5

		⑥		3‐9214‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ80 後出 取出内扉(蝶番付、錠なし) 右 ジョウ		購入時期をご確認ください。 コウニュウ ジキ カクニン		10,000				(ｺｰﾜ)		392140		ｺﾙﾃﾞｨｱ80 右開後出 取出口内扉(錠なし)		41		購入時期確認 コウニュウ ジキ カクニン										392141		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ80 右開後出 取出口内扉(錠なし)		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ80 後 取出 内扉(蝶番付、錠なし) 右		45				11000		3400		3000		1000				72		72		74		74		48		6		6

		⑦		3‐9215‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ80 後出 取出内扉(蝶番付、錠なし) 左 ジョウ		購入時期をご確認ください。 コウニュウ ジキ カクニン		10,000				(ｺｰﾜ)		392150		ｺﾙﾃﾞｨｱ80 左開後出 取出口内扉(錠なし)		41		購入時期確認 コウニュウ ジキ カクニン										392151		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ80 左開後出 取出口内扉(錠なし)		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ80 後 取出 内扉(蝶番付、錠なし) 左		45				11000		3400		3000		1000				73		73		75		75		49		7		7

		⑧		3‐9202‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ100 後出 宅配投函扉(蝶番付･ｼｽﾃﾑ付、印なし)右 トビラ チョウバン ツキ ツキ ナシ		色をご指定ください。
購入時期をご確認ください。 イロ シテイ コウニュウ ジキ カクニン		37,000				(ｺｰﾜ)		392020		ｺﾙﾃﾞｨｱ100 右開後出 宅配投函口蓋 ｼｽﾃﾑ付		50		購入時期確認、
「ｼｽﾃﾑ」：扉裏についている施錠ｼｽﾃﾑ コウニュウ ジキ カク�� ��� �� 		ｼｽﾃﾑ・ｼｽﾃﾑｶﾊﾞｰ付、受領印なし ツキ ジュリョウイン		「ｼｽﾃﾑ」：扉裏についている施錠ｼｽﾃﾑ トビラ						392021		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100 右開後出 宅配投函口蓋 ｼｽﾃﾑ付		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100 後 宅配 投函扉(蝶番･ｼｽﾃﾑ付) 右		45		印なし → （省略） イン		40800		15300		13800		1000				74		74		76		76		50		8		8

		⑨		3‐9203‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ100 後出 宅配投函扉(蝶番付･ｼｽﾃﾑ付、印なし)左 トビラ ツキ イン		色をご指定ください。
購入時期をご確認ください。 イロ シテイ コウニュウ ジキ カクニン		37,000				(ｺｰﾜ)		392030		ｺﾙﾃﾞｨｱ100 左開後出 宅配投函口蓋 ｼｽﾃﾑ付		50		購入時期確認、
「ｼｽﾃﾑ」：扉裏についている施錠ｼｽﾃﾑ コウニュウ ジキ カク�� ��� �� 		ｼｽﾃﾑ・ｼｽﾃﾑｶﾊﾞｰ付、受領印なし ツキ ジュリョウイン		「ｼｽﾃﾑ」：扉裏についている施錠ｼｽﾃﾑ トビラ						392031		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100 左開後出 宅配投函口蓋 ｼｽﾃﾑ付		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100 後 宅配 投函扉(蝶番･ｼｽﾃﾑ付) 左		45		印なし → （省略） イン		40800		15300		13800		1000				75		75		77		77		51		9		9

		⑩		3‐9204‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ有 後出 取出外扉(蝶番付、錠なし) 右 ツキ ジョウ		色をご指定ください。
購入時期をご確認ください。 イロ シテイ コウニュウ ジキ カクニン		33,800				(ｺｰﾜ)		392040		ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ有 右開後出 取出口外扉(錠なし)		48		購入時期確認 コウニュウ ジキ カクニン										392041		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ有 右開後出 取出口外扉(錠なし)		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ有 後 取出 外扉(蝶番付、錠無) 右 ナシ		50				33800		12500		12500		1000				76		76		78		78		52		10		10

		⑪		3‐9205‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ有 後出 取出外扉(蝶番付、錠なし) 左 ジョウ		色をご指定ください。
購入時期をご確認ください。 イロ シテイ コウニュウ ジキ カクニン		33,800				(ｺｰﾜ)		392050		ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ有 左開後出 取出口外扉(錠なし)		48		購入時期確認 コウニュウ ジキ カクニン										392051		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ有 左開後出 取出口外扉(錠なし)		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ有 後 取出 外扉(蝶番付、錠無) 左 ナシ		50				33800		12500		12500		1000				77		77		79		79		53		11		11

		⑫		3‐9206‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ有 後出 取出内扉(蝶番付、錠なし) 右 ジョウ		購入時期をご確認ください。 コウニュウ ジキ カクニン		11,800				(ｺｰﾜ)		392060		ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ有 右開後出 取出口内扉(錠なし)		48		購入時期確認 コウニュウ ジキ カクニン										392061		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ有 右開後出 取出口内扉(錠なし)		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ有 後 取出 内扉(蝶番付、錠無) 右 ナシ		50				16000		5400		3700		1000				78		78		80		80		54		12		12

		⑬		3‐9207‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ有 後出 取出内扉(蝶番付、錠なし) 左 ジョウ		購入時期をご確認ください。 コウニュウ ジキ カクニン		11,800				(ｺｰﾜ)		392070		ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ有 左開後出 取出口内扉(錠なし)		48		購入時期確認 コウニュウ ジキ カクニン										392071		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ有 左開後出 取出口内扉(錠なし)		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ有 後 取出 内扉(蝶番付、錠無) 左 ナシ		50				16000		5400		3700		1000				79		79		81		81		55		13		13

		⑭		3‐9208‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ無 後出 取出扉(蝶番付、錠なし) 右 トビラ ジョウ		色をご指定ください。
購入時期をご確認ください。 イロ シテイ コウニュウ ジキ カクニン		26,000				(ｺｰﾜ)		392080		ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ無 右開後出 取出口蓋(錠なし)		46		購入時期確認 コウニュウ ジキ カクニン										392081		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ無 右開後出 取出口蓋(錠なし)		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ無 後 取出扉(蝶番付、錠なし) 右		49				32500		12000		9400		1000				80		80		82		82		56		14		14

		⑮		3‐9209‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ無 後出 取出扉(蝶番付、錠なし) 左 トビラ ジョウ		色をご指定ください。
購入時期をご確認ください。 イロ シテイ コウニュウ ジキ カクニン		26,000				(ｺｰﾜ)		392090		ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ無 左開後出 取出口蓋(錠なし)		46		購入時期確認 コウニュウ ジキ カクニン										392091		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ無 左開後出 取出口蓋(錠なし)		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ無 後 取出扉(蝶番付、錠なし) 左		49				32500		12000		9400		1000				81		81		83		83		57		15		15

		⑯		3‐9499‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ 後出 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(10桁) 大型 右 オオガタ				7,000				(ｺｰﾜ)		394990		新　12/18追加 シン ツイカ		39						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ		【仕入先名称： ｺｰﾜｿﾆｱ製 KEY-06 大型Ф38】
・品名に「KEY-06」は入れない（ﾀﾞｲﾔﾙ錠、KEY-06、大型でWEB検察するとｺｰﾜｿﾆｱが出てきてしまう。KEY-06を入れなければ出てこない）
・今のところｺｰﾜで大型はKEY-06だけ(？)のため品名に「KEY-06」は不要
・「ﾀﾞｲﾔﾙ錠解錠番号」資料では「大型ﾀﾞｲﾔﾙ錠」 シイレ サキ メイショウ セイ オオガタ ヒンメイ イ ジョウ オオガタ ケンサツ デ イ デ イマ オオガタ ヒンメイ フヨウ ジョウ カイジョウ バンゴウ シリョウ オオガタ ジョウ						新 シン		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 後 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(10桁) 大型 右		42				7000		2000		2000		800		0		82		82		84		84		64		22		22

		⑰		3‐9500‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ 後出 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(10桁) 大型 左 オオガタ				7,000				(ｺｰﾜ)		395000		新 シン		39						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ		　〃						新 シン		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 後 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(10桁) 大型 左		42				7000		2000		2000		800		0		83		83		85		85		65		23		23

		⑱		3‐9501‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ 80 後出 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱ×2付) 右 ウシロ ヒョウジュン				5,800				(ｺｰﾜ)		395010		新　12/18追加 シン ツイカ		41				前出（郵便ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ、宅配取出扉）、後出（ﾎﾟｽﾄ有：取出内扉、ﾎﾟｽﾄ無：取出扉） 共通 マエ ダシ ユウビン タクハイ トリダ トビラ ウシロ ダシ ア トリダ ウチ トビラ ナ トリダシ キョウツウ		※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ				宅配用ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠×1､ｽﾍﾟｱｷｰ×2､※止金付				新 シン		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 80 後 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱ×2付) 右 ヒョウジュン		44				5800		1500		1500		800		0		84		84		86		86		68		28		28

		⑲		3‐9502‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ 80 後出 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱ×2付) 左 ウシロ ヒョウジュン ヒダリ				5,800				(ｺｰﾜ)		395020		新　12/18追加 シン ツイカ		41				前出（郵便ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ、宅配取出扉）、後出（ﾎﾟｽﾄ有：取出内扉、ﾎﾟｽﾄ無：取出扉） 共通 マエ ダシ ユウビン タクハイ トリダ トビラ ウシロ ダシ ア トリダ ウチ トビラ ナ トリダシ キョウツウ		※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ				〃				新 シン		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 80 後 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱ×2付) 左 ヒョウジュン ヒダリ		44								1500		800		0		85		85		87		87		69		29		29

		⑳		3‐9503‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ 80 後出 ｽﾍﾟｱｷｰ(×1) ウシロ ダシ		鍵番号をご確認ください
例：○○○（※数字3桁）　
（ｷｰに刻印やﾎﾟｽﾄ内部側面ｼｰﾙに表記があります） カギ バンゴウ カクニン コクイン ソクメン ヒョウキ		3,900				(ｺｰﾜ)		395030		新　12/18追加 シン ツイカ		26		鍵NO.確認　錠番号○○○ カギ カクニン ジョウ バンゴウ		※在庫注意（殆どの鍵No.揃えているが、在庫ない場合は取寄せとなり納期2週間程度必要） ホトン トリヨ シュウカン ヒツヨウ		※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ				ｽﾍﾟｱｷｰ×1				(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ ｽﾍﾟｱｷｰ(1本)		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 80 後 ｽﾍﾟｱｷｰ(×1)		29				3900		750		750		800				86		86		88		88		70		30		30

		㉑		3‐9504‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ 100ﾎﾟｽﾄ有 後出 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱ×2付) 右 ア ウシロ ヒョウジュン				5,800				(ｺｰﾜ)		395040		新　12/18追加 シン ツイカ		48				前出（郵便ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ、宅配取出扉）、後出（ﾎﾟｽﾄ有：取出内扉、ﾎﾟｽﾄ無：取出扉） 共通 マエ ダシ ユウビン タクハイ トリダ トビラ ウシロ ダシ ア トリダ ウチ トビラ ナ トリダシ キョウツウ		※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ				宅配用ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠×1､ｽﾍﾟｱｷｰ×2､※止金付				新 シン		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 100ﾎﾟｽﾄ有 後 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱ×2付)右 ア ヒョウジュン		50				5800		1500		1500		800		0		87		87		89		89		71		31		31

		㉒		3‐9505‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ 100ﾎﾟｽﾄ有 後出 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱ×2付) 左 ア ウシロ ヒョウジュン ヒダリ				5,800				(ｺｰﾜ)		395050		新　12/18追加 シン ツイカ		48				前出（郵便ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ、宅配取出扉）、後出（ﾎﾟｽﾄ有：取出内扉、ﾎﾟｽﾄ無：取出扉） 共通 マエ ダシ ユウビン タクハイ トリダ トビラ ウシロ ダシ ア トリダ ウチ トビラ ナ トリダシ キョウツウ		※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ				〃				新 シン		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 100ﾎﾟｽﾄ有 後 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱ×2付)左 ア ヒョウジュン ヒダリ		50								1500		800		0		88		88		90		90		72		32		32

		㉓		3‐9506‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ 100ﾎﾟｽﾄ有 後出 ｽﾍﾟｱｷｰ(×1) ア ウシロ		鍵番号をご確認ください
例：○○○（※数字3桁）　
（ｷｰに刻印やﾎﾟｽﾄ内部側面ｼｰﾙに表記があります） カギ バンゴウ カクニン コクイン ソクメン ヒョウキ		3,900				(ｺｰﾜ)		395060		新　12/18追加 シン ツイカ		33		鍵NO.確認　錠番号○○○ カギ カクニン ジョウ バンゴウ		※在庫注意（殆どの鍵No.揃えているが、在庫ない場合は取寄せとなり納期2週間程度必要） ホトン トリヨ シュウカン ヒツヨウ		※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ				ｽﾍﾟｱｷｰ×1				(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ ｽﾍﾟｱｷｰ(1本)		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 100ﾎﾟｽﾄ有 後 ｽﾍﾟｱｷｰ(×1) ア		36				3900		750		750		800				89		89		91		91		73		33		33

		㉔		3‐9507‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ 100ﾎﾟｽﾄ無 後出 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱ×2付) 右 ナシ ウシロ ヒョウジュン				5,800				(ｺｰﾜ)		395070		新　12/18追加 シン ツイカ		48				前出（郵便ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ、宅配取出扉）、後出（ﾎﾟｽﾄ有：取出内扉、ﾎﾟｽﾄ無：取出扉） 共通 マエ ダシ ユウビン タクハイ トリダ トビラ ウシロ ダシ ア トリダ ウチ トビラ ナ トリダシ キョウツウ		※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ				宅配用ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠×1､ｽﾍﾟｱｷｰ×2､※止金付				新 シン		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 100ﾎﾟｽﾄ無 後 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱ×2付)右 ヒョウジュン		50				5800		1500		1500		800		0		90		90		92		92		74		34		34

		㉕		3‐9508‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ 100ﾎﾟｽﾄ無 後出 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱ×2付) 左 ナシ ウシロ ヒョウジュン ヒダリ				5,800				(ｺｰﾜ)		395080		新　12/18追加 シン ツイカ		48				前出（郵便ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ、宅配取出扉）、後出（ﾎﾟｽﾄ有：取出内扉、ﾎﾟｽﾄ無：取出扉） 共通 マエ ダシ ユウビン タクハイ トリダ トビラ ウシロ ダシ ア トリダ ウチ トビラ ナ トリダシ キョウツウ		※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ				〃				新 シン		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 100ﾎﾟｽﾄ無 後 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱ×2付)左 ヒョウジュン ヒダリ		50								1500		800		0		91		91		93		93		75		35		35

		㉖		3‐9509‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ 100ﾎﾟｽﾄ無 後出 ｽﾍﾟｱｷｰ(×1) ナシ ウシロ		鍵番号をご確認ください
例：○○○（※数字3桁）　
（ｷｰに刻印やﾎﾟｽﾄ内部側面ｼｰﾙに表記があります） カギ バンゴウ カクニン コクイン ソクメン ヒョウキ		3,900				(ｺｰﾜ)		395090		新　12/18追加 シン ツイカ		33		鍵NO.確認　錠番号○○○ カギ カクニン ジョウ バンゴウ		※在庫注意（殆どの鍵No.揃えているが、在庫ない場合は取寄せとなり納期2週間程度必要） ホトン トリヨ シュウカン ヒツヨウ		※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ				ｽﾍﾟｱｷｰ×1				(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ ｽﾍﾟｱｷｰ(1本)		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 100ﾎﾟｽﾄ無 後 ｽﾍﾟｱｷｰ(×1)		36				3900		750		750		800				92		92		94		94		76		36		36

		㉗		3‐9225‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ100 後出 本体郵便投函下部化粧ﾊﾟﾈﾙ		色をご指定ください。 イロ シテイ		8,800				(ｺｰﾜ)		392250		ｺﾙﾃﾞｨｱ100 後出 本体郵便投函口下部化粧ﾊﾟﾈﾙ		39		色確認 イロ カクニン										392251		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100 後出 本体郵便投函口下部化粧ﾊﾟﾈﾙ		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100 後 本体郵便投函下部 化粧ﾊﾟﾈﾙ		43				6800		1700		2500		1000				93		93		95		95		82		42		42

		㉘		3‐9228‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ 受領印(指定番号なし)				5,300				(ｺｰﾜ)		392280		ｺﾙﾃﾞｨｱ 受領印(指定番号なし)		27												392281		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 受領印(指定番号なし)		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 受領印(指定番号なし)		32				5300		1300		1300		800				94		94		96		96		-

		㉙		3‐9229‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ 受領印ｽﾄﾗｯﾌﾟ				2,500				(ｺｰﾜ)		392290		ｺﾙﾃﾞｨｱ 受領印ｽﾄﾗｯﾌﾟ		19												392291		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 受領印ｽﾄﾗｯﾌﾟ		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 受領印ｽﾄﾗｯﾌﾟ		24				2500		200		200		800				95		95		97		97		-

		㉚		3‐9230‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ 転写ｼｰﾙｾｯﾄ(MAIL便ﾛｺﾞ･ﾒｰﾙ便ﾏｰｸ･宅配BOXﾛｺﾞ) テンシャ ビン ビン		購入時期をご確認ください。 コウニュウ ジキ カクニン		2,800				(ｺｰﾜ)		392300		ｺﾙﾃﾞｨｱ ｼｰﾙ(MAILBOX･ﾒｰﾙﾏｰｸ･宅配BOX)		48		購入時期確認 コウニュウ ジキ カクニン		○新旧あり（2017.04仕様変更）
旧（MAILBOX･封筒ﾏｰｸ・宅配BOX）、新（MAIL便・SIZE・宅配BOX）
特に指定なければ新仕様で出荷される シンキュウ シヨウ ヘンコウ キュウ フウトウ タクハイ シン ビン タクハイ トク シテイ シン シヨウ シュッカ		品名変更（ｳﾞｨｺDBｼｰﾙと統一） ヒンメイ ヘンコウ トウイツ				新旧ﾌﾗｯﾌﾟ価格も転写ｼｰﾙで価格変更なし。（新旧同価格） ヘンコウ		392301		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ ｼｰﾙ(MAILBOX･ﾒｰﾙﾏｰｸ･宅配BOX)		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 転写ｼｰﾙｾｯﾄ(MAIL便･ﾒｰﾙ便ﾏｰｸ･宅配BOX) タクハイ		47		「ﾛｺﾞ」「ﾏｰｸ」 →（省略）		2500		200

磯村 典子: 寺島 典子:
2018/11/01修正済
200→300（仕入先の間違い）		300

磯村 典子: 寺島 典子:
2018/11/01修正済
200→300（仕入先の間違い）		800				96		96		98		98		-

		㉛		3-9646-0		ｺﾙﾃﾞｨｱ 後出 ﾛｯﾄﾕﾆｯﾄ(80/100P有 共通 ﾋﾞｽ付) ウシロ ダ アリ キョウツウ ツキ				7,000

		㉜		3-9647-0		ｺﾙﾃﾞｨｱ 埋込用台座　ﾋﾞｽ袋(120-150-180共通) ウメコミ ヨウ ダイザ １２０ キョウツウ				4,300

		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		①		3‐9216‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ80/100 前出 郵便投函蓋（固定ﾋﾟﾝ差込式） フタ コテイ サシコミ シキ		色をご指定ください。
購入時期をご確認ください。 イロ シテイ コウニュウ ジキ カクニン		9,000				(ｺｰﾜ)		392160		ｺﾙﾃﾞｨｱ80/100前出 郵便投函口		45		購入時期確認 コウニュウ ジキ カクニン		ﾏｸﾞﾈｯﾄ：開いた状態で保持する
（後出：使用なし、前出：付）
固定ﾋﾟﾝ差込式
（両側のLｱﾝｸﾞﾙに固定されているﾋﾟﾝを、投函蓋の穴に差込んで固定する） ヒライタ イデ ホジスル ： シヨウ ナシ ： ） コテイ		・ｶﾀﾛｸﾞ表記に合わる
2018版は「郵便投函・取出口蓋」
2019版は「郵便投函・取出蓋」
（ｳﾞｨｺ同様）
※字数制限で追加できず ヒョウキ ア バン ユウビン トウカン トリダシグチ フタ バン ユウビン トウカン トリダ フタ ドウヨウ ジスウ セイゲン ツイカ				ﾏｸﾞﾈｯﾄ3個付
(製品は2個､ﾒﾝﾃ用は3個｡細野さん打合せ)		392161		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ80/100前出 郵便投函口		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ80/100 前 郵便 投函蓋（固定ﾋﾟﾝ差込式）		49		【ｺﾙﾃﾞｨｱ、ｹｲﾄ、ｳﾞｨｺ 共通ﾙｰﾙ】
①「後出」「前出」 →「後」「前」
②「宅配」「郵便」 → ＋半角ｽﾍﾟｰｽ
③「取出外扉」 → 「取出 外扉」
④「取出内扉」 → 「取出 内扉」
⑤「印なし」 → （省略）
⑥錠なし → 錠無 キョウツウ ウシロ ダシ マエ ダシ ウシロ ゼン タクハイ ユウビン ハンカク ウチ ウチ イン ジョウ ジョウ ナシ		6800		1700		2600		1000				97		97		99		99		58		16		16

		②		3‐9219‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ80 前出 宅配扉(ｼｽﾃﾑ付、印なし･錠なし） 右 トビラ イン ジョウ		色をご指定ください。
購入時期をご確認ください。 イロ シテイ コウニュウ ジキ カクニン		35,000				(ｺｰﾜ)		392190		ｺﾙﾃﾞｨｱ80 右開前出 宅配口蓋(錠なし) ｼｽﾃﾑ付		47		購入時期確認、
「ｼｽﾃﾑ」：扉裏についている施錠ｼｽﾃﾑ コウニュウ ジキ カク�� ��� �� 		ｼｽﾃﾑ・ｼｽﾃﾑｶﾊﾞｰ付、受領印なし ツキ ジュリョウイン		「ｼｽﾃﾑ」：扉裏についている施錠ｼｽﾃﾑ トビラ						392191		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ80 右開前出 宅配口蓋(錠なし) ｼｽﾃﾑ付		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ80 前 宅配扉(ｼｽﾃﾑ付、錠なし）右		42		印なし → （省略） イン		28300		10300		13000		1000				98		98		100		100		59		17		17

		③		3‐9220‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ80 前出 宅配扉(ｼｽﾃﾑ付、印なし･錠なし） 左 トビラ イン ジョウ		色をご指定ください。
購入時期をご確認ください。 イロ シテイ コウニュウ ジキ カクニン		35,000				(ｺｰﾜ)		392200		ｺﾙﾃﾞｨｱ80 左開前出 宅配口蓋(錠なし) ｼｽﾃﾑ付		47		購入時期確認、
「ｼｽﾃﾑ」：扉裏についている施錠ｼｽﾃﾑ コウニュウ ジキ カク�� ��� �� 		ｼｽﾃﾑ・ｼｽﾃﾑｶﾊﾞｰ付、受領印なし ツキ ジュリョウイン		「ｼｽﾃﾑ」：扉裏についている施錠ｼｽﾃﾑ トビラ						392201		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ80 左開前出 宅配口蓋(錠なし) ｼｽﾃﾑ付		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ80 前 宅配扉(ｼｽﾃﾑ付、錠なし）左		42		印なし → （省略） イン		28300		10300		13000		1000				99		99		101		101		60		18		18

		④		3‐9217‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ100 前出 宅配扉(ｼｽﾃﾑ付、印なし･錠なし） 右 トビラ イン ジョウ		色をご指定ください。
購入時期をご確認ください。 イロ シテイ コウニュウ ジキ カクニン		39,800				(ｺｰﾜ)		392170		ｺﾙﾃﾞｨｱ100 右開前出 宅配口蓋(錠なし) ｼｽﾃﾑ付		48		購入時期確認、
「ｼｽﾃﾑ」：扉裏についている施錠ｼｽﾃﾑ コウニュウ ジキ カク�� ��� �� 		ｼｽﾃﾑ・ｼｽﾃﾑｶﾊﾞｰ付、受領印なし ツキ ジュリョウイン		「ｼｽﾃﾑ」：扉裏についている施錠ｼｽﾃﾑ トビラ						392171		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100 右開前出 宅配口蓋(錠なし) ｼｽﾃﾑ付		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100 前 宅配扉(ｼｽﾃﾑ付、錠なし）右		43		印なし → （省略） イン		40300		15100		14900		1000				100		100		102		102		61		19		19

		⑤		3‐9218‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ100 前出 宅配扉(ｼｽﾃﾑ付、印なし･錠なし） 左 トビラ イン ジョウ		色をご指定ください。
購入時期をご確認ください。 イロ シテイ コウニュウ ジキ カクニン		39,800				(ｺｰﾜ)		392180		ｺﾙﾃﾞｨｱ100 左開前出 宅配口蓋(錠なし) ｼｽﾃﾑ付		48		購入時期確認、
「ｼｽﾃﾑ」：扉裏についている施錠ｼｽﾃﾑ コウニュウ ジキ カク�� ��� �� 		ｼｽﾃﾑ・ｼｽﾃﾑｶﾊﾞｰ付、受領印なし ツキ ジュリョウイン		「ｼｽﾃﾑ」：扉裏についている施錠ｼｽﾃﾑ トビラ						392181		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100 左開前出 宅配口蓋(錠なし) ｼｽﾃﾑ付		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100 前 宅配扉(ｼｽﾃﾑ付、錠なし）左		43		印なし → （省略） イン		40300		15100		14900		1000				101		101		103		103		62		20		20

		⑥		3‐9510‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ 前出 郵便ﾎﾟｽﾄ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱ×2付) マエ ダシ ユウビン ヒョウジュン				5,800				(ｺｰﾜ)		395100		新　12/18追加 シン ツイカ		44				前出（郵便ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ、宅配取出扉）、後出（ﾎﾟｽﾄ有：取出内扉、ﾎﾟｽﾄ無：取出扉） 共通 マエ ダシ ユウビン タクハイ トリダ トビラ ウシロ ダシ ア トリダ ウチ トビラ ナ トリダシ キョウツウ		※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ				郵便用ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠×1､ｽﾍﾟｱｷｰ×2､※止金付				新 シン		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 前 郵便 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱ×2付) マエ ユウビン ヒョウジュン		43		「郵便ﾎﾟｽﾄ」→「郵便」 ユウビン ユウビン		5800		1500		1500		800		0		102		102		104		104		77		37		37

		⑦		3‐9511‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ 前出 郵便ﾎﾟｽﾄ ｽﾍﾟｱｷｰ(×1) マエ ユウビン		鍵番号をご確認ください
例：○○○（※数字3桁）　
（ｷｰに刻印やﾎﾟｽﾄ内部側面ｼｰﾙに表記があります） カギ バンゴウ カクニン コクイン ソクメン ヒョウキ		3,900				(ｺｰﾜ)		395110		新　12/18追加 シン ツイカ		32		鍵NO.確認　錠番号○○○ カギ カクニン ジョウ バンゴウ		※在庫注意（殆どの鍵No.揃えているが、在庫ない場合は取寄せとなり納期2週間程度必要） ホトン トリヨ シュウカン ヒツヨウ		※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ				ｽﾍﾟｱｷｰ×1				(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ ｽﾍﾟｱｷｰ(1本)		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 前 郵便 ｽﾍﾟｱｷｰ(×1) 　 ユウビン		31		「郵便ﾎﾟｽﾄ」→「郵便」 ユウビン ユウビン		3900		750		750		800				103		103		105		105		78		38		38

		⑧		3‐9512‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ 前出 宅配ﾎﾞｯｸｽ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱ×2付) 右 マエ タクハイ ヒョウジュン				5,800				(ｺｰﾜ)		395120		新　12/18追加 シン ツイカ		48				前出（郵便ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ、宅配取出扉）、後出（ﾎﾟｽﾄ有：取出内扉、ﾎﾟｽﾄ無：取出扉） 共通 マエ ダシ ユウビン タクハイ トリダ トビラ ウシロ ダシ ア トリダ ウチ トビラ ナ トリダシ キョウツウ		※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ				宅配用ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠×1､ｽﾍﾟｱｷｰ×2､※止金付				新 シン		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 前 宅配 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱ×2付) 右 　 タクハイ ヒョウジュン		46		「宅配ﾎﾞｯｸｽ」→「宅配」 タクハイ タクハイ						1500		800		0		104		104		106		106		79		39		39

		⑨		3‐9513‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ 前出 宅配ﾎﾞｯｸｽ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱ×2付) 左 マエ タクハイ ヒョウジュン ヒダリ				5,800				(ｺｰﾜ)		395130		新　12/18追加 シン ツイカ		48				前出（郵便ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ、宅配取出扉）、後出（ﾎﾟｽﾄ有：取出内扉、ﾎﾟｽﾄ無：取出扉） 共通 マエ ダシ ユウビン タクハイ トリダ トビラ ウシロ ダシ ア トリダ ウチ トビラ ナ トリダシ キョウツウ		※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ				〃				新 シン		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 前 宅配 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱ×2付) 左 　 タクハイ ヒョウジュン ヒダリ		46		「宅配ﾎﾞｯｸｽ」→「宅配」 タクハイ タクハイ						1500		800		0		105		105		107		107		80		40		40

		⑩		3‐9224‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ 前出 宅配ﾎﾞｯｸｽ ｽﾍﾟｱｷｰ(×1) マエ タクハイ		鍵番号をご確認ください
例：○○○（※数字3桁）　
（ｷｰに刻印やﾎﾟｽﾄ内部側面ｼｰﾙに表記があります） カギ バンゴウ カクニン コクイン ソクメン ヒョウキ		3,900				(ｺｰﾜ)		392240		ｺﾙﾃﾞｨｱ ｽﾍﾟｱｷｰ(1本)		33		鍵NO.確認　錠番号○○○ カギ カクニン ジョウ バンゴウ		※在庫注意（殆どの鍵No.揃えているが、在庫ない場合は取寄せとなり納期2週間程度必要） ホトン トリヨ シュウカン ヒツヨウ		※品名変更 ヒンメイ ヘンコウ						392241		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ ｽﾍﾟｱｷｰ(1本)		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 前 宅配 ｽﾍﾟｱｷｰ(×1) 　 タクハイ		31		「宅配ﾎﾞｯｸｽ」→「宅配」 タクハイ タクハイ		3900		750		750		800				106		106		108		108		81		41		41

		⑪		3‐9226‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ100 前出 郵便ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ用 化粧ﾊﾟﾈﾙ ヨウ		色をご指定ください。 イロ シテイ		8,800				(ｺｰﾜ)		392260		ｺﾙﾃﾞｨｱ100 前出 郵便ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ化粧ﾊﾟﾈﾙ		38		色確認 イロ カクニン						※「用」+半角ｽﾍﾟｰｽ（見易く） ヨウ ハンカク ミヤス				392261		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100 前出 郵便ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ化粧ﾊﾟﾈﾙ		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100 前 郵便 ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ用 化粧ﾊﾟﾈﾙ ヨウ		42				6800		1700		2500		1000				107		107		109		109		83		43		43

		⑫		3‐9228‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ 受領印(指定番号なし)				5,300				(ｺｰﾜ)		392280		ｺﾙﾃﾞｨｱ 受領印(指定番号なし)		27												392281		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 受領印(指定番号なし)		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 受領印(指定番号なし)		32				5300		1300		1300		800				108		108		110		110		85		45		45

		⑬		3‐9229‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ 受領印ｽﾄﾗｯﾌﾟ				2,500				(ｺｰﾜ)		392290		ｺﾙﾃﾞｨｱ 受領印ｽﾄﾗｯﾌﾟ		19												392291		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 受領印ｽﾄﾗｯﾌﾟ		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 受領印ｽﾄﾗｯﾌﾟ		24				2500		200		200		800				109		109		111		111		86		46		46

		⑭		3‐9230‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ 転写ｼｰﾙｾｯﾄ(MAIL便ﾛｺﾞ･ﾒｰﾙ便ﾏｰｸ･宅配BOXﾛｺﾞ) テンシャ ビン ビン		購入時期をご確認ください。 コウニュウ ジキ カクニン		2,800				(ｺｰﾜ)		392300		ｺﾙﾃﾞｨｱ ｼｰﾙ(MAILBOX･ﾒｰﾙﾏｰｸ･宅配BOX)		48		購入時期確認 コウニュウ ジキ カクニン		○新旧あり（2017.04仕様変更）
旧（MAILBOX･封筒ﾏｰｸ・宅配BOX）、新（MAIL便・SIZE・宅配BOX）
特に指定なければ新仕様で出荷される シンキュウ シヨウ ヘンコウ キュウ フウトウ タクハイ シン ビン タクハイ トク シテイ シン シヨウ シュッカ		品名変更（ｳﾞｨｺDBｼｰﾙと統一） ヒンメイ ヘンコウ トウイツ				新旧ﾌﾗｯﾌﾟ価格も転写ｼｰﾙで価格変更なし。（新旧同価格） ヘンコウ		392301		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ ｼｰﾙ(MAILBOX･ﾒｰﾙﾏｰｸ･宅配BOX)		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 転写ｼｰﾙｾｯﾄ(MAIL便･ﾒｰﾙ便ﾏｰｸ･宅配BOX) タクハイ		47		「ﾛｺﾞ」「ﾏｰｸ」 →（省略）		2500		200

磯村 典子: 寺島 典子:
2018/11/01修正済
200→300（仕入先の間違い）		300

磯村 典子: 寺島 典子:
2018/11/01修正済
200→300（仕入先の間違い）		800				110		110		112		112		87		47		47

		⑮		3-9647-0		ｺﾙﾃﾞｨｱ 埋込用台座　ﾋﾞｽ袋(120-150-180共通) ウメコミ ヨウ ダイザ １２０ キョウツウ				4,300

		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		①		3-96820-		ｺﾙﾃﾞｨｱﾗｯｸ ILS用ｶﾗｰﾊﾟﾈﾙ 右用 ヨウ ミギ ヨウ		色をご指定ください。		5,000

		②		3-96830-		ｺﾙﾃﾞｨｱﾗｯｸ ILS用ｶﾗｰﾊﾟﾈﾙ 左用 ヨウ ヒダリ ヨウ		色をご指定ください。		5,000

		③		3-96840-		ｺﾙﾃﾞｨｱﾗｯｸ ILS用上部BOX用 ﾋﾞｽ袋 ヨウ ジョウブ ヨウ フクロ				2,800

		④		3-96890-		ｺﾙﾃﾞｨｱﾗｯｸ 柱天部 補修ｷｬｯﾌﾟ(2個ｾｯﾄ)		色をご指定ください。		7,000

		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		①		3‐9316‐0		ｹｲﾄ 郵便投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付) コテイ		色をご指定ください。
購入時期をご確認ください。 イロ シテイ コウニュウ ジキ カクニン		6,300				(曽我)		393160		ｹｲﾄ 郵便投函口蓋(蝶番付)		31		購入時期確認、色確認 コウニュウ ジキ カクニン イロ カクニン		蓋：新旧あり ※互換性なし
（ﾋﾝｼﾞ部位置が外側へ移動）
固定ﾋﾟﾝ：新旧あり ※互換性なし
（旧：樹脂ｷｬｯﾌﾟ→新：Eﾘﾝｸﾞ） フタ シンキュウ ゴカンセイ ブ イチ ソトガワ イドウ ピン シンキュウ ゴカンセイ キュウ ジュシ シン		○新旧あり（2018年6月頃樹脂ｷｬｯﾌﾟ→Eﾘﾝｸﾞ。注文時新旧指示要。） シンキュウ				固定ﾋﾟﾝ(Eﾘﾝｸﾞ､ﾜｯｼｬｰ)付		393161		(曽我)ｹｲﾄ 郵便投函口蓋(蝶番付)		(曽我)ｹｲﾄ 郵便 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付)		38				6300		1500		1500		1000				111		111		113		113		88		149		149

		②		3‐9317‐0		ｹｲﾄ 郵便取出扉(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付､錠なし) トビラ コテイ		色をご指定ください。
購入時期をご確認ください。 イロ シテイ コウニュウ ジキ カクニン		11,300				(曽我)		393170		ｹｲﾄ 郵便取出口蓋(蝶番付､錠なし)		38		購入時期確認、色確認 コウニュウ ジキ カクニン イロ カクニン		蓋：新旧あり ※互換性なし
（ﾋﾝｼﾞ部位置が外側へ移動）
固定ﾋﾟﾝ：新旧あり ※互換性なし
（旧：樹脂ｷｬｯﾌﾟ→新：Eﾘﾝｸﾞ） フタ シンキュウ ゴカンセイ ブ イチ ソトガワ イドウ ピン シンキュウ ゴカンセイ キュウ ジュシ シン						固定ﾋﾟﾝ(Eﾘﾝｸﾞ､ﾜｯｼｬｰ)付		393171		(曽我)ｹｲﾄ 郵便取出口蓋(蝶番付､錠なし)		(曽我)ｹｲﾄ 郵便 取出扉(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付､錠なし) コテイ		45				6300		1500		3500		1000				112		112		114		114		89		150		150

		③		3‐9318‐0		ｹｲﾄ 郵便取出扉用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ トビラ				3,300				(曽我)		393180		ｹｲﾄ 郵便取出口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		22												393181		(曽我)ｹｲﾄ 郵便取出口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(曽我)ｹｲﾄ 郵便 取出扉用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		29				3300		300		300		1000				113		113		115		115		90		151		151

		④		3‐9319‐0		ｹｲﾄ 宅配投函･取出扉(ｽﾗｲﾄﾞ蝶番付､印なし･錠なし) 右 トビラ イン		色をご指定ください。 イロ シテイ		52,500				(曽我)		393190		ｹｲﾄ 宅配投函･取出口蓋(蝶番付､錠なし) 右開		49		色確認 イロ カクニン		●2ヵ所の錠を1つのｷｰで開くためには、「錠同番号2個ｾｯﾄを注文する」か「1個注文+1個既存の錠を付け直す」
※納期注意：状況次の製作時に一緒に作成。鍵番号を指定してもしなくても工程上最低約１ヶ月。最長6ヶ月 ジョウ ドウ バンゴウ コ チュウモン コ チュウモン コ ノウキ チュウイ ジョウキョウ		※設計価格（+仕切価格）変更
設計7,500円（仕切4,125円）→設計20,000円（仕切11,000円） セッケイ カカク シキリ カカク ヘンコウ セッケイ エン シキリ エン セッケイ エン シキリ エン				受領印なし ジュリョウイン		393191		(曽我)ｹｲﾄ 宅配投函･取出口蓋(蝶番付､錠なし) 右開		(曽我)ｹｲﾄ 宅配扉(ｽﾗｲﾄﾞ蝶番付､錠なし) 右		39		印なし→（省略）
投函・取出→（省略） イン トウカン トリダ		7500		20000		20000

平野 勝矢: P-1修正済		1000				114		114		116		116		91		152		152

		⑤		3‐9320‐0		ｹｲﾄ 宅配投函･取出扉(ｽﾗｲﾄﾞ蝶番付､印なし･錠なし) 左 トビラ イン		色をご指定ください。 イロ シテイ		52,500				(曽我)		393200		ｹｲﾄ 宅配投函･取出口蓋(蝶番付､錠なし) 左開		49		色確認 イロ カクニン		●2ヵ所の錠を1つのｷｰで開くためには、「錠同番号2個ｾｯﾄを注文する」か「1個注文+1個既存の錠を付け直す」
※納期注意：状況次の製作時に一緒に作成。鍵番号を指定してもしなくても工程上最低約１ヶ月。最長6ヶ月 ジョウ ドウ バンゴウ コ チュウモン コ チュウモン コ ノウキ チュウイ ジョウキョウ		※設計価格（+仕切価格）変更
設計7,500円（仕切4,125円）→設計20,000円（仕切11,000円） セッケイ カカク シキリ カカク ヘンコウ セッケイ エン シキリ エン セッケイ エン シキリ エン				受領印なし ジュリョウイン		393201		(曽我)ｹｲﾄ 宅配投函･取出口蓋(蝶番付､錠なし) 左開		(曽我)ｹｲﾄ 宅配扉(ｽﾗｲﾄﾞ蝶番付､錠なし) 左		39		印なし→（省略）
投函・取出→（省略） イン トウカン トリダ		7500		20000		20000

平野 勝矢: P-1修正済		1000				115		115		117		117		92		153		153

		⑥		3‐9321‐0		ｹｲﾄ 宅配投函･取出扉用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番(×2) トビラ				5,000				(曽我)		393210		ｹｲﾄ 宅配投函･取出口蓋用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番		35				■販売単位：1個→2個 ハンバイ タンイ コ コ								393211		(曽我)ｹｲﾄ 宅配投函･取出口蓋用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番		(曽我)ｹｲﾄ 宅配扉用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番(×2)		32		印なし→（省略）
投函・取出→（省略） イン トウカン トリダ		3800		500		1000		1000				116		116		118		118		93		154		154

		⑦		3‐9323‐0		ｹｲﾄ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 止金不要(本体付属) トメガネ フヨウ ホンタイ フゾク				5,000				(曽我)		393230		ｹｲﾄ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ2本付)		48				○左右なし（止金は錠でなく本体付属）
※止金はﾜｲﾔｰで本体に繋がっている（取外しできない）→止金付属不要→左右区別なし。
※錠交換時、止金はﾜｲﾔｰに繋がったまま錠だけを交換する。 サユウ トメガネ ジョウ ホンタイ フゾク トメガネ ホンタイ ツナ トリハズ トメガネ フゾク フヨウ サユウ クベツ ジョウ コウカン ジ		※品名変更（止金不要（本体付属）） ヒンメイ ヘンコウ トメガネ フヨウ ホンタイ フゾク				止金(ﾍﾞﾛｳ)は現場のものを再利用します		393231		(曽我)ｹｲﾄ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ2本付)		(曽我)ｹｲﾄ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱ2付) 止金不要(本体付属) トメガネ フヨウ ホンタイ フゾク		50				5000		1000		1000		1000		0		117		117		119		119		95		158		158

		⑧		3‐9324‐0		ｹｲﾄ ｽﾍﾟｱｷｰ(×2)		鍵番号をご確認ください
例：○○○○-○○○※数字7桁（ｷｰに刻印やﾎﾟｽﾄ内部側面ｼｰﾙに表記があります） カギ バンゴウ カクニン コクイン ソクメン ヒョウキ		5,000				(曽我)		393240		ｹｲﾄ ｽﾍﾟｱｷｰ(2本ｾｯﾄ)		15		鍵NO.確認　○○○○-○○○ カギ カクニン		※在庫注意（殆どの鍵No.揃えているが、在庫ない場合は取寄せとなり納期2週間程度必要） ホトン トリヨ シュウカン ヒツヨウ								393241		(曽我)ｹｲﾄ ｽﾍﾟｱｷｰ(2本ｾｯﾄ)		(曽我)ｹｲﾄ ｽﾍﾟｱｷｰ(×2)		21				5000		1000		1000		1000				118		118		120		120		96		161		161

		⑨		3‐9325‐0		ｹｲﾄ 受領印（番号指定なし） バンゴウ シテイ				6,300				(曽我)		393250		ｹｲﾄ 受領印		26												393251		(曽我)ｹｲﾄ 受領印		(曽我)ｹｲﾄ 受領印（番号指定なし）		32				6300		1500		1500		1000				119		119		121		121		97		162		162

		⑩		3‐9326‐0		ｹｲﾄ ｻｲﾝｼｰﾙ				3,400				(曽我)		393260		ｹｲﾄ ｻｲﾝｼｰﾙ		10												393261		(曽我)ｹｲﾄ ｻｲﾝｼｰﾙ		(曽我)ｹｲﾄ ｻｲﾝｼｰﾙ		16				3400		350		350		1000				120		120		122		122		98		163		163

		⑪		3‐9327‐0		ｹｲﾄ 本体用補修塗料		色をご指定ください。 イロ シテイ		3,800				(曽我)		393270		ｹｲﾄ 本体補修塗料		18		色確認 イロ カクニン										393271		(曽我)ｹｲﾄ 本体補修塗料		(曽我)ｹｲﾄ 本体用補修塗料		24				3800		500		500		1000				121		121		123		123		99		164		164

		⑫		3‐9407‐0		ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞｾｯﾄ(×2) トウカン フタ コテイ		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		2,800				(曽我)		394070
(再利用) サイリヨウ		新　※11/1廃番済ｺｰﾄﾞを再利用 シン ハイ バン ズミ サイリヨウ		35		対象ﾎﾟｽﾄ：ｳﾞｨｺWH/DB、ｹｲﾄ、ﾃﾗ
ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。 タイショウ		対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ｳﾞｨｺWH/DB、ｹｲﾄ、ﾃﾗ
※（ｺｰﾜ）ｼﾙﾄ　←要：仕入先別ｺｰﾄﾞ タイショウ ソガ ヨウ シイレ サキ ベツ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ		※「用」+半角ｽﾍﾟｰｽ（見易く）
※11/1廃番済ｺｰﾄﾞ再利用
（売上実績なし、ｺｰﾄﾞが大幅に飛ぶのをさける、ため） ヨウ ハンカク		固定ﾋﾟﾝ・Eﾘﾝｸﾞ・ﾜｯｼｬｰのｾｯﾄ		394071		新 シン		(曽我)ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞｾｯﾄ(×2)		41		半角ｽﾍﾟｰｽ追加 ハンカク ツイカ						100		1000		1		122		122		378		368		388		252		252

		⑬		3-96210-		ｹｲﾄ 宅配本体 左開き ﾌﾞﾗｳﾝ		鍵番号をご指定ください。
（希望者のみ） カギ バンゴウ シテイ キボウ シャ		103,800				(曽我)		393160		ｹｲﾄ 郵便投函口蓋(蝶番付)		25		購入時期確認、色確認 コウニュウ ジキ カクニン イロ カクニン		蓋：新旧あり ※互換性なし
（ﾋﾝｼﾞ部位置が外側へ移動）
固定ﾋﾟﾝ：新旧あり ※互換性なし
（旧：樹脂ｷｬｯﾌﾟ→新：Eﾘﾝｸﾞ） フタ シンキュウ ゴカンセイ ブ イチ ソトガワ イドウ ピン シンキュウ ゴカンセイ キュウ ジュシ シン		○新旧あり（2018年6月頃樹脂ｷｬｯﾌﾟ→Eﾘﾝｸﾞ。注文時新旧指示要。） シンキュウ				固定ﾋﾟﾝ(Eﾘﾝｸﾞ､ﾜｯｼｬｰ)付		393161		(曽我)ｹｲﾄ 郵便投函口蓋(蝶番付)		(曽我)ｹｲﾄ 郵便 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付)		38				6300		1500		1500		1000				111		111		113		113		88		149		149

		⑭		3-96220-		ｹｲﾄ 宅配本体 左開き ｱｲﾎﾞﾘｰ				103,800				(曽我)		393170		ｹｲﾄ 郵便取出口蓋(蝶番付､錠なし)		26		購入時期確認、色確認 コウニュウ ジキ カクニン イロ カクニン		蓋：新旧あり ※互換性なし
（ﾋﾝｼﾞ部位置が外側へ移動）
固定ﾋﾟﾝ：新旧あり ※互換性なし
（旧：樹脂ｷｬｯﾌﾟ→新：Eﾘﾝｸﾞ） フタ シンキュウ ゴカンセイ ブ イチ ソトガワ イドウ ピン シンキュウ ゴカンセイ キュウ ジュシ シン						固定ﾋﾟﾝ(Eﾘﾝｸﾞ､ﾜｯｼｬｰ)付		393171		(曽我)ｹｲﾄ 郵便取出口蓋(蝶番付､錠なし)		(曽我)ｹｲﾄ 郵便 取出扉(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付､錠なし) コテイ		45				6300		1500		3500		1000				112		112		114		114		89		150		150

		⑮		3-96230-		ｹｲﾄ 宅配本体 右開き ﾌﾞﾗｳﾝ				103,800				(曽我)		393180		ｹｲﾄ 郵便取出口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		25												393181		(曽我)ｹｲﾄ 郵便取出口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(曽我)ｹｲﾄ 郵便 取出扉用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		29				3300		300		300		1000				113		113		115		115		90		151		151

		⑯		3-96240-		ｹｲﾄ 宅配本体 右開き ｱｲﾎﾞﾘｰ				103,800				(曽我)		393190		ｹｲﾄ 宅配投函･取出口蓋(蝶番付､錠なし) 右開		26		色確認 イロ カクニン		●2ヵ所の錠を1つのｷｰで開くためには、「錠同番号2個ｾｯﾄを注文する」か「1個注文+1個既存の錠を付け直す」
※納期注意：状況次の製作時に一緒に作成。鍵番号を指定してもしなくても工程上最低約１ヶ月。最長6ヶ月 ジョウ ドウ バンゴウ コ チュウモン コ チュウモン コ ノウキ チュウイ ジョウキョウ		※設計価格（+仕切価格）変更
設計7,500円（仕切4,125円）→設計20,000円（仕切11,000円） セッケイ カカク シキリ カカク ヘンコウ セッケイ エン シキリ エン セッケイ エン シキリ エン				受領印なし ジュリョウイン		393191		(曽我)ｹｲﾄ 宅配投函･取出口蓋(蝶番付､錠なし) 右開		(曽我)ｹｲﾄ 宅配扉(ｽﾗｲﾄﾞ蝶番付､錠なし) 右		39		印なし→（省略）
投函・取出→（省略） イン トウカン トリダ		7500		20000		20000

平野 勝矢: P-1修正済		1000				114		114		116		116		91		152		152

		⑰		3-96250-		ｹｲﾄ ﾎﾟｽﾄ 左開き ﾌﾞﾗｳﾝ		鍵番号をご指定ください。
（希望者のみ） カギ バンゴウ シテイ キボウ シャ		42,900				(曽我)		393200		ｹｲﾄ 宅配投函･取出口蓋(蝶番付､錠なし) 左開		21		色確認 イロ カクニン		●2ヵ所の錠を1つのｷｰで開くためには、「錠同番号2個ｾｯﾄを注文する」か「1個注文+1個既存の錠を付け直す」
※納期注意：状況次の製作時に一緒に作成。鍵番号を指定してもしなくても工程上最低約１ヶ月。最長6ヶ月 ジョウ ドウ バンゴウ コ チュウモン コ チュウモン コ ノウキ チュウイ ジョウキョウ		※設計価格（+仕切価格）変更
設計7,500円（仕切4,125円）→設計20,000円（仕切11,000円） セッケイ カカク シキリ カカク ヘンコウ セッケイ エン シキリ エン セッケイ エン シキリ エン				受領印なし ジュリョウイン		393201		(曽我)ｹｲﾄ 宅配投函･取出口蓋(蝶番付､錠なし) 左開		(曽我)ｹｲﾄ 宅配扉(ｽﾗｲﾄﾞ蝶番付､錠なし) 左		39		印なし→（省略）
投函・取出→（省略） イン トウカン トリダ		7500		20000		20000

平野 勝矢: P-1修正済		1000				115		115		117		117		92		153		153

		⑱		3-96260-		ｹｲﾄ ﾎﾟｽﾄ 左開き ｱｲﾎﾞﾘｰ				42,900				(曽我)		393210		ｹｲﾄ 宅配投函･取出口蓋用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番		22				■販売単位：1個→2個 ハンバイ タンイ コ コ								393211		(曽我)ｹｲﾄ 宅配投函･取出口蓋用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番		(曽我)ｹｲﾄ 宅配扉用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番(×2)		32		印なし→（省略）
投函・取出→（省略） イン トウカン トリダ		3800		500		1000		1000				116		116		118		118		93		154		154

		⑲		3-96270-		ｹｲﾄ ﾎﾟｽﾄ 右開き ﾌﾞﾗｳﾝ				42,900				(曽我)		393230		ｹｲﾄ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ2本付)		21				○左右なし（止金は錠でなく本体付属）
※止金はﾜｲﾔｰで本体に繋がっている（取外しできない）→止金付属不要→左右区別なし。
※錠交換時、止金はﾜｲﾔｰに繋がったまま錠だけを交換する。 サユウ トメガネ ジョウ ホンタイ フゾク トメガネ ホンタイ ツナ トリハズ トメガネ フゾク フヨウ サユウ クベツ ジョウ コウカン ジ		※品名変更（止金不要（本体付属）） ヒンメイ ヘンコウ トメガネ フヨウ ホンタイ フゾク				止金(ﾍﾞﾛｳ)は現場のものを再利用します		393231		(曽我)ｹｲﾄ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ2本付)		(曽我)ｹｲﾄ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱ2付) 止金不要(本体付属) トメガネ フヨウ ホンタイ フゾク		50				5000		1000		1000		1000		0		117		117		119		119		95		158		158

		⑳		3-96280-		ｹｲﾄ ﾎﾟｽﾄ 右開き ｱｲﾎﾞﾘｰ				42,900				(曽我)		393240		ｹｲﾄ ｽﾍﾟｱｷｰ(2本ｾｯﾄ)		22		鍵NO.確認　○○○○-○○○ カギ カクニン		※在庫注意（殆どの鍵No.揃えているが、在庫ない場合は取寄せとなり納期2週間程度必要） ホトン トリヨ シュウカン ヒツヨウ								393241		(曽我)ｹｲﾄ ｽﾍﾟｱｷｰ(2本ｾｯﾄ)		(曽我)ｹｲﾄ ｽﾍﾟｱｷｰ(×2)		21				5000		1000		1000		1000				118		118		120		120		96		161		161

		㉑		3-96290-		ｹｲﾄ 笠木 ﾌﾞﾗｳﾝ				12,900				(曽我)		393250		ｹｲﾄ 受領印		14												393251		(曽我)ｹｲﾄ 受領印		(曽我)ｹｲﾄ 受領印（番号指定なし）		32				6300		1500		1500		1000				119		119		121		121		97		162		162

		㉒		3-96300-		ｹｲﾄ 笠木 ｱｲﾎﾞﾘｰ				12,900				(曽我)		393260		ｹｲﾄ ｻｲﾝｼｰﾙ		15												393261		(曽我)ｹｲﾄ ｻｲﾝｼｰﾙ		(曽我)ｹｲﾄ ｻｲﾝｼｰﾙ		16				3400		350		350		1000				120		120		122		122		98		163		163

		㉓		3-96310-		ｹｲﾄ ｽﾀﾝﾄﾞ ﾌﾞﾗｳﾝ				26,300				(曽我)		393270		ｹｲﾄ 本体補修塗料		15		色確認 イロ カクニン										393271		(曽我)ｹｲﾄ 本体補修塗料		(曽我)ｹｲﾄ 本体用補修塗料		24				3800		500		500		1000				121		121		123		123		99		164		164

		㉔		3-96320-		ｹｲﾄ ｽﾀﾝﾄﾞ ｱｲﾎﾞﾘｰ				26,300				(曽我)		394070
(再利用) サイリヨウ		新　※11/1廃番済ｺｰﾄﾞを再利用 シン ハイ バン ズミ サイリヨウ		16		対象ﾎﾟｽﾄ：ｳﾞｨｺWH/DB、ｹｲﾄ、ﾃﾗ
ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。 タイショウ		対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ｳﾞｨｺWH/DB、ｹｲﾄ、ﾃﾗ
※（ｺｰﾜ）ｼﾙﾄ　←要：仕入先別ｺｰﾄﾞ タイショウ ソガ ヨウ シイレ サキ ベツ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ		※「用」+半角ｽﾍﾟｰｽ（見易く）
※11/1廃番済ｺｰﾄﾞ再利用
（売上実績なし、ｺｰﾄﾞが大幅に飛ぶのをさける、ため） ヨウ ハンカク		固定ﾋﾟﾝ・Eﾘﾝｸﾞ・ﾜｯｼｬｰのｾｯﾄ		394071		新 シン		(曽我)ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞｾｯﾄ(×2)		41		半角ｽﾍﾟｰｽ追加 ハンカク ツイカ						100		1000		1		122		122		378		368		388		252		252

		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		①		3-96330-		ﾌﾛﾘｱ ﾎﾟｽﾄ扉(ﾌﾞｯｼｭ・ﾋﾞｽ付) トビラ ツ		※色をご指定ください。フラップのみは不可		22,300				(高岡)		394570		ｱﾝﾃ 投函口蓋		25						2019ｶﾀﾛｸﾞ表記変更（投函口蓋→ﾌﾗｯﾌﾟ）※部品は敢えて「投函」付
（ｸﾃｨ、ﾙｰｼﾞｭ、ｸﾞﾗﾌｨｱ、ﾘｰﾀﾞｻｽ、ｵｽﾄ、ｱﾝﾃ） ヒョウキ ヘンコウ トウカン グチ フタ						394571
↓変更
394581 ヘンコウ		(高岡)ｱﾝﾃ 投函口蓋		(高岡)ｱﾝﾃ 投函ﾌﾗｯﾌﾟ(軸棒付)		27				7300		1900		1900		1000				123		123		124		124		100		312		311

		②		3-96340-		ﾌﾛﾘｱ 宅配80扉(ﾌﾞｯｼｭ・ﾋﾞｽ付) タクハイ		※色をご指定ください。		11,600				(高岡)		394590		ｱﾝﾃ 取出口蓋ﾏｸﾞﾈｯﾄ		27										ﾏｸﾞﾈｯﾄｷｬｯﾁ･取付ねじ【小ねじﾄﾗｽM4L7､袋ﾅｯﾄM4 各2個】		394591		(高岡)ｱﾝﾃ 取出口蓋ﾏｸﾞﾈｯﾄ		(高岡)ｱﾝﾃ 取出扉用ﾏｸﾞﾈｯﾄ		24				2900		150		150		1000				124		124		125		125		102		315		313

		③		3-96350-		ﾌﾛﾘｱ 宅配100扉 ﾏｯﾄﾌﾞﾗｯｸ(ﾌﾞｯｼｭ･ﾋﾞｽ付)				11,600				(高岡)		395370		新　追加 シン ツイカ		36						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ										(高岡)ｱﾝﾃ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 右		34				5100		1010		1010		1000		0		125		125		126		126		104		317		315

		④		3-96950-		ﾌﾛﾘｱ 宅配100扉 ｳｫｰﾙﾅｯﾄ(ﾌﾞｯｼｭ･ﾋﾞｽ付) タクハイ				11,600

		⑤		3-96360-		ﾌﾛﾘｱ ﾎﾟｽﾄ用薄型ﾀﾞｲﾔﾙ錠 L344 ヨウ ウスガタ				5,100				(高岡)		395380		新 12/25ｺｰﾄﾞ番号追加 シン バンゴウ ツイカ		27						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ										(高岡)ｱﾝﾃ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 左		34						1010		1010		1000		0		126		126		127		127		105		318		316

		⑥		3-96370-		ﾌﾛﾘｱ 宅配用4桁式ﾀﾞｲﾔﾙ錠 L336A タクハイ ヨウ ケタ シキ				9,600				(ｺｰﾜ)		394860		ｱﾝﾃ/ﾚﾌｨﾅ/ｸﾃｨ2B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄR		29				“「ｱﾙﾌｧ錠」「ｳｴｽﾄ錠」同価格で良いのでは？（確認案内の工数削減できる）”希望あり。寺島 ジョウ ジョウ オナ カカク ヨ カクニン アンナイ コウスウ サクゲン キボウ テラシマ		変更：「LRDU」→「左右下上」
（「上下左右」表記に統一、「「LRDU」より「左右下上」が分かり易い、ため変更） ヘンコウ ヒダリ ミギ シタ ウエ ジョウゲ サユウ ヒョウキ トウイツ ワ ヤス ヘンコウ		※現在は「社内：社外＝１：１」のみのため、専用ｺｰﾄﾞ追加登録中止 ゲンザイ シャナイ シャガイ センヨウ ツイカ トウロク チュウシ		〃		394861		(ｺｰﾜ)ｱﾝﾃ/ﾚﾌｨﾅ/ｸﾃｨ2B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 右		(ｺｰﾜ)ｱﾝﾃ/ﾚﾌｨﾅ/ｸﾃｨ2B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 右 ミギ		47				5000		650		650

平野 勝矢: 在庫するかどうか		800

平野 勝矢: 送料要確認				127		127		128		-		-

		⑦		3241-11110-		ﾌﾛﾘｱ ﾎﾟｽﾄ ｳｫｰﾙﾅｯﾄ				47,000				(ｺｰﾜ)		394850		ｱﾝﾃ/ﾚﾌｨﾅ 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄL		17				●「回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠（12桁）」：共通ｺｰﾄﾞ
（ﾕﾆｿﾝ在庫品。管理上の必要性のため共通ｺｰﾄﾞ） カイテン シキ ジョウ ケタ キョウツウ ザイコ ヒン カンリ ジョウ タメ キョウツウ		変更：「LRDU」→「左右下上」
（「上下左右」表記に統一、「「LRDU」より「左右下上」が分かり易い、ため変更） ヘンコウ ヒダリ ミギ シタ ウエ ジョウゲ サユウ ヒョウキ トウイツ ワ ヤス ヘンコウ		※現在は「社内：社外＝１：１」のみのため、専用ｺｰﾄﾞ追加登録中止 ゲンザイ シャナイ シャガイ センヨウ ツイカ トウロク チュウシ		※在庫していませんが箱単位(132ｹ)で購入し､箱単位で販売する事は可能です｡		394851		(ｺｰﾜ)ｱﾝﾃ/ﾚﾌｨﾅ 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 左		(ｺｰﾜ)ｱﾝﾃ/ﾚﾌｨﾅ 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 左 ヒダリ		41				5000		650		650

平野 勝矢: 在庫するかどうか		800

平野 勝矢: 送料要確認				128		128		129		-		-

		⑧		3241-11120-		ﾌﾛﾘｱ ﾎﾟｽﾄ ﾏｯﾄﾌﾞﾗｯｸ				47,000				(高岡)		394610		ｱﾝﾃ 郵便物確認窓用透明ｱｸﾘﾙ版		18				※「（ｻｲﾝｼｰﾙを貼る）透明ｱｸﾘﾙ板」と「郵便物確認窓」の両方ともｱｸﾘﾙ製の板 ハ トウメイ バン リョウホウ セイ イタ								394611		(高岡)ｱﾝﾃ 郵便物確認窓用透明ｱｸﾘﾙ版		(高岡)ｱﾝﾃ 透明ｱｸﾘﾙ板		20				3400		350		350		1000				129		129		130		128		106		319		317

		⑨		3241-12110-		ﾌﾛﾘｱ 宅配ﾎﾞｯｸｽ80 ｳｫｰﾙﾅｯﾄ				48,000				(高岡)		394620		ｱﾝﾃ ｻｲﾝｼｰﾙ		24												394621		(高岡)ｱﾝﾃ ｻｲﾝｼｰﾙ		(高岡)ｱﾝﾃ ｻｲﾝｼｰﾙ		16				4000		600		600		1000				130		130		131		129		107		320		318

		⑩		3241-12120-		ﾌﾛﾘｱ 宅配ﾎﾞｯｸｽ80 ﾏｯﾄﾌﾞﾗｯｸ				48,000				(高岡)		394630		ｱﾝﾃ 投函口･取出口蓋補修塗料		25		色確認 イロ カクニン				2019ｶﾀﾛｸﾞ表記変更（投函口蓋→ﾌﾗｯﾌﾟ）※部品は敢えて「投函」付
（ｸﾃｨ、ﾙｰｼﾞｭ、ｸﾞﾗﾌｨｱ、ﾘｰﾀﾞｻｽ、ｵｽﾄ、ｱﾝﾃ） ヒョウキ ヘンコウ トウカン グチ フタ				補修塗料  (ｵﾚﾝｼﾞ･ｼﾙﾊﾞｰ･ﾌﾞﾗｯｸ･ﾌﾞﾗｳﾝ)		394631		(高岡)ｱﾝﾃ 投函口･取出口蓋補修塗料		(高岡)ｱﾝﾃ 投函ﾌﾗｯﾌﾟ･取出扉用補修塗料		36				5000		1000		1000		1000				131		131		132		130		108		321		319

		⑪		3241-13110-		ﾌﾛﾘｱ 宅配ﾎﾞｯｸｽ100 ｳｫｰﾙﾅｯﾄ				52,000

		⑫		3241-13120-		ﾌﾛﾘｱ 宅配ﾎﾞｯｸｽ100 ﾏｯﾄﾌﾞﾗｯｸ				52,000

		⑬		3241-14110-		ﾌﾛﾘｱ 台座				28,000

		⑭		3241-15110-		ﾌﾛﾘｱ 4･8世帯用 ｻｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙ				32,000

		⑮		3241-15120-		ﾌﾛﾘｱ 6･12世帯用 ｻｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙ				35,000

		⑯		3241-15130-		ﾌﾛﾘｱ 宅配ﾎﾞｯｸｽﾕﾆｯﾄ用 ｻｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙ				29,000

		⑰		3241-16110-		ﾌﾛﾘｱ　1列用（4・6・宅配用）　ﾄｯﾌﾟﾊﾟﾈﾙ				9,500

		⑱		3241-16120-		ﾌﾛﾘｱ　2列用（8・12・宅配用）　ﾄｯﾌﾟﾊﾟﾈﾙ				13,000

		⑲		3241-17110-		部屋番号ｼｰﾙ				2,900

		⑳		3-96900-		ﾌﾛﾘｱ 受領印（ｽﾄﾗｯﾌﾟ付）				5,800

		㉑		3-96920-		ﾌﾛﾘｱ ｻｲﾄﾞ･ﾄｯﾌﾟﾊﾟﾈﾙ用 ﾋﾞｽ袋（10個入り）				3,100

		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格				OEM先 サキ		品名ｺｰﾄﾞ		品名
※赤字：11/1修正箇所 アカジ シュウセイ カショ				山浦　記入しました ヤマウラ キニュウ		詳細情報一覧用メモ ショウサイ ジョウホウ イチラン ヨウ		品名情報 ヒンメイ ジョウホウ		管理者用メモ カンリシャヨウ		(仕入先記載)部品ｾｯﾄ内容 キサイ ナイヨウ		品名コード		品名　※赤字：11/1修正箇所 アカジ シュウセイ カショ		品名（社内）　※登録ﾃﾞｰﾀ シャナイ トウロク				社内品名 変更点 シャナイ ヒンメイ ヘンコウ テン		設計価格 セッケイ カカク		仕入価格 シイレ カカク		仕入価格 シイレ カカク		送料 ソウリョウ		web
EDI		2/14元 モト		2/12元 モト		2/7
元 モト		2/6
元 モト		2/5
元 モト		12/28元 モト		12/20元 モト

		①		3-59710-		◎ﾘﾋﾟｯﾄ  宅配ﾎﾞｯｸｽ100  ﾀﾓ				46,000

		②		3-59720-		◎ﾘﾋﾟｯﾄ  宅配ﾎﾞｯｸｽ100  ｳｫｰﾙﾅｯﾄ				46,000

		③		3-59730-		◎ﾘﾋﾟｯﾄ  宅配ﾎﾞｯｸｽ100  ﾏｯﾄｱｲﾎﾞﾘｰ				46,000

		④		3-59740-		◎ﾘﾋﾟｯﾄ  宅配ﾎﾞｯｸｽ100  ﾏｯﾄﾌﾞﾗｯｸ				46,000

		⑤		3-59750-		◎ﾘﾋﾟｯﾄ  ﾎﾟｽﾄ  ﾀﾓ				45,500

		⑥		3-59760-		◎ﾘﾋﾟｯﾄ  ﾎﾟｽﾄ  ｳｫｰﾙﾅｯﾄ				45,500

		⑦		3-59770-		◎ﾘﾋﾟｯﾄ  ﾎﾟｽﾄ  ﾏｯﾄｱｲﾎﾞﾘｰ				45,500

		⑧		3-59780-		◎ﾘﾋﾟｯﾄ  ﾎﾟｽﾄ  ﾏｯﾄﾌﾞﾗｯｸ				45,500

		⑨		3-59790-		◎ﾘﾋﾟｯﾄ  台座				17,500

		⑩		3-59800-		◎ﾘﾋﾟｯﾄ  ﾙｰﾌ(笠木)				11,500

		⑪		3-96960-		ﾘﾋﾟｯﾄ  宅配ﾎﾞｯｸｽ扉  ﾀﾓ(鍵なし) タクハイ トビラ カギ				11,600		2022年度　更新 ネン ド コウシン

		⑫		3-96970-		ﾘﾋﾟｯﾄ  宅配ﾎﾞｯｸｽ扉  ｳｫｰﾙﾅｯﾄ(鍵なし) タクハイ トビラ				11,600		2022年度　更新 ネン ド コウシン

		⑬		3-96980-		ﾘﾋﾟｯﾄ  宅配ﾎﾞｯｸｽ扉  ﾏｯﾄｱｲﾎﾞﾘｰ(鍵なし) タクハイ トビラ				11,600		2022年度　更新 ネン ド コウシン

		⑭		3-96990-		ﾘﾋﾟｯﾄ  宅配ﾎﾞｯｸｽ扉  ﾏｯﾄﾌﾞﾗｯｸ(鍵なし) タクハイ トビラ				11,600		2022年度　更新 ネン ド コウシン

		⑮		3-97000-		ﾘﾋﾟｯﾄ  ﾎﾟｽﾄ扉  ﾀﾓ(鍵なし) トビラ				22,300		2022年度　更新 ネン ド コウシン

		⑯		3-97010-		ﾘﾋﾟｯﾄ  ﾎﾟｽﾄ扉  ｳｫｰﾙﾅｯﾄ(鍵なし) トビラ				22,300		2022年度　更新 ネン ド コウシン

		⑰		3-97020-		ﾘﾋﾟｯﾄ  ﾎﾟｽﾄ扉  ﾏｯﾄｱｲﾎﾞﾘｰ(鍵なし) トビラ				22,300		2022年度　更新 ネン ド コウシン

		⑱		3-97030-		ﾘﾋﾟｯﾄ  ﾎﾟｽﾄ扉  ﾏｯﾄﾌﾞﾗｯｸ(鍵なし) トビラ				22,300		2022年度　更新 ネン ド コウシン

		⑲		3-97040-		ﾘﾋﾟｯﾄ  宅配用4桁式ﾀﾞｲﾔﾙ錠 L336A  ｼﾙﾊﾞｰ ヨウ ４ケタ シキ ダイヤル Ｌ		ﾀﾓ、ﾏｯﾄｱｲﾎﾞﾘｰ 推奨色 スイショウ イロ		10,000		2022年度　更新 ネン ド コウシン

		⑳		3-97050-		ﾘﾋﾟｯﾄ  宅配用4桁式ﾀﾞｲﾔﾙ錠 L336A  ﾌﾞﾗｯｸ ヨウ ４ケタ シキ ダイヤル Ｌ		ｳｫｰﾙﾅｯﾄ、ﾏｯﾄｱｲﾎﾞﾘｰ 推奨色 スイショウ イロ		10,000		2022年度　更新 ネン ド コウシン

		㉑		3-97060-		ﾘﾋﾟｯﾄ  ﾎﾟｽﾄ用  窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(1桁) L212 ヨウ				5,500		2022年度　更新 ネン ド コウシン

		㉒		3-97070-		ﾘﾋﾟｯﾄ  宅配用  非常解除ｷｰ(×2) タクハイ ヨウ ヒジョウ カイジョ		鍵番号をご指定ください。		6,500		2022年度　更新 ネン ド コウシン

		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		①		3‐9457‐0		ｱﾝﾃ 投函ﾌﾗｯﾌﾟ(軸棒付) ジク ボウ ツキ		色をご指定ください。 イロ シテイ		7,300				(高岡)		394570		ｱﾝﾃ 投函口蓋		21						2019ｶﾀﾛｸﾞ表記変更（投函口蓋→ﾌﾗｯﾌﾟ）※部品は敢えて「投函」付
（ｸﾃｨ、ﾙｰｼﾞｭ、ｸﾞﾗﾌｨｱ、ﾘｰﾀﾞｻｽ、ｵｽﾄ、ｱﾝﾃ） ヒョウキ ヘンコウ トウカン グチ フタ						394571
↓変更
394581 ヘンコウ		(高岡)ｱﾝﾃ 投函口蓋		(高岡)ｱﾝﾃ 投函ﾌﾗｯﾌﾟ(軸棒付)		27				7300		1900		1900		1000				123		123		124		124		100		312		311

		②		3‐9459‐0		ｱﾝﾃ 取出扉用ﾏｸﾞﾈｯﾄ トビラ				2,900				(高岡)		394590		ｱﾝﾃ 取出口蓋ﾏｸﾞﾈｯﾄ		18										ﾏｸﾞﾈｯﾄｷｬｯﾁ･取付ねじ【小ねじﾄﾗｽM4L7､袋ﾅｯﾄM4 各2個】		394591		(高岡)ｱﾝﾃ 取出口蓋ﾏｸﾞﾈｯﾄ		(高岡)ｱﾝﾃ 取出扉用ﾏｸﾞﾈｯﾄ		24				2900		150		150		1000				124		124		125		125		102		315		313

		③		3‐9537‐0		ｱﾝﾃ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 右				5,100				(高岡)		395370		新　追加 シン ツイカ		28						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ										(高岡)ｱﾝﾃ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 右		34				5100		1010		1010		1000		0		125		125		126		126		104		317		315

		④		3‐9538‐0		ｱﾝﾃ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 左				5,100				(高岡)		395380		新 12/25ｺｰﾄﾞ番号追加 シン バンゴウ ツイカ		28						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ										(高岡)ｱﾝﾃ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 左		34						1010		1010		1000		0		126		126		127		127		105		318		316

		⑤		3‐9486‐0		ｱﾝﾃ/ﾚﾌｨﾅ/ｸﾃｨ2B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 右		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		5,000				(ｺｰﾜ)		394860		ｱﾝﾃ/ﾚﾌｨﾅ/ｸﾃｨ2B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄR		42				“「ｱﾙﾌｧ錠」「ｳｴｽﾄ錠」同価格で良いのでは？（確認案内の工数削減できる）”希望あり。寺島 ジョウ ジョウ オナ カカク ヨ カクニン アンナイ コウスウ サクゲン キボウ テラシマ		変更：「LRDU」→「左右下上」
（「上下左右」表記に統一、「「LRDU」より「左右下上」が分かり易い、ため変更） ヘンコウ ヒダリ ミギ シタ ウエ ジョウゲ サユウ ヒョウキ トウイツ ワ ヤス ヘンコウ		※現在は「社内：社外＝１：１」のみのため、専用ｺｰﾄﾞ追加登録中止 ゲンザイ シャナイ シャガイ センヨウ ツイカ トウロク チュウシ		〃		394861		(ｺｰﾜ)ｱﾝﾃ/ﾚﾌｨﾅ/ｸﾃｨ2B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 右		(ｺｰﾜ)ｱﾝﾃ/ﾚﾌｨﾅ/ｸﾃｨ2B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 右 ミギ		47				5000		650		650

平野 勝矢: 在庫するかどうか		800

平野 勝矢: 送料要確認				127		127		128		-		-

		⑥		3‐9485‐0		ｱﾝﾃ/ﾚﾌｨﾅ 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 左		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		5,000				(ｺｰﾜ)		394850		ｱﾝﾃ/ﾚﾌｨﾅ 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄL		36				●「回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠（12桁）」：共通ｺｰﾄﾞ
（ﾕﾆｿﾝ在庫品。管理上の必要性のため共通ｺｰﾄﾞ） カイテン シキ ジョウ ケタ キョウツウ ザイコ ヒン カンリ ジョウ タメ キョウツウ		変更：「LRDU」→「左右下上」
（「上下左右」表記に統一、「「LRDU」より「左右下上」が分かり易い、ため変更） ヘンコウ ヒダリ ミギ シタ ウエ ジョウゲ サユウ ヒョウキ トウイツ ワ ヤス ヘンコウ		※現在は「社内：社外＝１：１」のみのため、専用ｺｰﾄﾞ追加登録中止 ゲンザイ シャナイ シャガイ センヨウ ツイカ トウロク チュウシ		※在庫していませんが箱単位(132ｹ)で購入し､箱単位で販売する事は可能です｡		394851		(ｺｰﾜ)ｱﾝﾃ/ﾚﾌｨﾅ 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 左		(ｺｰﾜ)ｱﾝﾃ/ﾚﾌｨﾅ 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 左 ヒダリ		41				5000		650		650

平野 勝矢: 在庫するかどうか		800

平野 勝矢: 送料要確認				128		128		129		-		-

		⑦		3‐9461‐0		ｱﾝﾃ 透明ｱｸﾘﾙ板 トウメイ イタ				3,400				(高岡)		394610		ｱﾝﾃ 郵便物確認窓用透明ｱｸﾘﾙ版		14				※「（ｻｲﾝｼｰﾙを貼る）透明ｱｸﾘﾙ板」と「郵便物確認窓」の両方ともｱｸﾘﾙ製の板 ハ トウメイ バン リョウホウ セイ イタ								394611		(高岡)ｱﾝﾃ 郵便物確認窓用透明ｱｸﾘﾙ版		(高岡)ｱﾝﾃ 透明ｱｸﾘﾙ板		20				3400		350		350		1000				129		129		130		128		106		319		317

		⑧		3‐9462‐0		ｱﾝﾃ ｻｲﾝｼｰﾙ				4,000				(高岡)		394620		ｱﾝﾃ ｻｲﾝｼｰﾙ		10												394621		(高岡)ｱﾝﾃ ｻｲﾝｼｰﾙ		(高岡)ｱﾝﾃ ｻｲﾝｼｰﾙ		16				4000		600		600		1000				130		130		131		129		107		320		318

		⑨		3‐9463‐0		ｱﾝﾃ 投函ﾌﾗｯﾌﾟ･取出扉用補修塗料 トリダ トビラ		色をご指定ください。 イロ シテイ		5,000				(高岡)		394630		ｱﾝﾃ 投函口･取出口蓋補修塗料		30		色確認 イロ カクニン				2019ｶﾀﾛｸﾞ表記変更（投函口蓋→ﾌﾗｯﾌﾟ）※部品は敢えて「投函」付
（ｸﾃｨ、ﾙｰｼﾞｭ、ｸﾞﾗﾌｨｱ、ﾘｰﾀﾞｻｽ、ｵｽﾄ、ｱﾝﾃ） ヒョウキ ヘンコウ トウカン グチ フタ				補修塗料  (ｵﾚﾝｼﾞ･ｼﾙﾊﾞｰ･ﾌﾞﾗｯｸ･ﾌﾞﾗｳﾝ)		394631		(高岡)ｱﾝﾃ 投函口･取出口蓋補修塗料		(高岡)ｱﾝﾃ 投函ﾌﾗｯﾌﾟ･取出扉用補修塗料		36				5000		1000		1000		1000				131		131		132		130		108		321		319

		⑩		3‐9464‐0		ｱﾝﾃ 本体用補修塗料				5,000				(高岡)		394640		ｱﾝﾃ 本体補修塗料		18		色確認 イロ カクニン								補修塗料(本体用ﾌﾞﾗｯｸ)		394641		(高岡)ｱﾝﾃ 本体補修塗料		(高岡)ｱﾝﾃ 本体用補修塗料		24				5000		1000		1000		1000				132		132		133		131		109		322		320

		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		①		3‐9412‐0		ｲｵｽﾋﾟｯﾄ/ｸﾘｯﾌﾟ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･ﾎﾞﾙﾄ付) コテイ ツキ				13,700				(勝原)		394120		ｲｵｽﾋﾟｯﾄ/ｸﾘｯﾌﾟ 投函口蓋		36										投函口蓋(ｸｯｼｮﾝ付)1ｾｯﾄ　M3六角穴付ﾎﾞﾀﾝﾎﾞﾙﾄ2個　ｽﾍﾟｰｻｰ2個 トウカン グチ フタ ツキ ロッカク アナ ツ コ コ		394121		(勝原)ｲｵｽﾋﾟｯﾄ/ｸﾘｯﾌﾟ 投函口蓋		(勝原)ｲｵｽﾋﾟｯﾄ/ｸﾘｯﾌﾟ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･ﾎﾞﾙﾄ付)		42				13700		4800		4800		650				133		133		134		132		110		257		257

		②		3‐9413‐0		ｲｵｽﾋﾟｯﾄ/ｸﾘｯﾌﾟ 投函蓋用ﾛｰﾀﾘｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ				2,900				(勝原)		394130		ｲｵｽﾋﾟｯﾄ/ｸﾘｯﾌﾟ 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		33										ﾛｰﾀﾘｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ1個		394131		(勝原)ｲｵｽﾋﾟｯﾄ/ｸﾘｯﾌﾟ 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(勝原)ｲｵｽﾋﾟｯﾄ/ｸﾘｯﾌﾟ 投函蓋用ﾛｰﾀﾘｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ		39				2900		500		500		650				134		134		135		133		111		258		258

		③		3‐9414‐0		ｲｵｽﾋﾟｯﾄ 取出扉/正面ﾊﾟﾈﾙ 右 トビラ		色をご指定ください。 イロ シテイ		23,000				(勝原)		394140		ｲｵｽﾋﾟｯﾄ 取出口正面ﾊﾟﾈﾙ 右開		26		色確認 イロ カクニン								正面ﾊﾟﾈﾙ(ｽﾃｰ･ﾋﾟｯﾄﾊﾟｰﾂ･M4袋ﾅｯﾄ･M4ﾌﾗﾝｼﾞﾅｯﾄ付)1ｾｯﾄ M4六角穴付ﾎﾞﾙﾄ4個		394141		(勝原)ｲｵｽﾋﾟｯﾄ 取出口正面ﾊﾟﾈﾙ 右開		(勝原)ｲｵｽﾋﾟｯﾄ 取出扉/正面ﾊﾟﾈﾙ 右		32				23000		8550		8550		650				135		135		136		134		114		259		259

		④		3‐9415‐0		ｲｵｽﾋﾟｯﾄ 取出扉/正面ﾊﾟﾈﾙ 左 トビラ		色をご指定ください。 イロ シテイ		23,000				(勝原)		394150		ｲｵｽﾋﾟｯﾄ 取出口正面ﾊﾟﾈﾙ 左開		26		色確認 イロ カクニン								正面ﾊﾟﾈﾙ(ｽﾃｰ･ﾋﾟｯﾄﾊﾟｰﾂ･M4袋ﾅｯﾄ･M4ﾌﾗﾝｼﾞﾅｯﾄ付)1ｾｯﾄ M4六角穴付ﾎﾞﾙﾄ4個		394151		(勝原)ｲｵｽﾋﾟｯﾄ 取出口正面ﾊﾟﾈﾙ 左開		(勝原)ｲｵｽﾋﾟｯﾄ 取出扉/正面ﾊﾟﾈﾙ 左		32				23000		8550		8550		650				136		136		137		135		115		260		260

		⑤		3‐9416‐0		ｲｵｽｸﾘｯﾌﾟ 取出扉/正面ﾊﾟﾈﾙ 右		色をご指定ください。 イロ シテイ		25,400				(勝原)		394160		ｲｵｽｸﾘｯﾌﾟ 取出口正面ﾊﾟﾈﾙ 右開		27		色確認 イロ カクニン								正面ﾊﾟﾈﾙ(ｽﾃｰ･ｸﾘｯﾌﾟﾊﾟｰﾂ･M4ﾌﾗﾝｼﾞﾅｯﾄ･M3六角穴付ﾎﾞﾙﾄ付)1ｾｯﾄ M4六角穴付ﾎﾞﾙﾄ4個		394161		(勝原)ｲｵｽｸﾘｯﾌﾟ 取出口正面ﾊﾟﾈﾙ 右開		(勝原)ｲｵｽｸﾘｯﾌﾟ 取出扉/正面ﾊﾟﾈﾙ 右		33				25400		9500		9500		650				137		137		138		136		118		261		261

		⑥		3‐9417‐0		ｲｵｽｸﾘｯﾌﾟ 取出扉/正面ﾊﾟﾈﾙ 左		色をご指定ください。 イロ シテイ		25,400				(勝原)		394170		ｲｵｽｸﾘｯﾌﾟ 取出口正面ﾊﾟﾈﾙ 左開		27		色確認 イロ カクニン								正面ﾊﾟﾈﾙ(ｽﾃｰ･ｸﾘｯﾌﾟﾊﾟｰﾂ･M4ﾌﾗﾝｼﾞﾅｯﾄ･M3六角穴付ﾎﾞﾙﾄ付)1ｾｯﾄ M4六角穴付ﾎﾞﾙﾄ4個		394171		(勝原)ｲｵｽｸﾘｯﾌﾟ 取出口正面ﾊﾟﾈﾙ 左開		(勝原)ｲｵｽｸﾘｯﾌﾟ 取出扉/正面ﾊﾟﾈﾙ 左		33				25400		9500		9500		650				138		138		139		137		119		262		262

		⑦		3‐9530‐0		ｲｵｽﾋﾟｯﾄ/ｸﾘｯﾌﾟ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠(設定ﾋﾟﾝ付) L322右 ピン				4,900				(勝原)		395300		新　追加 シン ツイカ		50				ｳﾞｨﾙｸ・ﾓﾙﾄ・ﾗﾃﾞｨ：新L345
ｲｵｽ・ｺｼﾞｬｸ・ﾛﾜｰﾙ・ｵｽﾄ：L322
鍵区別のため品番入れる カギ クベツ ヒンバン イ		※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ				ﾊﾟｯｷﾝ1個						(勝原)ｲｵｽ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠(設定ﾋﾟﾝ付) L322 右		47		「ﾋﾟｯﾄ/ｸﾘｯﾌﾟ」削除（文字数超過）
「L322」削除（新旧なく区別必要ない）
※他ﾎﾟｽﾄで新L345あり、区別のため入れる。 サクジョ モジ スウ チョウカ サクジョ シンキュウ クベツ ヒツヨウ ホカ シン クベツ イ		4700		1200		1300		650		0		139		139		140		138		121		264		264

		⑧		3‐9531‐0		ｲｵｽﾋﾟｯﾄ/ｸﾘｯﾌﾟ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠(設定ﾋﾟﾝ付) L322左 ピン				4,900				(勝原)		395310		新 12/25ｺｰﾄﾞ番号追加 シン バンゴウ ツイカ		50				　〃		※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ				ﾊﾟｯｷﾝ1個						(勝原)ｲｵｽ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠(設定ﾋﾟﾝ付) L322 左		47		　〃						1300		650		0		140		140		141		139		122		265		265

		⑨		3‐9419‐0		ｲｵｽﾋﾟｯﾄ/ｸﾘｯﾌﾟ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠用 設定ﾋﾟﾝ				1,700				(勝原)		394190		ｲｵｽﾋﾟｯﾄ/ｸﾘｯﾌﾟ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠番号設定ﾋﾟﾝ		42				●錠（ﾋﾟﾝ付）、ﾋﾟﾝ（単体）：それぞれｺｰﾄﾞ有り ジョウ ツ タンタイ ア				※「用」+半角ｽﾍﾟｰｽ（見易く） ヨウ ハンカク				394191		(勝原)ｲｵｽﾋﾟｯﾄ/ｸﾘｯﾌﾟ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠番号設定ﾋﾟﾝ		(勝原)ｲｵｽ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠用 設定ﾋﾟﾝ		38		「ﾋﾟｯﾄ/ｸﾘｯﾌﾟ」削除（文字数超過）		1700		20		20		650				141		141		142		140		123		266		266

		⑩		3‐9420‐0		ｲｵｽﾋﾟｯﾄ/ｸﾘｯﾌﾟ 取出扉/正面ﾊﾟﾈﾙ用補修塗料 トビラ		色をご指定ください。 イロ シテイ		2,400				(勝原)		394200		ｲｵｽﾋﾟｯﾄ/ｸﾘｯﾌﾟ 取出口正面ﾊﾟﾈﾙ用補修塗料		39		色確認 イロ カクニン								20ml容器(塗料入)1個 筆1個		394201		(勝原)ｲｵｽﾋﾟｯﾄ/ｸﾘｯﾌﾟ 取出口正面ﾊﾟﾈﾙ用補修塗料		(勝原)ｲｵｽﾋﾟｯﾄ/ｸﾘｯﾌﾟ 取出扉/正面ﾊﾟﾈﾙ用補修塗料		45				2400		300		300		650				142		142		143		141		124		267		267

		⑪		3‐9421‐0		ｲｵｽﾋﾟｯﾄ/ｸﾘｯﾌﾟ 本体･投函蓋用補修塗料				2,400				(勝原)		394210		ｲｵｽﾋﾟｯﾄ/ｸﾘｯﾌﾟ 本体･投函口蓋用補修塗料		35										20ml容器(塗料入)1個 筆1個		394211		(勝原)ｲｵｽﾋﾟｯﾄ/ｸﾘｯﾌﾟ 本体･投函口蓋用補修塗料		(勝原)ｲｵｽﾋﾟｯﾄ/ｸﾘｯﾌﾟ 本体･投函蓋用補修塗料		41				2400		300		300		650				143		143		144		142		125		268		268

		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		①		3‐9336‐0		ｲｰﾙ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟ付)				6,300				(曽我)		393360		ｲｰﾙ 投函口蓋(蝶番付)		31										固定ﾋﾟﾝ(樹脂ｷｬｯﾌﾟ､ﾜｯｼｬｰ)付		393361		(曽我)ｲｰﾙ 投函口蓋(蝶番付)		(曽我)ｲｰﾙ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟ付)		37				6300		1500		1500		1000				144		144		145		143		126		173		173

		②		3‐9337‐0		ｲｰﾙ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ				3,300				(曽我)		393370		ｲｰﾙ 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		18												393371		(曽我)ｲｰﾙ 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(曽我)ｲｰﾙ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		24				3300		300		300		1000				145		145		146		144		127		174		174

		③		3‐9338‐0		ｲｰﾙ 取出扉(ｽﾗｲﾄﾞ蝶番付、ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙなし) 右 トビラ ツキ トッテ		色をご指定ください。 イロ シテイ		11,300				(曽我)		393380		ｲｰﾙ 取出口蓋 右開(蝶番･ｱﾙﾐ化粧板なし)		43		色確認 イロ カクニン		●錠：蓋になし（本体に付く） ジョウ フタ ホンタイ ツ		※化粧版→取手ﾊﾟﾈﾙ（ｶﾀﾛｸﾞ表記） ケショウ バン トッテ ヒョウキ				蝶番2個ｾｯﾄ(ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付1ﾀﾞﾝﾊﾟｰ無1)		393381		(曽我)ｲｰﾙ 取出口蓋 右開(蝶番･ｱﾙﾐ化粧板なし)		(曽我)ｲｰﾙ 取出扉(ｽﾗｲﾄﾞ蝶番付、ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙなし) 右		49				9500		2800		3500		1000				146		146		147		145		128		175		175

		④		3‐9339‐0		ｲｰﾙ 取出扉(ｽﾗｲﾄﾞ蝶番付、ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙなし) 左 トビラ ツキ		色をご指定ください。 イロ シテイ		11,300				(曽我)		393390		ｲｰﾙ 取出口蓋 左開(蝶番･ｱﾙﾐ化粧板なし)		43		色確認 イロ カクニン		●錠：蓋になし（本体に付く） ジョウ フタ ホンタイ ツ		※化粧版→取手ﾊﾟﾈﾙ（ｶﾀﾛｸﾞ表記） ケショウ バン トッテ ヒョウキ				蝶番2個ｾｯﾄ(ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付1ﾀﾞﾝﾊﾟｰ無1)		393391		(曽我)ｲｰﾙ 取出口蓋 左開(蝶番･ｱﾙﾐ化粧板なし)		(曽我)ｲｰﾙ 取出扉(ｽﾗｲﾄﾞ蝶番付、ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙなし) 左		49				9500		2800		3500		1000				147		147		148		146		129		176		176

		⑤		3‐9340‐0		ｲｰﾙ 取出扉用ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙ 右 トビラ				8,800				(曽我)		393400		ｲｰﾙ 取出口蓋用化粧ﾌﾟﾚｰﾄ  右開		26						※化粧版→取手ﾊﾟﾈﾙ（ｶﾀﾛｸﾞ表記） ケショウ バン トッテ ヒョウキ				取付ﾅｯﾄ付		393401		(曽我)ｲｰﾙ 取出口蓋用化粧ﾌﾟﾚｰﾄ  右開		(曽我)ｲｰﾙ 取出扉用ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙ 右		32				8800		2500		2500		1000				148		148		149		147		130		177		177

		⑥		3‐9341‐0		ｲｰﾙ 取出扉用ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙ 左 トビラ				8,800				(曽我)		393410		ｲｰﾙ 取出口蓋用化粧ﾌﾟﾚｰﾄ  左開		26						※化粧版→取手ﾊﾟﾈﾙ（ｶﾀﾛｸﾞ表記） ケショウ バン トッテ ヒョウキ				取付ﾅｯﾄ付		393411		(曽我)ｲｰﾙ 取出口蓋用化粧ﾌﾟﾚｰﾄ  左開		(曽我)ｲｰﾙ 取出扉用ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙ 左		32				8800		2500		2500		1000				149		149		150		148		131		178		178

		⑦		3‐9342‐0		ｲｰﾙ 取出扉用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番(×2) トビラ				4,000				(曽我)		393420		ｲｰﾙ 取出口蓋用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番		26				※ﾀﾞﾝﾊﾟｰ機能の有無あり（蓋の蝶番2個のうち、ﾀﾞﾝﾊﾞｰ機能があるのは片方のみ。両方ともﾀﾞﾝﾊﾟｰ機能付だと途中から急激に閉まり危険。） キノウ ウム カタホウ リョウホウ						2個ｾｯﾄ(ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付1ﾀﾞﾝﾊﾟｰ無1)		393421		(曽我)ｲｰﾙ 取出口蓋用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番		(曽我)ｲｰﾙ 取出扉用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番(×2)		32				3300		300		600		1000				150		150		151		149		132		179		179

		⑧		3‐9524‐0		ｲｰﾙ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 右 ヒョウジュン				4,800				(曽我)		395240		新　追加 シン ツイカ		32						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ										(曽我)ｲｰﾙ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 右		38		ﾍﾞﾛｳ付 ツキ		3800		500		900		1000		0		151		151		152		150		134		181		181

		⑨		3‐9525‐0		ｲｰﾙ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 左 ヒョウジュン				4,800				(曽我)		395250		新 シン		32						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ								新 シン		(曽我)ｲｰﾙ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 左		38		ﾍﾞﾛｳ付 ツキ						900		1000		0		152		152		153		151		135		182		182

		⑩		3‐9344‐0		ｲｰﾙ ｽﾍﾟｱｷｰ(×2)		鍵番号をご確認ください
例：Ｊ-○○○（※数字3桁）　
（ｷｰに刻印やﾎﾟｽﾄ内部側面ｼｰﾙに表記があります） カギ バンゴウ カクニン コクイン ソクメン ヒョウキ		3,800				(曽我)		393440		ｲｰﾙ ｽﾍﾟｱｷｰ(2本ｾｯﾄ)		15		鍵NO.確認　　J-〇〇〇 カギ カクニン		※在庫注意（殆どの鍵No.揃えているが、在庫ない場合は取寄せとなり納期2週間程度必要） ホトン トリヨ シュウカン ヒツヨウ								393441		(曽我)ｲｰﾙ ｽﾍﾟｱｷｰ(2本ｾｯﾄ)		(曽我)ｲｰﾙ ｽﾍﾟｱｷｰ(×2)		21				3800		500		500		1000				153		153		154		152		136		183		183

		⑪		3‐9345‐0		ｲｰﾙ 本体･投函蓋用補修塗料				3,800				(曽我)		393450		ｲｰﾙ 本体･投函口蓋用補修塗料		25		色確認 イロ カクニン										393451		(曽我)ｲｰﾙ 本体･投函口蓋用補修塗料		(曽我)ｲｰﾙ 本体･投函蓋用補修塗料		31				3800		500		500		1000				154		154		155		153		137		184		184

		⑫		3‐9408‐0		ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ(×2) トウカン フタ コテイ		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		2,800				(曽我)		394080		投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		39		対象ﾎﾟｽﾄ：ｸｰｾﾞ 、ｲｰﾙ、ｸﾙﾑ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ｴﾋﾟ		対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ｸｰｾﾞ /ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ/ﾌﾟﾗｽﾄ/ﾓﾙﾄ/ﾗﾃﾞｨ/ｳﾞｨﾙｸ/ｴﾋﾟ ソガ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ		※「用」+半角ｽﾍﾟｰｽ（見易く） ヨウ ハンカク		固定ﾋﾟﾝ､樹脂ｷｬｯﾌﾟ､ｼﾞｭﾗｺﾝﾌﾞｯｼｭ各2個		394081		(曽我)投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		(曽我)ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ(×2)		45		半角ｽﾍﾟｰｽ追加 ハンカク ツイカ		2800		100		100		1000				155		155		379		369		389		253		253

		⑬		3‐9409‐0		壁掛けﾎﾟｽﾄ 付属部品ｾｯﾄ(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･PCﾌﾟﾗｸﾞ) カベ カ フゾク ブヒン		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		3,800				(曽我)		394090		付属部品ﾋﾞｽ袋(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･ｶｰﾙPCﾌﾟﾗｸﾞ等)		41		対象ﾎﾟｽﾄ：ｳﾞｨｺWH、ﾃﾗ、ｸｰｾﾞ、ｲｰﾙ、ｸﾙﾑ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ｴﾋﾟ		対象ﾎﾟｽﾄ(曽我）
ｳﾞｨｺWH/ﾃﾗ/ｸｰｾﾞ/ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ/ﾌﾟﾗｽﾄ/ﾓﾙﾄ/ﾗﾃﾞｨ/ｳﾞｨﾙｸ/ｴﾋﾟ
※発注時にはﾎﾟｽﾄ名を指定する ソガ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ				木ﾈｼﾞ4本、ﾄﾗｽﾋﾞｽ6本(ｳﾞｨｺ/ﾃﾗ：4本)、ｶｰﾙPCﾌﾟﾗｸﾞ4本		394091		(曽我)投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 付属部品ｾｯﾄ(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･PCﾌﾟﾗｸﾞ)		47				3800

平野 勝矢: 現在の価格　要確認		500		500		1000				156		156		380		370		390		254		254

		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		①		3‐9302‐0		ｳﾞｨｺBI 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ差込式) コテイ サシコミ シキ		色をご指定ください。 イロ シテイ		10,000				(曽我)		393020		ｳﾞｨｺBI 投函口蓋		28		色確認 イロ カクニン		取付：固定ﾋﾟﾝ差込式
（両側のLｱﾝｸﾞﾙに固定されているﾋﾟﾝを投函蓋の穴に差込んで固定する） トリツケ コテイ サ コ シキ リョウガワノ コテイサレテ フタノ アナニ サシコンデ コテイスル ）								393021		(曽我)ｳﾞｨｺBI 投函口蓋		(曽我)ｳﾞｨｺBI 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ差込式)		34				10000		3000		3000		1000				157		157		156		154		138		133		133

		②		3‐9303‐0		ｳﾞｨｺBI 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ				3,300				(曽我)		393030		ｳﾞｨｺBI 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		21												393031		(曽我)ｳﾞｨｺBI 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(曽我)ｳﾞｨｺBI 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		27				3300		300		300		1000				158		158		157		155		139		134		134

		③		3‐9304‐0		ｳﾞｨｺBI 取出ﾎﾟﾘｶ扉(ﾄﾙｸ蝶番付､錠なし) トビラ				7,800				(曽我)		393040		ｳﾞｨｺBI 取出口PC蓋(蝶番付､錠なし)		35												393041		(曽我)ｳﾞｨｺBI 取出口PC蓋(蝶番付､錠なし)		(曽我)ｳﾞｨｺBI 取出ﾎﾟﾘｶ扉(ﾄﾙｸ蝶番付､錠なし)		41				6300		1500		2100		1000				159		159		158		156		140		135		135

		④		3‐9305‐0		ｳﾞｨｺBI 取出扉用ﾄﾙｸ蝶番(×2) トビラ				4,000				(曽我)		393050		ｳﾞｨｺBI 取出口蓋用ﾄﾙｸ蝶番		27												393051		(曽我)ｳﾞｨｺBI 取出口蓋用ﾄﾙｸ蝶番		(曽我)ｳﾞｨｺBI 取出扉用ﾄﾙｸ蝶番(×2)		33				3200		250		600		1000				160		160		159		157		141		136		136

		⑤		3‐9306‐0		ｳﾞｨｺBI 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 下				6,300				(曽我)		393060		ｳﾞｨｺBI 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧD		31												393061		(曽我)ｳﾞｨｺBI 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧD		(曽我)ｳﾞｨｺBI 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 下		37				6300		1500		1500		1000				161		161		160		158		142		137		137

		⑥		3‐9307‐0		ｳﾞｨｺBI 正面ﾊﾟﾈﾙ（固定ﾋﾟﾝ差込式） コテイ サシコミ シキ		色をご指定ください。 イロ シテイ		12,500				(曽我)		393070		ｳﾞｨｺBI 正面ﾊﾟﾈﾙ		32		色確認 イロ カクニン		取付：固定ﾋﾟﾝ差込式
（両側のLｱﾝｸﾞﾙに固定されているﾋﾟﾝを投函蓋の穴に差込んで固定する） トリツケ コテイ サ コ シキ リョウガワノ コテイサレテ フタノ アナニ サシコンデ コテイスル ）								393071		(曽我)ｳﾞｨｺBI 正面ﾊﾟﾈﾙ		(曽我)ｳﾞｨｺBI 正面ﾊﾟﾈﾙ（固定ﾋﾟﾝ差込式）		38				12500		4000		4000		1000				162		162		161		159		143		138		138

		⑦		3‐9308‐0		ｳﾞｨｺBI W450用側面ｽﾍﾟｰｻｰ(左右ｾｯﾄ)				6,500				(曽我)		393080		ｳﾞｨｺBI 側面ｽﾍﾟｰｻｰ(2個ｾｯﾄ･取付ﾋﾞｽ付)		32		450㎜組積材対応ﾍﾞｰｽﾎﾞｯｸｽ取付用ｽﾍﾟｰｻｰ（ｳﾞｨｺBI・ﾍﾞﾘｴ）		450㎜組積材対応ﾍﾞｰｽﾎﾞｯｸｽ取付用ｽﾍﾟｰｻｰ（ｳﾞｨｺBI・ﾍﾞﾘｴ）								393081		(曽我)ｳﾞｨｺBI 側面ｽﾍﾟｰｻｰ(2個ｾｯﾄ･取付ﾋﾞｽ付)		(曽我)ｳﾞｨｺBI W450用側面ｽﾍﾟｰｻｰ(左右ｾｯﾄ)		38				6500		1600		1600		1000				163		163		162		160		144		139		139

		⑧		3-9671-0		ｳﾞｨｺBI 側面Z型金具 右(ﾋﾞｽ付) ソクメン カタ カナグ ミギ ツ				8,800

		⑨		3-9672-0		ｳﾞｨｺBI 側面Z型金具 左(ﾋﾞｽ付) ソクメン カタ カナグ ヒダリ ツ				8,800

		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		①		3‐9291‐0		ｳﾞｨｺWH 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付)				10,000				(曽我)		392910		ｳﾞｨｺWH 投函口蓋		30										固定ﾋﾟﾝ(Eﾘﾝｸﾞ､ﾜｯｼｬｰ)付		392911		(曽我)ｳﾞｨｺWH 投函口蓋		(曽我)ｳﾞｨｺWH 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付)		36				10000		3000		3000		1000				164		164		163		161		145		120		120

		②		3‐9292‐0		ｳﾞｨｺWH 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ				3,300				(曽我)		392920		ｳﾞｨｺWH 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		21												392921		(曽我)ｳﾞｨｺWH 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(曽我)ｳﾞｨｺWH 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		27				3300		300		300		1000				165		165		164		162		146		121		121

		③		3‐9293‐0		ｳﾞｨｺWH 取出扉(蝶番付) 右 トビラ		色をご指定ください。 イロ シテイ		14,000				(曽我)		392930		ｳﾞｨｺWH 取出口蓋(蝶番付) 右開		24		色確認 イロ カクニン		●錠：蓋になし（本体に付く） ジョウ フタ ホンタイ ツ								392931		(曽我)ｳﾞｨｺWH 取出口蓋(蝶番付) 右開		(曽我)ｳﾞｨｺWH 取出扉(蝶番付) 右		30				13800		4500		4600		1000				166		166		165		163		147		122		122

		④		3‐9294‐0		ｳﾞｨｺWH 取出扉(蝶番付) 左 トビラ		色をご指定ください。 イロ シテイ		14,000				(曽我)		392940		ｳﾞｨｺWH 取出口蓋(蝶番付) 左開		24		色確認 イロ カクニン		●錠：蓋になし（本体に付く） ジョウ フタ ホンタイ ツ								392941		(曽我)ｳﾞｨｺWH 取出口蓋(蝶番付) 左開		(曽我)ｳﾞｨｺWH 取出扉(蝶番付) 左		30				13800		4500		4600		1000				167		167		166		164		148		123		123

		⑤		3‐9295‐0		ｳﾞｨｺWH 取出扉用上下樹脂ｷｬｯﾌﾟ トビラ				3,800				(曽我)		392950		ｳﾞｨｺWH 取出口蓋用上下樹脂ｷｬｯﾌﾟ		28												392951		(曽我)ｳﾞｨｺWH 取出口蓋用上下樹脂ｷｬｯﾌﾟ		(曽我)ｳﾞｨｺWH 取出扉用上下樹脂ｷｬｯﾌﾟ		34				3800		500		500		1000				168		168		167		165		149		124		124

		⑥		3‐9296‐0		ｳﾞｨｺWH 側面化粧ﾊﾟﾈﾙ(錠穴なし)		色をご指定ください。 イロ シテイ		6,000				(曽我)		392960		ｳﾞｨｺWH 側面化粧ﾊﾟﾈﾙ(錠穴なし)		29		色確認 イロ カクニン										392961		(曽我)ｳﾞｨｺWH 側面化粧ﾊﾟﾈﾙ(錠穴なし)		(曽我)ｳﾞｨｺWH 側面化粧ﾊﾟﾈﾙ(錠穴なし)		35				5500		1200		1400		1000				169		169		168		166		150		125		125

		⑦		3‐9297‐0		ｳﾞｨｺWH 側面化粧ﾊﾟﾈﾙ(錠穴有)		色をご指定ください。
※ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠用orﾀﾞｲﾔﾙ錠用をご指定ください。 イロ シテイ ジョウ ヨウ ジョウ ヨウ シテイ		6,000				(曽我)		392970		ｳﾞｨｺWH 側面化粧ﾊﾟﾈﾙ(錠穴有)		27		購入時期確認、色確認 コウニュウ ジキ カクニン イロ カクニン		※注文時要指定：ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付orﾀﾞｲﾔﾙ錠付 チュウモン ジ ヨウ シテイ ジョウ ツキ ジョウ ツキ								392971		(曽我)ｳﾞｨｺWH 側面化粧ﾊﾟﾈﾙ(錠穴有)		(曽我)ｳﾞｨｺWH 側面化粧ﾊﾟﾈﾙ(錠穴有)		33				5500		1200		1400		1000				170		170		169		167		151		126		126

		⑧		3‐9520‐0		ｳﾞｨｺWH ｶﾑﾛｯｸ式ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 右				4,800				(曽我)		395200		新　追加 シン ツイカ		38						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ				止金付 トメガネ ツキ						(曽我)ｳﾞｨｺWH ｶﾑﾛｯｸ式ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 右		44		ﾍﾞﾛｳ付 ツキ		3800		500		900		1000		0		171		171		170		168		153		128		128

		⑨		3‐9521‐0		ｳﾞｨｺWH ｶﾑﾛｯｸ式ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 左				4,800				(曽我)		395210		新 シン		38						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ				止金付 トメガネ ツキ				新 シン		(曽我)ｳﾞｨｺWH ｶﾑﾛｯｸ式ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 左		44		ﾍﾞﾛｳ付 ツキ						900		1000		0		172		172		171		169		154		129		129

		⑩		3‐9490‐0		ｳﾞｨｺWH ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 新L345 左				6,500				(曽我)		394900		ｳﾞｨｺWH ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 (L345) ﾍﾞﾛｳ付 左		35				止金付 トメガネ ツキ		※「ｳﾞｨｺWH」「ﾓﾙﾄ」円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠のみ左右の順（他は右左の順） エンケイ ジョウ ヒダリ ミギ ジュン ホカ ミギ ヒダリ ジュン		新旧ある場合は「新」「旧」明記する（分かり易い、迷わない） シンキュウ バアイ シン キュウ メイキ ワ ヤス マヨ				394901		(曽我)ｳﾞｨｺWH ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 (L345) ﾍﾞﾛｳ付 左		(曽我)ｳﾞｨｺWH ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 新L345 左 シン		41		「新L345」削除（新旧互換性あり旧→新で対応）
※情報必要のため入れる シン サクジョ シンキュウ ゴカンセイ キュウ シン タイオウ ジョウホウ ヒツヨウ イ		5680		2270

平野 勝矢: 運賃別途へ変更		1600		1000				173		173		172		170		156		352		350

		⑪		3‐9491‐0		ｳﾞｨｺWH ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 新L345 右 ミギ				6,500				(曽我)		394910		ｳﾞｨｺWH ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 (L345) ﾍﾞﾛｳ付 右		35				止金付 トメガネ ツキ		　〃		　〃				394911		(曽我)ｳﾞｨｺWH ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 (L345) ﾍﾞﾛｳ付 右		(曽我)ｳﾞｨｺWH ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 新L345 右 シン ミギ		41		　〃		5680		2270

平野 勝矢: 運賃別途へ変更		1600		1000				174		174		173		171		157		353		351

		⑫		3‐9299‐0		ｳﾞｨｺWH ｽﾍﾟｱｷｰ(×2)		鍵番号をご確認ください
例：Vico-○○○（※数字3桁）　
（ｷｰに刻印やﾎﾟｽﾄ内部側面ｼｰﾙに表記があります） カギ バンゴウ カクニン コクイン ソクメン ヒョウキ		3,800				(曽我)		392990		ｳﾞｨｺWH ｽﾍﾟｱｷｰ(2本ｾｯﾄ)		18		鍵NO.確認　Ｖｉｃｏ-○○○ カギ カクニン		※在庫注意（殆どの鍵No.揃えているが、在庫ない場合は取寄せとなり納期2週間程度必要） ホトン トリヨ シュウカン ヒツヨウ								392991		(曽我)ｳﾞｨｺWH ｽﾍﾟｱｷｰ(2本ｾｯﾄ)		(曽我)ｳﾞｨｺWH ｽﾍﾟｱｷｰ(×2)		24				3800		500		500		1000				175		175		174		172		158		130		130

		⑬		3‐9300‐0		ｳﾞｨｺWH 本体上部樹脂ﾊﾟｰﾂ				4,500				(曽我)		393000		ｳﾞｨｺWH 本体上部樹脂ﾊﾟｰﾂ		23												393001		(曽我)ｳﾞｨｺWH 本体上部樹脂ﾊﾟｰﾂ		(曽我)ｳﾞｨｺWH 本体上部樹脂ﾊﾟｰﾂ		29				4500		800		800		1000				176		176		175		173		159		131		131

		⑭		3‐9301‐0		ｳﾞｨｺWH 本体下部樹脂ﾊﾟｰﾂ				4,300				(曽我)		393010		ｳﾞｨｺWH 本体下部樹脂ﾊﾟｰﾂ		23												393011		(曽我)ｳﾞｨｺWH 本体下部樹脂ﾊﾟｰﾂ		(曽我)ｳﾞｨｺWH 本体下部樹脂ﾊﾟｰﾂ		29				4300		700		700		1000				177		177		176		174		160		132		132

		⑮		3‐9407‐0		ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞｾｯﾄ(×2) トウカン フタ コテイ		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		2,800				(曽我)		394070
(再利用) サイリヨウ		新　※11/1廃番済ｺｰﾄﾞを再利用 シン ハイ バン ズミ サイリヨウ		35		対象ﾎﾟｽﾄ：ｳﾞｨｺWH/DB、ｹｲﾄ、ﾃﾗ
ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。 タイショウ		対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ｳﾞｨｺWH/DB、ｹｲﾄ、ﾃﾗ
※（ｺｰﾜ）ｼﾙﾄ　←要：仕入先別ｺｰﾄﾞ タイショウ ソガ ヨウ シイレ サキ ベツ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ		※「用」+半角ｽﾍﾟｰｽ（見易く）
※11/1廃番済ｺｰﾄﾞ再利用
（売上実績なし、ｺｰﾄﾞが大幅に飛ぶのをさける、ため） ヨウ ハンカク		固定ﾋﾟﾝ・Eﾘﾝｸﾞ・ﾜｯｼｬｰのｾｯﾄ		394071		新 シン		(曽我)ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞｾｯﾄ(×2)		41		半角ｽﾍﾟｰｽ追加 ハンカク ツイカ						100		1000		1		178		178		378		368		388		252		252

		⑯		3‐9409‐0		壁掛けﾎﾟｽﾄ 付属部品ｾｯﾄ(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･PCﾌﾟﾗｸﾞ) カベ カ フゾク ブヒン		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		3,800				(曽我)		394090		付属部品ﾋﾞｽ袋(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･ｶｰﾙPCﾌﾟﾗｸﾞ等)		41		対象ﾎﾟｽﾄ：ｳﾞｨｺWH、ﾃﾗ、ｸｰｾﾞ、ｲｰﾙ、ｸﾙﾑ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ｴﾋﾟ		対象ﾎﾟｽﾄ(曽我）
ｳﾞｨｺWH/ﾃﾗ/ｸｰｾﾞ/ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ/ﾌﾟﾗｽﾄ/ﾓﾙﾄ/ﾗﾃﾞｨ/ｳﾞｨﾙｸ/ｴﾋﾟ
※発注時にはﾎﾟｽﾄ名を指定する ソガ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ				木ﾈｼﾞ4本、ﾄﾗｽﾋﾞｽ6本(ｳﾞｨｺ/ﾃﾗ：4本)、ｶｰﾙPCﾌﾟﾗｸﾞ4本		394091		(曽我)投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 付属部品ｾｯﾄ(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･PCﾌﾟﾗｸﾞ)		47				3800

平野 勝矢: 現在の価格　要確認		500		500		1000				179		179		380		370		390		254		254

		⑰		3‐9411‐0		壁掛けﾎﾟｽﾄ 取付用ｽﾍﾟｰｻｰ トリツケ		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		5,500				(曽我)		394110		壁掛けﾎﾟｽﾄ 標準ｽﾍﾟｰｻｰ(ﾋﾞｽ付)		23		対象ﾎﾟｽﾄ：ｴﾋﾟ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ｸｰｾﾞ、ｳﾞｨｺWH タイショウ		対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ｴﾋﾟ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ｸｰｾﾞ、ｳﾞｨｺWH
※ﾃﾗ：ｽﾍﾟｰｻｰは同じだがﾋﾞｽ袋が違う
※ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ：取付用ｽﾍﾟｰｻｰは付属なし タイショウ ソガ トリツ ヨウ フゾク		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ						394111		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 標準ｽﾍﾟｰｻｰ(ﾋﾞｽ付)		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 取付用ｽﾍﾟｰｻｰ		29				5500		1200		1200		1000				180		180		382		372		392		256		256

		⑱		3-9680-0		ｳﾞｨｺWH 盗難抑制ﾌﾗｯﾌﾟ (軸棒ﾊﾞﾈ付) ヨクセイ フラップ バネ				5,000

		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		①		3‐9385‐0		ｳﾞｨﾙｸ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟ付)				6,300				(曽我)		393850		ｳﾞｨﾙｸ 投函口蓋(蝶番付)		33										固定ﾋﾟﾝ(樹脂ｷｬｯﾌﾟ､ﾜｯｼｬｰ)付		393851		(曽我)ｳﾞｨﾙｸ 投函口蓋(蝶番付)		(曽我)ｳﾞｨﾙｸ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟ付)		39				6300		1500		1500		1000				181		181		177		175		161		228		228

		②		3‐9386‐0		ｳﾞｨﾙｸ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ				3,300				(曽我)		393860		ｳﾞｨﾙｸ 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		20												393861		(曽我)ｳﾞｨﾙｸ 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(曽我)ｳﾞｨﾙｸ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		26				3300		300		300		1000				182		182		178		176		162		229		229

		③		3‐9387‐0		ｳﾞｨﾙｸ 取出扉(ﾋﾟﾎﾞｯﾄﾋﾝｼﾞ付) トビラ		色をご指定ください。 イロ シテイ		16,300				(曽我)		393870		ｳﾞｨﾙｸ 取出口蓋(蝶番付)		26		色確認 イロ カクニン		●錠：蓋になし（本体に付く） ジョウ フタ ホンタイ ツ								393871		(曽我)ｳﾞｨﾙｸ 取出口蓋(蝶番付)		(曽我)ｳﾞｨﾙｸ 取出扉(ﾋﾟﾎﾞｯﾄﾋﾝｼﾞ付)		32				16300		5500		5500		1000				183		183		179		177		163		230		230

		④		3‐9388‐0		ｳﾞｨﾙｸ 取出扉用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(×2) トビラ				4,000				(曽我)		393880		ｳﾞｨﾙｸ 取出口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		25				■販売単位：1個→2個 ハンバイ タンイ コ コ								393881		(曽我)ｳﾞｨﾙｸ 取出口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(曽我)ｳﾞｨﾙｸ 取出扉用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(×2)		31				3300		300		600		1000				184		184		180		178		164		231		231

		⑤		3‐9389‐0		ｳﾞｨﾙｸ 取出扉用SUSﾌﾟｯｼｭﾗｯﾁ トビラ				3,500				(曽我)		393890		ｳﾞｨﾙｸ 取出口蓋用ﾏｸﾞﾈｯﾄ(SUSﾌﾟｯｼｭﾗｯﾁ)		25										2017年1月からSUS製に変更		393891		(曽我)ｳﾞｨﾙｸ 取出口蓋用ﾏｸﾞﾈｯﾄ(SUSﾌﾟｯｼｭﾗｯﾁ)		(曽我)ｳﾞｨﾙｸ 取出扉用SUSﾌﾟｯｼｭﾗｯﾁ		31				3400		350		400		1000				185		185		181		179		165		232		232

		⑥		3‐9496‐0		ｳﾞｨﾙｸ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 新L345				6,500				(曽我)		394960		ｳﾞｨﾙｸ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 (L345) ﾍﾞﾛｳ付		31				止金付、上下左右なし トメガネ ツキ ジョウゲ サユウ				新旧ある場合は「新」「旧」明記する（分かり易い、迷わない） シンキュウ バアイ シン キュウ メイキ ワ ヤス マヨ				394961		(曽我)ｳﾞｨﾙｸ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 (L345) ﾍﾞﾛｳ付		(曽我)ｳﾞｨﾙｸ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 新L345 シン		37		　〃		5430		2170

平野 勝矢: 運賃別途へ変更		1600		1000				186		186		182		180		168		358		356

		⑦		3‐9391‐0		ｳﾞｨﾙｸ 取出口ﾌﾚｰﾑ用補修塗料		色をご指定ください。
※ﾗｽﾃｨﾌﾞﾗｳﾝは対応不可です イロ シテイ タイオウ フカ		3,800				(曽我)		393910		ｳﾞｨﾙｸ 取出口ﾌﾚｰﾑ用補修塗料		26		色確認 イロ カクニン						ﾗｽﾃｨﾌﾞﾗｳﾝは塗料無し(あえて出すなら黒と茶の2色。しかし合わないと思われる。） トリョウ ナ ダ クロ チャ イロ ア オモ				393911		(曽我)ｳﾞｨﾙｸ 取出口ﾌﾚｰﾑ用補修塗料		(曽我)ｳﾞｨﾙｸ 取出口ﾌﾚｰﾑ用補修塗料		32				3800		500		500		1000				187		187		183		181		169		234		234

		⑧		3‐9392‐0		ｳﾞｨﾙｸ 本体･投函蓋用補修塗料				3,800				(曽我)		393920		ｳﾞｨﾙｸ 本体･投函口蓋用補修塗料		27												393921		(曽我)ｳﾞｨﾙｸ 本体･投函口蓋用補修塗料		(曽我)ｳﾞｨﾙｸ 本体･投函蓋用補修塗料		33				3800		500		500		1000				188		188		184		182		170		235		235

		⑨		3‐9408‐0		ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ(×2) トウカン フタ コテイ		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		2,800				(曽我)		394080		投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		39		対象ﾎﾟｽﾄ：ｸｰｾﾞ 、ｲｰﾙ、ｸﾙﾑ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ｴﾋﾟ		対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ｸｰｾﾞ /ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ/ﾌﾟﾗｽﾄ/ﾓﾙﾄ/ﾗﾃﾞｨ/ｳﾞｨﾙｸ/ｴﾋﾟ ソガ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ		※「用」+半角ｽﾍﾟｰｽ（見易く） ヨウ ハンカク		固定ﾋﾟﾝ､樹脂ｷｬｯﾌﾟ､ｼﾞｭﾗｺﾝﾌﾞｯｼｭ各2個		394081		(曽我)投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		(曽我)ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ(×2)		45		半角ｽﾍﾟｰｽ追加 ハンカク ツイカ		2800		100		100		1000				189		189		379		369		389		253		253

		⑩		3‐9409‐0		壁掛けﾎﾟｽﾄ 付属部品ｾｯﾄ(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･PCﾌﾟﾗｸﾞ) カベ カ フゾク ブヒン		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		3,800				(曽我)		394090		付属部品ﾋﾞｽ袋(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･ｶｰﾙPCﾌﾟﾗｸﾞ等)		41		対象ﾎﾟｽﾄ：ｳﾞｨｺWH、ﾃﾗ、ｸｰｾﾞ、ｲｰﾙ、ｸﾙﾑ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ｴﾋﾟ		対象ﾎﾟｽﾄ(曽我）
ｳﾞｨｺWH/ﾃﾗ/ｸｰｾﾞ/ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ/ﾌﾟﾗｽﾄ/ﾓﾙﾄ/ﾗﾃﾞｨ/ｳﾞｨﾙｸ/ｴﾋﾟ
※発注時にはﾎﾟｽﾄ名を指定する ソガ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ				木ﾈｼﾞ4本、ﾄﾗｽﾋﾞｽ6本(ｳﾞｨｺ/ﾃﾗ：4本)、ｶｰﾙPCﾌﾟﾗｸﾞ4本		394091		(曽我)投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 付属部品ｾｯﾄ(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･PCﾌﾟﾗｸﾞ)		47				3800

平野 勝矢: 現在の価格　要確認		500		500		1000				190		190		380		370		390		254		254

		⑪		3‐9411‐0		壁掛けﾎﾟｽﾄ 取付用ｽﾍﾟｰｻｰ トリツケ		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		5,500				(曽我)		394110		壁掛けﾎﾟｽﾄ 標準ｽﾍﾟｰｻｰ(ﾋﾞｽ付)		23		対象ﾎﾟｽﾄ：ｴﾋﾟ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ｸｰｾﾞ、ｳﾞｨｺWH タイショウ		対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ｴﾋﾟ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ｸｰｾﾞ、ｳﾞｨｺWH
※ﾃﾗ：ｽﾍﾟｰｻｰは同じだがﾋﾞｽ袋が違う
※ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ：取付用ｽﾍﾟｰｻｰは付属なし タイショウ ソガ トリツ ヨウ フゾク		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ						394111		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 標準ｽﾍﾟｰｻｰ(ﾋﾞｽ付)		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 取付用ｽﾍﾟｰｻｰ		29				5500		1200		1200		1000				191		191		382		372		392		256		256

		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		①		3‐9393‐0		ｴﾋﾟ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟ付)				7,500				(曽我)		393930		ｴﾋﾟ 投函口蓋(蝶番付)		31										固定ﾋﾟﾝ(樹脂ｷｬｯﾌﾟ､ﾜｯｼｬｰ)付		393931		(曽我)ｴﾋﾟ 投函口蓋(蝶番付)		(曽我)ｴﾋﾟ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟ付)		37				7500		2000		2000		1000				192		192		185		183		171		236		236

		②		3‐9394‐0		ｴﾋﾟ 取出扉(錠なし) トビラ		色をご指定ください。 イロ シテイ		7,500				(曽我)		393940		ｴﾋﾟ 取出口蓋(錠なし)		18		色確認 イロ カクニン										393941		(曽我)ｴﾋﾟ 取出口蓋(錠なし)		(曽我)ｴﾋﾟ 取出扉(錠なし)		24				7500		2000		2000		1000				193		193		186		184		172		237		237

		③		3‐9395‐0		ｴﾋﾟ 取出扉用SUSﾌﾟｯｼｭﾗｯﾁ トビラ				3,500				(曽我)		393950		ｴﾋﾟ 取出口蓋用ﾏｸﾞﾈｯﾄ(SUSﾌﾟｯｼｭﾗｯﾁ)		23										2017年1月からSUS製に変更		393951		(曽我)ｴﾋﾟ 取出口蓋用ﾏｸﾞﾈｯﾄ(SUSﾌﾟｯｼｭﾗｯﾁ)		(曽我)ｴﾋﾟ 取出扉用SUSﾌﾟｯｼｭﾗｯﾁ		29				3400		350		400		1000				194		194		187		185		173		238		238

		④		3‐9396‐0		ｴﾋﾟ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) ヒョウジュン				5,000				(曽我)		393960		ｴﾋﾟ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ2本付)		29				○上下左右なし（蓋：右方向のみ） ジョウゲ サユウ フタ ミギ ホウコウ						止金付 トメガネ ツキ		393961		(曽我)ｴﾋﾟ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ2本付)		(曽我)ｴﾋﾟ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付)		35		ﾍﾞﾛｳ付 ツキ		3800		500		1000		1000		0		195		195		188		186		174		239		239

		⑤		3‐9397‐0		ｴﾋﾟ ｽﾍﾟｱｷｰ(×2)		鍵番号をご確認ください
例：Ｊ-○○○（※数字3桁）　
（ｷｰに刻印やﾎﾟｽﾄ内部側面ｼｰﾙに表記があります） カギ バンゴウ カクニン コクイン ソクメン ヒョウキ		3,800				(曽我)		393970		ｴﾋﾟ ｽﾍﾟｱｷｰ(2本ｾｯﾄ)		15		鍵NO.確認　　J-〇〇〇 カギ カクニン		※在庫注意（殆どの鍵No.揃えているが、在庫ない場合は取寄せとなり納期2週間程度必要） ホトン トリヨ シュウカン ヒツヨウ								393971		(曽我)ｴﾋﾟ ｽﾍﾟｱｷｰ(2本ｾｯﾄ)		(曽我)ｴﾋﾟ ｽﾍﾟｱｷｰ(×2)		21				3800		500		500		1000				196		196		189		187		175		241		241

		⑥		3‐9398‐0		ｴﾋﾟ 取出扉用補修塗料 トビラ		色をご指定ください。 イロ シテイ		3,800				(曽我)		393980		ｴﾋﾟ 取出口蓋用補修塗料		20		色確認 イロ カクニン										393981		(曽我)ｴﾋﾟ 取出口蓋用補修塗料		(曽我)ｴﾋﾟ 取出扉用補修塗料		26				3800		500		500		1000				197		197		190		188		176		242		242

		⑦		3‐9399‐0		ｴﾋﾟ 本体･投函蓋用補修塗料				3,800				(曽我)		393990		ｴﾋﾟ 本体･投函口蓋用補修塗料		25												393991		(曽我)ｴﾋﾟ 本体･投函口蓋用補修塗料		(曽我)ｴﾋﾟ 本体･投函蓋用補修塗料		31				3800		500		500		1000				198		198		191		189		177		243		243

		⑧		3‐9408‐0		ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ(×2) トウカン フタ コテイ		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		2,800				(曽我)		394080		投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		39		対象ﾎﾟｽﾄ：ｸｰｾﾞ 、ｲｰﾙ、ｸﾙﾑ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ｴﾋﾟ		対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ｸｰｾﾞ /ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ/ﾌﾟﾗｽﾄ/ﾓﾙﾄ/ﾗﾃﾞｨ/ｳﾞｨﾙｸ/ｴﾋﾟ ソガ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ		※「用」+半角ｽﾍﾟｰｽ（見易く） ヨウ ハンカク		固定ﾋﾟﾝ､樹脂ｷｬｯﾌﾟ､ｼﾞｭﾗｺﾝﾌﾞｯｼｭ各2個		394081		(曽我)投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		(曽我)ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ(×2)		45		半角ｽﾍﾟｰｽ追加 ハンカク ツイカ		2800		100		100		1000				199		199		379		369		389		253		253

		⑨		3‐9409‐0		壁掛けﾎﾟｽﾄ 付属部品ｾｯﾄ(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･PCﾌﾟﾗｸﾞ) カベ カ フゾク ブヒン		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		3,800				(曽我)		394090		付属部品ﾋﾞｽ袋(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･ｶｰﾙPCﾌﾟﾗｸﾞ等)		41		対象ﾎﾟｽﾄ：ｳﾞｨｺWH、ﾃﾗ、ｸｰｾﾞ、ｲｰﾙ、ｸﾙﾑ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ｴﾋﾟ		対象ﾎﾟｽﾄ(曽我）
ｳﾞｨｺWH/ﾃﾗ/ｸｰｾﾞ/ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ/ﾌﾟﾗｽﾄ/ﾓﾙﾄ/ﾗﾃﾞｨ/ｳﾞｨﾙｸ/ｴﾋﾟ
※発注時にはﾎﾟｽﾄ名を指定する ソガ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ				木ﾈｼﾞ4本、ﾄﾗｽﾋﾞｽ6本(ｳﾞｨｺ/ﾃﾗ：4本)、ｶｰﾙPCﾌﾟﾗｸﾞ4本		394091		(曽我)投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 付属部品ｾｯﾄ(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･PCﾌﾟﾗｸﾞ)		47				3800

平野 勝矢: 現在の価格　要確認		500		500		1000				200		200		380		370		390		254		254

		⑩		3‐9411‐0		壁掛けﾎﾟｽﾄ 取付用ｽﾍﾟｰｻｰ トリツケ		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		5,500				(曽我)		394110		壁掛けﾎﾟｽﾄ 標準ｽﾍﾟｰｻｰ(ﾋﾞｽ付)		23		対象ﾎﾟｽﾄ：ｴﾋﾟ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ｸｰｾﾞ、ｳﾞｨｺWH タイショウ		対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ｴﾋﾟ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ｸｰｾﾞ、ｳﾞｨｺWH
※ﾃﾗ：ｽﾍﾟｰｻｰは同じだがﾋﾞｽ袋が違う
※ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ：取付用ｽﾍﾟｰｻｰは付属なし タイショウ ソガ トリツ ヨウ フゾク		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ						394111		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 標準ｽﾍﾟｰｻｰ(ﾋﾞｽ付)		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 取付用ｽﾍﾟｰｻｰ		29				5500		1200		1200		1000				201		201		382		372		392		256		256

		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		①		3‐9441‐0		ｵｽﾄ ﾀﾃ 投函ﾌﾗｯﾌﾟ（口金付） クチガネ ツキ				26,700				(勝原)		394410		ｵｽﾄ ﾀﾃ 投函口蓋(蝶番付)		26						2019ｶﾀﾛｸﾞ表記変更（投函口蓋→ﾌﾗｯﾌﾟ）※部品は敢えて「投函」付
（ｸﾃｨ、ﾙｰｼﾞｭ、ｸﾞﾗﾌｨｱ、ﾘｰﾀﾞｻｽ、ｵｽﾄ、ｱﾝﾃ） ヒョウキ ヘンコウ トウカン グチ フタ				投函口蓋(ﾌﾗｯﾌﾟ・蝶番・M3ﾊﾞｲﾝﾄﾞ小ﾈｼﾞ付)1ｾｯﾄ　ﾌﾞﾗｹｯﾄ2個　M4Sﾀｲﾄﾊﾞｲﾝﾄﾞﾈｼﾞ4個 トウカン グチ フタ チョウバン コ ツ タイト		394411		(勝原)ｵｽﾄ ﾀﾃ 投函口蓋(蝶番付)		(勝原)ｵｽﾄ ﾀﾃ 投函ﾌﾗｯﾌﾟ（口金付）		32				9200		3000		10000		650				202		202		192		190		178		293		291

		②		3‐9442‐0		ｵｽﾄ ﾀﾃ 正面ﾊﾟﾈﾙ（ﾌﾗｯﾌﾟなし）		色をご指定ください。 イロ シテイ		12,400				(勝原)		394420		ｵｽﾄ ﾀﾃ 正面ﾊﾟﾈﾙ		28		色確認 イロ カクニン								正面ﾊﾟﾈﾙ(前後調整部品 A/Bどちらか2個）・M4ﾌﾗﾝｼﾞﾅｯﾄ付)　M3六角穴付ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾀﾝﾎﾞﾙﾄ4個 ショウメン ゼンゴ チョウセイ ブヒン コ ツキ ロッカク アナ ツ コ		394421		(勝原)ｵｽﾄ ﾀﾃ 正面ﾊﾟﾈﾙ		(勝原)ｵｽﾄ ﾀﾃ 正面ﾊﾟﾈﾙ（ﾌﾗｯﾌﾟなし）		34				12400		4300		4300		650				203		203		193		191		179		294		292

		③		3‐9443‐0		ｵｽﾄ ﾀﾃ 取出扉(固定ﾋﾟﾝ･ﾅｯﾄ付、錠付) 右 トビラ コテイ ツキ				21,700				(勝原)		394430		ｵｽﾄ ﾀﾃ 取出口蓋(錠付) 右開		37				※錠付：仕入先の管理上 ジョウ ツキ シイレ サキ カンリ ジョウ						取出口蓋(ﾊﾟｯｷﾝ･窓･両面ﾃｰﾌﾟ･ｸｯｼｮﾝ付)1ｾｯﾄ 六角穴付ﾎﾞﾀﾝﾎﾞﾙﾄ2個 ｽﾍﾟｰｻｰ2個 設定ﾋﾟﾝ1個		394431		(勝原)ｵｽﾄ ﾀﾃ 取出口蓋(錠付) 右開		(勝原)ｵｽﾄ ﾀﾃ 取出扉(固定ﾋﾟﾝ･ﾅｯﾄ付、錠付) 右		43				21700		8000		8000		650				204		204		194		192		180		295		293

		④		3‐9444‐0		ｵｽﾄ ﾀﾃ 取出扉(固定ﾋﾟﾝ･ﾅｯﾄ付、錠付) 左 トビラ ツキ				21,700				(勝原)		394440		ｵｽﾄ ﾀﾃ 取出口蓋(錠付) 左開		37				※錠付：仕入先の管理上 ジョウ ツキ シイレ サキ カンリ ジョウ						取出口蓋(ﾊﾟｯｷﾝ･窓･両面ﾃｰﾌﾟ･ｸｯｼｮﾝ付)1ｾｯﾄ 六角穴付ﾎﾞﾀﾝﾎﾞﾙﾄ2個 ｽﾍﾟｰｻｰ2個 設定ﾋﾟﾝ1個		394441		(勝原)ｵｽﾄ ﾀﾃ 取出口蓋(錠付) 左開		(勝原)ｵｽﾄ ﾀﾃ 取出扉(固定ﾋﾟﾝ･ﾅｯﾄ付、錠付) 左		43				21700		8000		8000		650				205		205		195		193		181		296		294

		⑤		3‐9447‐0		ｵｽﾄ ﾖｺ 投函ﾌﾗｯﾌﾟ（口金付） クチガネ ツキ				26,700				(勝原)		394470		ｵｽﾄ ﾖｺ 投函口蓋(蝶番付)		26						2019ｶﾀﾛｸﾞ表記変更（投函口蓋→ﾌﾗｯﾌﾟ）※部品は敢えて「投函」付
（ｸﾃｨ、ﾙｰｼﾞｭ、ｸﾞﾗﾌｨｱ、ﾘｰﾀﾞｻｽ、ｵｽﾄ、ｱﾝﾃ） ヒョウキ ヘンコウ トウカン グチ フタ				投函口口金(ﾌﾗｯﾌﾟ・蝶番・M3ﾊﾞｲﾝﾄﾞ小ﾈｼﾞ・ﾊﾟｯｷﾝ付)1ｾｯﾄ　ﾌﾞﾗｹｯﾄ2個　M4Sﾀｲﾄﾊﾞｲﾝﾄﾞﾈｼﾞ4個　M3ﾊﾞｲﾝﾄﾞ小ﾈｼﾞ4個 トウカン グチ クチガネ チョウバン コ ツ タイト		394471		(勝原)ｵｽﾄ ﾖｺ 投函口蓋(蝶番付)		(勝原)ｵｽﾄ ﾖｺ 投函ﾌﾗｯﾌﾟ（口金付）		32				9200		3000		10000		650				206		206		196		194		182		302		300

		⑥		3‐9448‐0		ｵｽﾄ ﾖｺ 正面ﾊﾟﾈﾙ（ﾌﾗｯﾌﾟなし）		色をご指定ください。 イロ シテイ		12,400				(勝原)		394480		ｵｽﾄ ﾖｺ 正面ﾊﾟﾈﾙ		28		色確認 イロ カクニン								正面ﾊﾟﾈﾙ(前後調整部品 A/Bどちらか2個・M4ﾌﾗﾝｼﾞﾅｯﾄ付)　M3六角穴付ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾀﾝﾎﾞﾙﾄ4個 ショウメン コ ツキ ロッカク アナ ツ コ		394481		(勝原)ｵｽﾄ ﾖｺ 正面ﾊﾟﾈﾙ		(勝原)ｵｽﾄ ﾖｺ 正面ﾊﾟﾈﾙ（ﾌﾗｯﾌﾟなし）		34				12400		4300		4300		650				207		207		197		195		183		303		301

		⑦		3‐9449‐0		ｵｽﾄ ﾖｺ 取出扉(蝶番付･錠付) トビラ ツキ				21,700				(勝原)		394490		ｵｽﾄ ﾖｺ 取出口蓋(蝶番･錠付)		26				※錠付：仕入先の管理上						取出口蓋(ﾊﾟｯｷﾝ･M3平ﾜｯｼｬｰ･M3ﾊﾞｲﾝﾄﾞ小ﾈｼﾞ･ｸｯｼｮﾝ･窓･両面ﾃｰﾌﾟ付) M3ﾊﾞｲﾝﾄﾞ小ﾈｼﾞ4個 設定ﾋﾟﾝ1個		394491		(勝原)ｵｽﾄ ﾖｺ 取出口蓋(蝶番･錠付)		(勝原)ｵｽﾄ ﾖｺ 取出扉(蝶番付･錠付)		32				21700		8000		8000		650				208		208		198		196		184		304		302

		⑧		3‐9450‐0		ｵｽﾄ ﾖｺ 取出扉用蝶番(×2) トビラ				3,200				(勝原)		394500		ｵｽﾄﾀﾃ/ﾖｺ 取出口蓋用蝶番		24								※蝶番種類不明（普通の蝶番？） チョウバン シュルイ フメイ フツウ チョウバン		M3平ﾜｯｼｬｰ8個 M3ﾊﾞｲﾝﾄﾞ小ﾈｼﾞ8個		394501		(勝原)ｵｽﾄﾀﾃ/ﾖｺ 取出口蓋用蝶番		(勝原)ｵｽﾄ ﾖｺ 取出扉用蝶番(×2)		30				3200		600		600		650				209		209		199		197		185		305		303

		⑨		3‐9534‐0		ｵｽﾄ ﾀﾃ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠(設定ﾋﾟﾝ付) L322 右 セッテイ				4,900				(勝原)		395340		新　追加 シン ツイカ		44				ｳﾞｨﾙｸ・ﾓﾙﾄ・ﾗﾃﾞｨ：新L345
ｲｵｽ・ｺｼﾞｬｸ・ﾛﾜｰﾙ・ｵｽﾄ：L322
鍵区別のため品番入れる カギ クベツ ヒンバン イ		※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ				ﾊﾟｯｷﾝ1個						(勝原)ｵｽﾄ ﾀﾃ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠(設定ﾋﾟﾝ付) L322 右		50		「L322」削除（新旧なく区別必要ない）
※他ﾎﾟｽﾄで新L345あり。区別のため入れる。 サクジョ シンキュウ クベツ ヒツヨウ		4800		1250		1300		650		0		210		210		200		198		187		298		296

		⑩		3‐9535‐0		ｵｽﾄ ﾀﾃ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠(設定ﾋﾟﾝ付) L322 左 セッテイ				4,900				(勝原)		395350		新 12/25ｺｰﾄﾞ番号追加 シン バンゴウ ツイカ		44						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ				ﾊﾟｯｷﾝ1個						(勝原)ｵｽﾄ ﾀﾃ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠(設定ﾋﾟﾝ付) L322 左		50		　〃				1250		1300		650		0		211		211		201		199		188		299		297

		⑪		3‐9536‐0		ｵｽﾄ ﾖｺ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠(設定ﾋﾟﾝ付) L322 セッテイ				4,700				(勝原)		395360		新 12/25ｺｰﾄﾞ番号追加 シン バンゴウ ツイカ		41				○上下左右なし（下開のみ） ジョウゲ サユウ シタ ヒラキ		※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ										(勝原)ｵｽﾄ ﾖｺ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠(設定ﾋﾟﾝ付) L322		47		　〃				1250		1200		650		0		212		212		202		200		189		300		298

		⑫		3‐9446‐0		ｵｽﾄﾀﾃ/ﾖｺ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠用 設定ﾋﾟﾝ				1,700				(勝原)		394460		ｵｽﾄﾀﾃ/ﾖｺ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠番号設定ﾋﾟﾝ		37				●錠（ﾋﾟﾝ付）、ﾋﾟﾝ（単体）：それぞれｺｰﾄﾞ有り ジョウ ツ タンタイ ア				※「用」+半角ｽﾍﾟｰｽ（見易く） ヨウ ハンカク				394461		(勝原)ｵｽﾄﾀﾃ/ﾖｺ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠番号設定ﾋﾟﾝ		(勝原)ｵｽﾄﾀﾃ/ﾖｺ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠用 設定ﾋﾟﾝ		43		「ﾀﾃ/ﾖｺ」削除しない		1700		20		20		650				213		213		203		201		190		301		299

		⑬		3‐9451‐0		ｵｽﾄ ﾀﾃ/ﾖｺ 正面ﾊﾟﾈﾙ用補修塗料		色をご指定ください。 イロ シテイ		2,400				(勝原)		394510		ｵｽﾄ 正面ﾊﾟﾈﾙ用補修塗料		28		色確認 イロ カクニン								20ml容器(塗料入)1個 筆1個		394511		(勝原)ｵｽﾄ 正面ﾊﾟﾈﾙ用補修塗料		(勝原)ｵｽﾄ ﾀﾃ/ﾖｺ 正面ﾊﾟﾈﾙ用補修塗料		34				2400		300		300		650				214		214		204		202		191		306		304

		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		①		3‐9328‐0		ｸｰｾﾞ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟ付)				6,300				(曽我)		393280		ｸｰｾﾞ 投函口蓋(蝶番付)		32										固定ﾋﾟﾝ(樹脂ｷｬｯﾌﾟ､ﾜｯｼｬｰ)付		393281		(曽我)ｸｰｾﾞ 投函口蓋(蝶番付)		(曽我)ｸｰｾﾞ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟ付)		38				6300		1500		1500		1000				215		215		205		203		192		165		165

		②		3‐9329‐0		ｸｰｾﾞ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ				3,300				(曽我)		393290		ｸｰｾﾞ 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		19												393291		(曽我)ｸｰｾﾞ 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(曽我)ｸｰｾﾞ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		25				3300		300		300		1000				216		216		206		204		193		166		166

		③		3‐9330‐0		ｸｰｾﾞ 取出扉(SUSﾄﾙｸ蝶番付) トビラ		色をご指定ください。
購入時期をご確認ください。 イロ シテイ コウニュウ ジキ カクニン		17,500				(曽我)		393300		ｸｰｾﾞ 取出口蓋(蝶番付)		25		購入時期確認、色確認 コウニュウ ジキ カクニン イロ カクニン		●錠：蓋になし（本体に付く） ジョウ フタ ホンタイ ツ		○新旧あり（金属、樹脂）※互換性なし シンキュウ キンゾク ジュシ ゴカンセイ						393301		(曽我)ｸｰｾﾞ 取出口蓋(蝶番付)		(曽我)ｸｰｾﾞ 取出扉(SUSﾄﾙｸ蝶番付)		31				15000		5000		6000		1000				217		217		207		205		194		167		167

		④		3‐9331‐0		ｸｰｾﾞ 取出扉用SUSﾌﾟｯｼｭﾗｯﾁ トビラ				3,500				(曽我)		393310		ｸｰｾﾞ 取出口蓋用ﾌﾟｯｼｭﾗｯﾁ		24										2017年1月からSUS製に変更		393311		(曽我)ｸｰｾﾞ 取出口蓋用ﾌﾟｯｼｭﾗｯﾁ		(曽我)ｸｰｾﾞ 取出扉用SUSﾌﾟｯｼｭﾗｯﾁ		30				3400		350		400		1000				218		218		208		206		195		168		168

		⑤		3‐9332‐0		ｸｰｾﾞ 取出扉用SUSﾄﾙｸ蝶番(×2) トビラ		色をご指定ください。
購入時期をご確認ください。 イロ シテイ コウニュウ ジキ カクニン		5,000				(曽我)		393320		ｸｰｾﾞ 取出口蓋用SUSﾄﾙｸ蝶番		28		購入時期確認、色確認 コウニュウ ジキ カクニン イロ カクニン		〇新旧あり：2013.10仕様変更。発注時購入時期要確認。※互換性あり
■販売単位：1個→2個 シンキュウ ゴカンセイ コ		旧ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ蝶番は現ｽﾃﾝﾚｽ蝶番に変更可能だが互換性がない為、発注時は「ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ蝶番用のｽﾃﾝﾚｽ蝶番」で発注すること。　？？？（詳細情報に記入あり。記名なし） キュウ ゲン ショウサイ ジョウホウ キニュウ キメイ						393321		(曽我)ｸｰｾﾞ 取出口蓋用SUSﾄﾙｸ蝶番		(曽我)ｸｰｾﾞ 取出扉用SUSﾄﾙｸ蝶番(×2)		34				3800		500		1000		1000				219		219		209		207		196		169		169

		⑥		3‐9333‐0		ｸｰｾﾞ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) ヒョウジュン				4,800				(曽我)		393330		ｸｰｾﾞ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ2本付)		30				○上下左右なし（蓋：下方向のみ） ジョウゲ サユウ フタ シタ ホウコウ						止金付 トメガネ ツキ		393331		(曽我)ｸｰｾﾞ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ2本付)		(曽我)ｸｰｾﾞ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付)		36		ﾍﾞﾛｳ付 ツキ		3800		500		900		1000				220		220		210		208		197		170		170

		⑦		3‐9334‐0		ｸｰｾﾞ ｽﾍﾟｱｷｰ(×2)		鍵番号をご確認ください
例：Ｊ-○○○（※数字3桁）　
（ｷｰに刻印やﾎﾟｽﾄ内部側面ｼｰﾙに表記があります） カギ バンゴウ カクニン コクイン ソクメン ヒョウキ		3,800				(曽我)		393340		ｸｰｾﾞ ｽﾍﾟｱｷｰ(2本ｾｯﾄ)		16		鍵NO.確認　　J-〇〇〇 カギ カクニン		※在庫注意（殆どの鍵No.揃えているが、在庫ない場合は取寄せとなり納期2週間程度必要） ホトン トリヨ シュウカン ヒツヨウ								393341		(曽我)ｸｰｾﾞ ｽﾍﾟｱｷｰ(2本ｾｯﾄ)		(曽我)ｸｰｾﾞ ｽﾍﾟｱｷｰ(×2)		22				3800		500		500		1000				221		221		211		209		198		171		171

		⑧		3‐9335‐0		ｸｰｾﾞ 本体･投函蓋用補修塗料				3,800				(曽我)		393350		ｸｰｾﾞ 本体･投函口蓋用補修塗料		26												393351		(曽我)ｸｰｾﾞ 本体･投函口蓋用補修塗料		(曽我)ｸｰｾﾞ 本体･投函蓋用補修塗料		32				3800		500		500		1000				222		222		212		210		199		172		172

		⑨		3‐9408‐0		ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ(×2) トウカン フタ コテイ		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		2,800				(曽我)		394080		投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		39		対象ﾎﾟｽﾄ：ｸｰｾﾞ 、ｲｰﾙ、ｸﾙﾑ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ｴﾋﾟ		対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ｸｰｾﾞ /ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ/ﾌﾟﾗｽﾄ/ﾓﾙﾄ/ﾗﾃﾞｨ/ｳﾞｨﾙｸ/ｴﾋﾟ ソガ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ		※「用」+半角ｽﾍﾟｰｽ（見易く） ヨウ ハンカク		固定ﾋﾟﾝ､樹脂ｷｬｯﾌﾟ､ｼﾞｭﾗｺﾝﾌﾞｯｼｭ各2個		394081		(曽我)投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		(曽我)ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ(×2)		45		半角ｽﾍﾟｰｽ追加 ハンカク ツイカ		2800		100		100		1000				223		223		379		369		389		253		253

		⑩		3‐9409‐0		壁掛けﾎﾟｽﾄ 付属部品ｾｯﾄ(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･PCﾌﾟﾗｸﾞ) カベ カ フゾク ブヒン		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		3,800				(曽我)		394090		付属部品ﾋﾞｽ袋(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･ｶｰﾙPCﾌﾟﾗｸﾞ等)		41		対象ﾎﾟｽﾄ：ｳﾞｨｺWH、ﾃﾗ、ｸｰｾﾞ、ｲｰﾙ、ｸﾙﾑ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ｴﾋﾟ		対象ﾎﾟｽﾄ(曽我）
ｳﾞｨｺWH/ﾃﾗ/ｸｰｾﾞ/ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ/ﾌﾟﾗｽﾄ/ﾓﾙﾄ/ﾗﾃﾞｨ/ｳﾞｨﾙｸ/ｴﾋﾟ
※発注時にはﾎﾟｽﾄ名を指定する ソガ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ				木ﾈｼﾞ4本、ﾄﾗｽﾋﾞｽ6本(ｳﾞｨｺ/ﾃﾗ：4本)、ｶｰﾙPCﾌﾟﾗｸﾞ4本		394091		(曽我)投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 付属部品ｾｯﾄ(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･PCﾌﾟﾗｸﾞ)		47				3800

平野 勝矢: 現在の価格　要確認		500		500		1000				224		224		380		370		390		254		254

		⑪		3‐9411‐0		壁掛けﾎﾟｽﾄ 取付用ｽﾍﾟｰｻｰ トリツケ		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		5,500				(曽我)		394110		壁掛けﾎﾟｽﾄ 標準ｽﾍﾟｰｻｰ(ﾋﾞｽ付)		23		対象ﾎﾟｽﾄ：ｴﾋﾟ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ｸｰｾﾞ、ｳﾞｨｺWH タイショウ		対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ｴﾋﾟ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ｸｰｾﾞ、ｳﾞｨｺWH
※ﾃﾗ：ｽﾍﾟｰｻｰは同じだがﾋﾞｽ袋が違う
※ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ：取付用ｽﾍﾟｰｻｰは付属なし タイショウ ソガ トリツ ヨウ フゾク		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ						394111		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 標準ｽﾍﾟｰｻｰ(ﾋﾞｽ付)		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 取付用ｽﾍﾟｰｻｰ		29				5500		1200		1200		1000				225		225		382		372		392		256		256

		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		①		3‐9247‐0		ｸﾃｨ1B/2B 投函ﾌﾗｯﾌﾟ(ﾊﾞﾈ付） トウカン ツキ				5,000				(ｺｰﾜ)		392470		ｸﾃｨ1B/2B 投函口蓋 ﾌﾗｯﾌﾟ･ﾊﾞﾈ･ﾜｯｼｬｰ		26						2019ｶﾀﾛｸﾞ表記変更（投函口蓋→ﾌﾗｯﾌﾟ）※部品は敢えて「投函」付
（ｸﾃｨ、ﾙｰｼﾞｭ、ｸﾞﾗﾌｨｱ、ﾘｰﾀﾞｻｽ、ｵｽﾄ、ｱﾝﾃ） ヒョウキ ヘンコウ トウカン グチ フタ				ﾌﾗｯﾌﾟ+軸心2本+ﾊﾞﾈ2ｹ+ﾜｯｼｬｰ2ｹ		392471		(ｺｰﾜ)ｸﾃｨ1B/2B 投函口蓋 ﾌﾗｯﾌﾟ･ﾊﾞﾈ･ﾜｯｼｬｰ		(ｺｰﾜ)ｸﾃｨ1B/2B 投函ﾌﾗｯﾌﾟ(ﾊﾞﾈ付）		31				5000		1000		1000		1000				226		226		213		211		200		66		66

		②		3‐9252‐0		ｸﾃｨ1B 正面ﾊﾟﾈﾙ		色をご指定ください。 イロ シテイ		8,500				(ｺｰﾜ)		392520		ｸﾃｨ1B 正面ﾊﾟﾈﾙ		14		色確認 イロ カクニン								ｽﾍﾟｰｻｰ 4ｹ､M5袋ﾅｯﾄ 4ｹ､M5ﾜｯｼｬｰ 8ｹ､M5ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ 4ｹ		392521		(ｺｰﾜ)ｸﾃｨ1B 正面ﾊﾟﾈﾙ		(ｺｰﾜ)ｸﾃｨ1B 正面ﾊﾟﾈﾙ		19				12000		3800		2400		1000				227		227		214		212		201		75		75

		③		3‐9253‐0		ｸﾃｨ2B 正面ﾊﾟﾈﾙ		色をご指定ください。 イロ シテイ		11,800				(ｺｰﾜ)		392530		ｸﾃｨ2B 正面ﾊﾟﾈﾙ		14		色確認 イロ カクニン								ｽﾍﾟｰｻｰ 4ｹ､M5袋ﾅｯﾄ 4ｹ､M5ﾜｯｼｬｰ 8ｹ､M5ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ 4ｹ		392531		(ｺｰﾜ)ｸﾃｨ2B 正面ﾊﾟﾈﾙ		(ｺｰﾜ)ｸﾃｨ2B 正面ﾊﾟﾈﾙ		19				14800		4900		3700		1000				228		228		215		213		202		76		76

		④		3‐9248‐0		ｸﾃｨ1B 取出扉(錠なし、ﾋﾟﾎﾞｯﾄ･ﾊﾞﾈ付) トビラ ツキ		購入時期をご確認ください。 コウニュウ ジキ カクニン		8,800				(ｺｰﾜ)		392480		ｸﾃｨ1B 取出口蓋(錠なし)		34				★新旧あり（2015.11変更）
（※互換性有無不明）
（旧：ｳｴｽﾄ付/新：ｱﾙﾌｧ付） シンキュウ ヘンコウ キュウ ツキ シン ツキ						扉にﾋﾟﾝ及びﾊﾞﾈ付。ﾅｲﾛﾝﾜｯｼｬｰ2ケ附属。 トビラ オヨ ツ フゾク		392481		(ｺｰﾜ)ｸﾃｨ1B 取出口蓋(錠なし)		(ｺｰﾜ)ｸﾃｨ1B 取出扉(錠なし、ﾋﾟﾎﾞｯﾄ･ﾊﾞﾈ付)		39				8800		2500		2500		1000				229		229		216		214		203		67		67

		⑤		3‐9249‐0		ｸﾃｨ2B 取出扉(錠なし、ﾋﾟﾎﾞｯﾄ･ﾊﾞﾈ付) トビラ		購入時期をご確認ください。 コウニュウ ジキ カクニン		11,000				(ｺｰﾜ)		392490		ｸﾃｨ2B 取出口蓋(錠なし)		34				★新旧あり（2015.11変更）
（※互換性有無不明）
（旧：ｳｴｽﾄ付/新：ｱﾙﾌｧ付） シンキュウ ヘンコウ キュウ ツキ シン ツキ						扉にﾋﾟﾝ及びﾊﾞﾈ付。ﾅｲﾛﾝﾜｯｼｬｰ2ケ附属。 トビラ オヨ ツ フゾク		392491		(ｺｰﾜ)ｸﾃｨ2B 取出口蓋(錠なし)		(ｺｰﾜ)ｸﾃｨ2B 取出扉(錠なし、ﾋﾟﾎﾞｯﾄ･ﾊﾞﾈ付)		39				11000		3400		3400		1000				230		230		217		215		204		68		68

		⑥		3‐9514‐0		ｸﾃｨ1B 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 上				5,800				(ｺｰﾜ)		395140		新　追加 シン ツイカ		30						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ								新 シン		(ｺｰﾜ)ｸﾃｨ1B 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 上		35				5800		1500		1500		800		0		231		231		218		216		206		70		70

		⑦		3‐9515‐0		ｸﾃｨ2B 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 右				5,800				(ｺｰﾜ)		395150		新 シン		30						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ								新 シン		(ｺｰﾜ)ｸﾃｨ2B 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 右		35								1500		800		0		232		232		219		217		207		71		71

		⑧		3‐9488‐0		ﾙｰｼﾞｭ/ﾍﾞﾘｴ/ｸﾃｨ1B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 上		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		5,000				(ｺｰﾜ)		394880		ﾙｰｼﾞｭ/ﾍﾞﾘｴ/ｸﾃｨ1B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄU		44						変更：「LRDU」→「左右下上」
（「上下左右」表記に統一、「「LRDU」より「左右下上」が分かり易い、ため変更） ヘンコウ ヒダリ ミギ シタ ウエ ジョウゲ サユウ ヒョウキ トウイツ ワ ヤス ヘンコウ		※現在は「社内：社外＝１：１」のみのため、専用ｺｰﾄﾞ追加登録中止 ゲンザイ シャナイ シャガイ センヨウ ツイカ トウロク チュウシ		〃		394881		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭ/ﾍﾞﾘｴ/ｸﾃｨ1B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 上		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭ/ﾍﾞﾘｴ/ｸﾃｨ1B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 上 ウエ		49				5000		650		650

平野 勝矢: 在庫するかどうか		800

平野 勝矢: 送料要確認				233		233		220		-		-

		⑨		3‐9486‐0		ｱﾝﾃ/ﾚﾌｨﾅ/ｸﾃｨ2B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 右		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		5,000				(ｺｰﾜ)		394860		ｱﾝﾃ/ﾚﾌｨﾅ/ｸﾃｨ2B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄR		42				“「ｱﾙﾌｧ錠」「ｳｴｽﾄ錠」同価格で良いのでは？（確認案内の工数削減できる）”希望あり。寺島 ジョウ ジョウ オナ カカク ヨ カクニン アンナイ コウスウ サクゲン キボウ テラシマ		変更：「LRDU」→「左右下上」
（「上下左右」表記に統一、「「LRDU」より「左右下上」が分かり易い、ため変更） ヘンコウ ヒダリ ミギ シタ ウエ ジョウゲ サユウ ヒョウキ トウイツ ワ ヤス ヘンコウ		※現在は「社内：社外＝１：１」のみのため、専用ｺｰﾄﾞ追加登録中止 ゲンザイ シャナイ シャガイ センヨウ ツイカ トウロク チュウシ		〃		394861		(ｺｰﾜ)ｱﾝﾃ/ﾚﾌｨﾅ/ｸﾃｨ2B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 右		(ｺｰﾜ)ｱﾝﾃ/ﾚﾌｨﾅ/ｸﾃｨ2B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 右 ミギ		47				5000		650		650

平野 勝矢: 在庫するかどうか		800

平野 勝矢: 送料要確認				234		234		221		-		-

		⑩		3‐9516‐0		ｸﾃｨ1B 回転ﾀﾞｲﾔﾙ錠(10桁) ﾀｼﾞﾏ(ﾀﾃ)				5,800				(ｺｰﾜ)		395160		新　追加 シン ツイカ		32						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ								新 シン		(ｺｰﾜ)ｸﾃｨ1B 回転ﾀﾞｲﾔﾙ錠(10桁) ﾀｼﾞﾏ(ﾀﾃ)		37				5800		1500		1500		800		0		235		235		222		218		209		73		73

		⑪		3‐9517‐0		ｸﾃｨ2B 回転ﾀﾞｲﾔﾙ錠(10桁) ﾀｼﾞﾏ(ﾖｺ)				5,800				(ｺｰﾜ)		395170		新 シン		32						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ								新 シン		(ｺｰﾜ)ｸﾃｨ2B 回転ﾀﾞｲﾔﾙ錠(10桁) ﾀｼﾞﾏ(ﾖｺ)		37								1500		800		0		236		236		223		219		210		74		74

		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		①		3‐9276‐0		ｸﾞﾗﾌｨｱ 投函ﾌﾗｯﾌﾟ(ﾊﾞﾈ付) トウカン				4,700				(ｺｰﾜ)		392760		ｸﾞﾗﾌｨｱ 投函口蓋/ﾌﾗｯﾌﾟ(ﾊﾞﾈ･交換用工具付)		23				■変更：交換用工具付→なし
（仕入先より「全て工具付にするのは在庫数量的に難しい」） ヘンコウ コウカンヨウ コウグ ツキ シイレ サキ スベ コウグ ツキ ザイコ スウリョウ テキ ムズカ		2019ｶﾀﾛｸﾞ表記変更（投函口蓋→ﾌﾗｯﾌﾟ）※部品は敢えて「投函」付
（ｸﾃｨ、ﾙｰｼﾞｭ、ｸﾞﾗﾌｨｱ、ﾘｰﾀﾞｻｽ、ｵｽﾄ、ｱﾝﾃ） ヒョウキ ヘンコウ トウカン グチ フタ		※交換用工具
ｺｰﾜ様より「今後全て工具付にするなら別手間（在庫手配）が必要となる」と有り。社内より工具要望あり。（販売実績：過去28ｹ月で14個）。
→他ﾎﾟｽﾄのﾌﾗｯﾌﾟ交換に使用できるなら「共通ｺｰﾄﾞ」作成するも、ｸﾞﾗﾌｨｱ専用だったため、「交換用ｺｰﾄﾞ」作成もなし。 コウカンヨウ コウグ サマ コンゴ スベ コウグ ツキ ベツ テマ ザイコ テハイ ヒツヨウ ア シャナイ コウグ ヨウボウ ハンバイ ジッセキ カコ ゲツ コ シヨウ キョウツウ サクセイ センヨウ コウカンヨウ サクセイ		軸芯 2本､圧縮ﾊﾞﾈ 1ｹ､押えﾊﾞﾈ 2ｹ､ﾜｯｼｬｰ 1ｹ		392761		(ｺｰﾜ)ｸﾞﾗﾌｨｱ 投函口蓋/ﾌﾗｯﾌﾟ(ﾊﾞﾈ･交換用工具付)		(ｺｰﾜ)ｸﾞﾗﾌｨｱ 投函ﾌﾗｯﾌﾟ(ﾊﾞﾈ付)		28				4400		950		850		1000

寺島 典子: 送料800→1000 変更あり				237		237		224		220		211		100		100

		②		3‐9277‐0		ｸﾞﾗﾌｨｱ 取出扉(軸ﾋﾟﾝ溶接付､錠なし) 右 トビラ ジク ヨウセツ				10,300				(ｺｰﾜ)		392770		ｸﾞﾗﾌｨｱ 取出口蓋(蝶番付､錠なし) 右開		36										軸ﾋﾟﾝ：扉に溶接		392771		(ｺｰﾜ)ｸﾞﾗﾌｨｱ 取出口蓋(蝶番付､錠なし) 右開		(ｺｰﾜ)ｸﾞﾗﾌｨｱ 取出扉(軸ﾋﾟﾝ溶接付､錠なし) 右		41				10300		3120		3120		1000				238		238		225		221		215		102		102

		③		3‐9278‐0		ｸﾞﾗﾌｨｱ 取出扉(軸ﾋﾟﾝ溶接付､錠なし) 左 トビラ				10,300				(ｺｰﾜ)		392780		ｸﾞﾗﾌｨｱ 取出口蓋(蝶番付､錠なし) 左開		36										軸ﾋﾟﾝ：扉に溶接		392781		(ｺｰﾜ)ｸﾞﾗﾌｨｱ 取出口蓋(蝶番付､錠なし) 左開		(ｺｰﾜ)ｸﾞﾗﾌｨｱ 取出扉(軸ﾋﾟﾝ溶接付､錠なし) 左		41				10300		3120		3120		1000				239		239		226		222		216		103		103

		④		3‐9518‐0		ｸﾞﾗﾌｨｱ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 右				5,800				(ｺｰﾜ)		395180		新　追加 シン ツイカ		31						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ										(ｺｰﾜ)ｸﾞﾗﾌｨｱ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 右		36				5800		1500		1500		800		0		240		240		227		223		218		105		105

		⑤		3‐9519‐0		ｸﾞﾗﾌｨｱ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 左				5,800				(ｺｰﾜ)		395190		新 シン		31						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ								新 シン		(ｺｰﾜ)ｸﾞﾗﾌｨｱ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 左		36								1500		800		0		241		241		228		224		219		106		106

		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		①		3‐9479‐0		ｸﾞﾘｰﾄⅡ 投函蓋（固定ﾋﾟﾝ･ﾅｯﾄ付） コテイ ツキ		色をご指定ください。 イロ シテイ		9,800				(高岡)		394790
(再利用) サイリヨウ		新　※11/1廃番済ｺｰﾄﾞを再利用 シン ハイ バン ズミ サイリヨウ		31		色確認 イロ カクニン				※ｺｰﾄﾞ追加（交換可能判明のため） コウカン カノウ ハンメイ		※11/1廃番済ｺｰﾄﾞ再利用
（売上実績なし、ｺｰﾄﾞが大幅に飛ぶのをさける、ため） ハイ バン ズミ サイリヨウ ウリアゲ ジッセキ オオハバ ト		 取付ねじ【六角穴付きﾎﾞﾙﾄM4L14 2本､樹脂ﾜｯｼｬｰ 6個､UﾅｯﾄM4 2個】		394791		新 シン		(高岡)ｸﾞﾘｰﾄⅡ 投函蓋（固定ﾋﾟﾝ･ﾅｯﾄ付）		37								2900		1000				242		242		229		225		220		332		330

		②		3‐9473‐0		ｸﾞﾘｰﾄⅡ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ				3,000				(高岡)		394730		ｸﾞﾘｰﾄⅡ 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		22												394731		(高岡)ｸﾞﾘｰﾄⅡ 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(高岡)ｸﾞﾘｰﾄⅡ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		28				3000		200		200		1000				243		243		230		226		221		333		331

		③		3‐9474‐0		ｸﾞﾘｰﾄⅡ 取出扉(蝶番付) トビラ				17,000				(高岡)		394740		ｸﾞﾘｰﾄⅡ 取出口蓋(蝶番付)		22				●錠：蓋になし（本体に付く） ジョウ フタ ホンタイ ツ						取付ねじ【六角ﾅｯﾄM4   4個､小ねじﾄﾗｽM4L7 4本 】		394741		(高岡)ｸﾞﾘｰﾄⅡ 取出口蓋(蝶番付)		(高岡)ｸﾞﾘｰﾄⅡ 取出扉(蝶番付)		28				17000		5800		5800		1000				244		244		231		227		222		334		332

		④		3‐9475‐0		ｸﾞﾘｰﾄⅡ 取出扉用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ トビラ				3,000				(高岡)		394750		ｸﾞﾘｰﾄⅡ 取出口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		22												394751		(高岡)ｸﾞﾘｰﾄⅡ 取出口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(高岡)ｸﾞﾘｰﾄⅡ 取出扉用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		28				3000		200		200		1000				245		245		232		228		223		335		333

		⑤		3‐9476‐0		ｸﾞﾘｰﾄⅡ ｶﾑﾛｯｸ式横長ﾀﾞｲﾔﾙ錠				5,500				(高岡)		394760		ｸﾞﾘｰﾄⅡ ｶﾑﾛｯｸ式横長ﾀﾞｲﾔﾙ錠		26				○上下左右なし（蓋：下方向のみ） ジョウゲ サユウ フタ シタ ホウコウ						専用ﾍﾞﾛｳ付（ﾘｰﾀﾞ、ﾊﾟﾄﾞﾗ、ｸﾞﾘｰﾄﾞ共通） キョウツウ		394761		(高岡)ｸﾞﾘｰﾄⅡ ｶﾑﾛｯｸ式横長ﾀﾞｲﾔﾙ錠		(高岡)ｸﾞﾘｰﾄⅡ ｶﾑﾛｯｸ式横長ﾀﾞｲﾔﾙ錠		32				4200		650		1200		1000				246		246		233		229		224		336		334

		⑥		3‐9477‐0		ｸﾞﾘｰﾄⅡ 投函蓋･本体ﾌﾚｰﾑ用補修塗料 フタ		色をご指定ください。 イロ シテイ		5,000				(高岡)		394770		ｸﾞﾘｰﾄⅡ 投函口･本体ﾌﾚｰﾑ補修塗料		33		色確認 イロ カクニン								補修塗料 (ｼﾙﾊﾞｰ･ﾌﾞﾗｯｸ･ﾌﾞﾗｳﾝ･ﾌﾟﾗﾑﾚｯﾄﾞ)		394771		(高岡)ｸﾞﾘｰﾄⅡ 投函口･本体ﾌﾚｰﾑ補修塗料		(高岡)ｸﾞﾘｰﾄⅡ 投函蓋･本体ﾌﾚｰﾑ用補修塗料		39				5000		1000		1000		1000				247		247		234		230		225		337		335

		⑦		3‐9478‐0		ｸﾞﾘｰﾄⅡ 本体･取出扉用補修塗料 トビラ				5,000				(高岡)		394780		ｸﾞﾘｰﾄⅡ 本体･取出口蓋補修塗料		29										補修塗料 (ｼﾙﾊﾞｰ)		394781		(高岡)ｸﾞﾘｰﾄⅡ 本体･取出口蓋補修塗料		(高岡)ｸﾞﾘｰﾄⅡ 本体･取出扉用補修塗料		35				5000		1000		1000		1000				248		248		235		231		226		338		336

		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		①		3‐9346‐0		ｸﾙﾑ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟ付)		購入時期をご確認ください。
左右開きをご確認ください。 コウニュウ ジキ カクニン ヒダリ ミギ ヒラ カクニン		6,300				(曽我)		393460		ｸﾙﾑ 投函口蓋(蝶番付)		31		購入時期確認		○左右あり（ﾀﾞﾝﾊﾟｰ位置異なる）
○新旧あり（2016.4ﾀﾞﾝﾊﾟｰ追加）
※発注時要指定： 年数・左右必要。 サユウ コト シンキュウ ツイカ ヨウ シテイ サユウ						固定ﾋﾟﾝ(樹脂ｷｬｯﾌﾟ､ﾜｯｼｬｰ)付		393461		(曽我)ｸﾙﾑ 投函口蓋(蝶番付)		(曽我)ｸﾙﾑ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟ付)		37				6300		1500		1500		1000				249		249		236		232		228		185		185

		②		3‐9347‐0		ｸﾙﾑ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ				3,300				(曽我)		393470		ｸﾙﾑ 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		18				○新旧あり（2016.4ﾀﾞﾝﾊﾟｰ追加）
※発注時要指定： 年数・左右必要。 シンキュウ ツイカ ヨウ シテイ サユウ								393471		(曽我)ｸﾙﾑ 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(曽我)ｸﾙﾑ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		24				3300		300		300		1000				250		250		237		233		229		186		186

		③		3‐9348‐0		ｸﾙﾑ 取出扉(ｽﾗｲﾄﾞ蝶番付、ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙなし) 塗装 右 トビラ ツキ トソウ		色をご指定ください。 イロ シテイ		9,800				(曽我)		393480		ｸﾙﾑ 取出口蓋塗装 右開(蝶番･ｱﾙﾐ化粧板なし)		48		色確認 イロ カクニン		●錠：蓋になし（本体に付く） ジョウ フタ ホンタイ ツ		※化粧版→取手ﾊﾟﾈﾙ（ｶﾀﾛｸﾞ表記） ケショウ バン トッテ ヒョウキ						393481		(曽我)ｸﾙﾑ 取出口蓋塗装 右開(蝶番･ｱﾙﾐ化粧板なし)		(曽我)ｸﾙﾑ 取出扉(蝶番付、ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙ無) 塗装 右 トビラ ツキ トソウ		47		「ｽﾗｲﾄﾞ」削除(文字数超過） サクジョ モジスウ チョウカ		8000		2200		2900		1000				251		251		238		234		230		187		187

		④		3‐9349‐0		ｸﾙﾑ 取出扉(ｽﾗｲﾄﾞ蝶番付、ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙなし) 塗装 左 トビラ ツキ トソウ		色をご指定ください。 イロ シテイ		9,800				(曽我)		393490		ｸﾙﾑ 取出口蓋塗装 左開(蝶番･ｱﾙﾐ化粧板なし)		48		色確認 イロ カクニン		●錠：蓋になし（本体に付く） ジョウ フタ ホンタイ ツ		※化粧版→取手ﾊﾟﾈﾙ（ｶﾀﾛｸﾞ表記） ケショウ バン トッテ ヒョウキ						393491		(曽我)ｸﾙﾑ 取出口蓋塗装 左開(蝶番･ｱﾙﾐ化粧板なし)		(曽我)ｸﾙﾑ 取出扉(蝶番付、ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙ無) 塗装 左 トビラ ツキ トソウ		47		「ｽﾗｲﾄﾞ」削除(文字数超過） サクジョ モジスウ チョウカ		8000		2200		2900		1000				252		252		239		235		231		188		188

		⑤		3‐9350‐0		ｸﾙﾑ 取出扉(ｽﾗｲﾄﾞ蝶番付、ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙなし) 木目 右 トビラ ツキ モクメ		色をご指定ください。 イロ シテイ		11,300				(曽我)		393500		ｸﾙﾑ 取出口蓋木目 右開(蝶番･ｱﾙﾐ化粧板なし)		48		色確認 イロ カクニン		●錠：蓋になし（本体に付く） ジョウ フタ ホンタイ ツ		※化粧版→取手ﾊﾟﾈﾙ（ｶﾀﾛｸﾞ表記） ケショウ バン トッテ ヒョウキ						393501		(曽我)ｸﾙﾑ 取出口蓋木目 右開(蝶番･ｱﾙﾐ化粧板なし)		(曽我)ｸﾙﾑ 取出扉(蝶番付、ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙ無) 木目 右 トビラ ツキ モクメ		47		「ｽﾗｲﾄﾞ」削除(文字数超過） サクジョ モジスウ チョウカ		9500		2800		3500		1000				253		253		240		236		232		189		189

		⑥		3‐9351‐0		ｸﾙﾑ 取出扉(ｽﾗｲﾄﾞ蝶番付、ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙなし) 木目 左 トビラ ツキ モクメ		色をご指定ください。 イロ シテイ		11,300				(曽我)		393510		ｸﾙﾑ 取出口蓋木目 左開(蝶番･ｱﾙﾐ化粧板なし)		48		色確認 イロ カクニン		●錠：蓋になし（本体に付く） ジョウ フタ ホンタイ ツ		※化粧版→取手ﾊﾟﾈﾙ（ｶﾀﾛｸﾞ表記） ケショウ バン トッテ ヒョウキ						393511		(曽我)ｸﾙﾑ 取出口蓋木目 左開(蝶番･ｱﾙﾐ化粧板なし)		(曽我)ｸﾙﾑ 取出扉(蝶番付、ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙ無) 木目 左 トビラ ツキ モクメ		47		「ｽﾗｲﾄﾞ」削除(文字数超過） サクジョ モジスウ チョウカ		9500		2800		3500		1000				254		254		241		237		233		190		190

		⑦		3‐9352‐0		ｸﾙﾑ 取出扉用ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙ 右 トビラ		本体色をご指定ください。 ホンタイ イロ シテイ		8,800				(曽我)		393520		ｸﾙﾑ 取出口蓋用ｱﾙﾐ化粧板 右開		26		本体色確認 ホンタイ イロ カクニン		○要色指定　※塗装、木目調でﾃﾞｻﾞｲﾝ違い有。 ヨウ イロ シテイ トソウ モクメ チョウ チガ アリ		※化粧版→取手ﾊﾟﾈﾙ（ｶﾀﾛｸﾞ表記） ケショウ バン トッテ ヒョウキ						393521		(曽我)ｸﾙﾑ 取出口蓋用ｱﾙﾐ化粧板 右開		(曽我)ｸﾙﾑ 取出扉用ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙ 右		32				8800		2500		2500		1000				255		255		242		238		234		191		191

		⑧		3‐9353‐0		ｸﾙﾑ 取出扉用ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙ 左 トビラ		本体色をご指定ください。 ホンタイ イロ シテイ		8,800				(曽我)		393530		ｸﾙﾑ 取出口蓋用ｱﾙﾐ化粧板 左開		26		本体色確認 ホンタイ イロ カクニン		○要色指定　※塗装、木目調でﾃﾞｻﾞｲﾝ違い有。 ヨウ イロ シテイ トソウ モクメ チョウ チガ アリ		※化粧版→取手ﾊﾟﾈﾙ（ｶﾀﾛｸﾞ表記） ケショウ バン トッテ ヒョウキ						393531		(曽我)ｸﾙﾑ 取出口蓋用ｱﾙﾐ化粧板 左開		(曽我)ｸﾙﾑ 取出扉用ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙ 左		32				8800		2500		2500		1000				256		256		243		239		235		192		192

		⑨		3‐9355‐0		ｸﾙﾑ 取出扉用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番 新 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ機能内蔵(×2) トビラ キノウ ナイゾウ		購入時期をご確認ください。 コウニュウ ジキ カクニン		4,000				(曽我)		393550		ｸﾙﾑ 取出口蓋用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番(新ﾍﾃｨﾋ)		44		購入時期（〇年〇月～〇年〇月） コウニュウ ジキ ネン ツキ ネン ツキ		■販売単位：1個→2個
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ機能内蔵
※ﾀﾞﾝﾊﾟｰ機能の有無に注意！（蓋の蝶番2個のうち、ﾀﾞﾝﾊﾞｰ機能があるのは片方のみ。両方ともﾀﾞﾝﾊﾟｰ機能付だと途中から急激に閉まり危険。） キノウ ナイゾウ		「付」でなく「内蔵」（付だとそういう部品が形として付いている様に感じる。例：保持機能付） ツ ツキ カタチ ツ カン		※「旧」「新」の表現変更
（販売期間もしくは枝番への紐付けを明記）
→「旧」「新」+品番情報 キュウ シン ヒョウゲン ヘンコウ ハンバイ キカン エダバン ヒモ ヅ メイキ ヒンバン ジョウホウ		ﾍﾃｨﾋ製2個ｾｯﾄ
(ﾀﾞﾝﾊﾟｰ機能付1+ﾀﾞﾝﾊﾟｰ機能無1) セイ キノウ キノウ		393551		(曽我)ｸﾙﾑ 取出口蓋用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番(新ﾍﾃｨﾋ)		(曽我)ｸﾙﾑ 取出扉用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番 新 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ機能内蔵(×2) キノウ ナイゾウ		50		※ﾀﾞﾝﾊﾟｰ機能有無情報必要。
もし仕入先が「ﾍﾃｨﾋ」必要なら「ｽﾗｲﾄﾞ」削除 キノウ ウム ジョウホウ ヒツヨウ シイレ サキ ヒツヨウ サクジョ		3300		300		600		1000				258		258		245		241		237		194		194

		⑩		3‐9354‐0		ｸﾙﾑ 取出扉用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番 旧 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ機能なし(×2) トビラ キノウ		購入時期をご確認ください。 コウニュウ ジキ カクニン		4,000				(曽我)		393540		ｸﾙﾑ 取出口蓋用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番(旧ｽｶﾞﾂﾈ)		44		購入時期（〇年〇月～〇年〇月） コウニュウ ジキ ネン ツキ ネン ツキ		■販売単位：1個→2個
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ機能ない（要別途用意） ハンバイ タンイ コ コ キノウ ヨウ ベット ヨウイ						ﾂｶﾞﾂﾈ製2個ｾｯﾄ
(ﾀﾞﾝﾊﾟｰ機能無×2) セイ キノウ		393541		(曽我)ｸﾙﾑ 取出口蓋用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番(旧ｽｶﾞﾂﾈ)		(曽我)ｸﾙﾑ 取出扉用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番 旧 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ機能なし(×2) キノウ		50		※ﾀﾞﾝﾊﾟｰ機能有無情報必要。
もし仕入先が「ｽｶﾞﾂﾈ」必要なら「ｽﾗｲﾄﾞ」削除 キノウ ウム ジョウホウ ヒツヨウ シイレ サキ ヒツヨウ サクジョ		2900		150		600		1000				257		257		244		240		236		193		193

		⑪		3‐9356‐0		ｸﾙﾑ 取出扉用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ トビラ				3,300				(曽我)		393560		ｸﾙﾑ 取出口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		18				「旧ｽｶﾞﾂﾈ（ﾀﾞﾝﾊﾟｰ別途）」の場合に必要
（「新ﾍﾃｨﾋ（ﾀﾞﾝﾊﾟｰ内蔵）」では不要） ベット バアイ ヒツヨウ ナイゾウ ゴカン セイ								393561		(曽我)ｸﾙﾑ 取出口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(曽我)ｸﾙﾑ 取出扉用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		24				3300		300		300		1000				259		259		246		242		238		195		195

		⑫		3‐9526‐0		ｸﾙﾑ ｶﾑﾛｯｸ式ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 右				4,800				(曽我)		395260		新　追加 シン ツイカ		35						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ										(曽我)ｸﾙﾑ ｶﾑﾛｯｸ式ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 右		41		ﾍﾞﾛｳ付 ツキ		3800		500		900		1000		0		260		260		247		243		240		197		197

		⑬		3‐9527‐0		ｸﾙﾑ ｶﾑﾛｯｸ式ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 左				4,800				(曽我)		395270		新 12/25ｺｰﾄﾞ番号追加 シン バンゴウ ツイカ		35						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ										(曽我)ｸﾙﾑ ｶﾑﾛｯｸ式ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 左		41		ﾍﾞﾛｳ付 ツキ						900		1000		0		261		261		248		244		241		198		198

		⑭		3‐9358‐0		ｸﾙﾑ ｽﾍﾟｱｷｰ(×2)		鍵番号をご確認ください
例：CLUM-○○○ ※数字3桁　（ｷｰに刻印やﾎﾟｽﾄ内部側面ｼｰﾙに表記があります） カギ バンゴウ カクニン コクイン ソクメン ヒョウキ		3,800				(曽我)		393580		ｸﾙﾑ ｽﾍﾟｱｷｰ(2本ｾｯﾄ)		15		鍵NO.確認　CLUM-〇〇〇		※在庫注意（殆どの鍵No.揃えているが、在庫ない場合は取寄せとなり納期2週間程度必要。 2/21寺島 ホトン トリヨ シュウカン ヒツヨウ テラシマ		鍵番号（ﾎﾟｽﾄ内部ｼｰﾙに記載、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠に刻印）
例：clum-○○○(2～3桁） ：英数字3桁　 カギ バンゴウ キサイ ジョウ コクイン						393581		(曽我)ｸﾙﾑ ｽﾍﾟｱｷｰ(2本ｾｯﾄ)		(曽我)ｸﾙﾑ ｽﾍﾟｱｷｰ(×2)		21				3800		500		500		1000				262		262		249		245		242		199		199

		⑮		3‐9359‐0		ｸﾙﾑ 本体前面下部化粧ﾊﾟﾈﾙ(焼付塗装)		色をご指定ください。 イロ シテイ		6,300				(曽我)		393590		ｸﾙﾑ 本体前面下部化粧ﾊﾟﾈﾙ(焼付塗装)		34		色確認 イロ カクニン										393591		(曽我)ｸﾙﾑ 本体前面下部化粧ﾊﾟﾈﾙ(焼付塗装)		(曽我)ｸﾙﾑ 本体前面下部化粧ﾊﾟﾈﾙ(焼付塗装)		40				6300		1500		1500		1000				263		263		250		246		243		200		200

		⑯		3‐9360‐0		ｸﾙﾑ 本体･投函蓋用補修塗料				3,800				(曽我)		393600		ｸﾙﾑ 本体･投函口蓋補修塗料		25		色確認 イロ カクニン		ｼﾙﾊﾞｰ色：約50ｍｌ入り イロ ヤク イ								393601		(曽我)ｸﾙﾑ 本体･投函口蓋補修塗料		(曽我)ｸﾙﾑ 本体･投函蓋用補修塗料		31				3800		500		500		1000				264		264		251		247		244		201		201

		⑰		3‐9408‐0		ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ(×2) トウカン フタ コテイ		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		2,800				(曽我)		394080		投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		39		対象ﾎﾟｽﾄ：ｸｰｾﾞ 、ｲｰﾙ、ｸﾙﾑ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ｴﾋﾟ		対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ｸｰｾﾞ /ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ/ﾌﾟﾗｽﾄ/ﾓﾙﾄ/ﾗﾃﾞｨ/ｳﾞｨﾙｸ/ｴﾋﾟ ソガ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ		※「用」+半角ｽﾍﾟｰｽ（見易く） ヨウ ハンカク		固定ﾋﾟﾝ､樹脂ｷｬｯﾌﾟ､ｼﾞｭﾗｺﾝﾌﾞｯｼｭ各2個		394081		(曽我)投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		(曽我)ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ(×2)		45		半角ｽﾍﾟｰｽ追加 ハンカク ツイカ		2800		100		100		1000				265		265		379		369		389		253		253

		⑱		3‐9409‐0		壁掛けﾎﾟｽﾄ 付属部品ｾｯﾄ(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･PCﾌﾟﾗｸﾞ) カベ カ フゾク ブヒン		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		3,800				(曽我)		394090		付属部品ﾋﾞｽ袋(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･ｶｰﾙPCﾌﾟﾗｸﾞ等)		41		対象ﾎﾟｽﾄ：ｳﾞｨｺWH、ﾃﾗ、ｸｰｾﾞ、ｲｰﾙ、ｸﾙﾑ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ｴﾋﾟ		対象ﾎﾟｽﾄ(曽我）
ｳﾞｨｺWH/ﾃﾗ/ｸｰｾﾞ/ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ/ﾌﾟﾗｽﾄ/ﾓﾙﾄ/ﾗﾃﾞｨ/ｳﾞｨﾙｸ/ｴﾋﾟ
※発注時にはﾎﾟｽﾄ名を指定する ソガ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ				木ﾈｼﾞ4本、ﾄﾗｽﾋﾞｽ6本(ｳﾞｨｺ/ﾃﾗ：4本)、ｶｰﾙPCﾌﾟﾗｸﾞ4本		394091		(曽我)投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 付属部品ｾｯﾄ(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･PCﾌﾟﾗｸﾞ)		47				3800

平野 勝矢: 現在の価格　要確認		500		500		1000				266		266		380		370		390		254		254

		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		①		3-95970-		ｸﾙﾑⅡ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 新L345 右				6,500				(曽我)		393460		ｸﾙﾑ 投函口蓋(蝶番付)		34		購入時期確認		○左右あり（ﾀﾞﾝﾊﾟｰ位置異なる）
○新旧あり（2016.4ﾀﾞﾝﾊﾟｰ追加）
※発注時要指定： 年数・左右必要。 サユウ コト シンキュウ ツイカ ヨウ シテイ サユウ						固定ﾋﾟﾝ(樹脂ｷｬｯﾌﾟ､ﾜｯｼｬｰ)付		393461		(曽我)ｸﾙﾑ 投函口蓋(蝶番付)		(曽我)ｸﾙﾑ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟ付)		37				6300		1500		1500		1000				249		249		236		232		228		185		185

		②		3-95980-		ｸﾙﾑⅡ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 新L345 左				6,500				(曽我)		393470		ｸﾙﾑ 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		34				○新旧あり（2016.4ﾀﾞﾝﾊﾟｰ追加）
※発注時要指定： 年数・左右必要。 シンキュウ ツイカ ヨウ シテイ サユウ								393471		(曽我)ｸﾙﾑ 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(曽我)ｸﾙﾑ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		24				3300		300		300		1000				250		250		237		233		229		186		186

		③		3-96020-		ｸﾙﾑⅡ 取出扉(蝶番付､ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙ無) 塗装 右				9,800				(曽我)		393480		ｸﾙﾑ 取出口蓋塗装 右開(蝶番･ｱﾙﾐ化粧板なし)		42		色確認 イロ カクニン		●錠：蓋になし（本体に付く） ジョウ フタ ホンタイ ツ		※化粧版→取手ﾊﾟﾈﾙ（ｶﾀﾛｸﾞ表記） ケショウ バン トッテ ヒョウキ						393481		(曽我)ｸﾙﾑ 取出口蓋塗装 右開(蝶番･ｱﾙﾐ化粧板なし)		(曽我)ｸﾙﾑ 取出扉(蝶番付、ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙ無) 塗装 右 トビラ ツキ トソウ		47		「ｽﾗｲﾄﾞ」削除(文字数超過） サクジョ モジスウ チョウカ		8000		2200		2900		1000				251		251		238		234		230		187		187

		④		3-96030-		ｸﾙﾑⅡ 取出扉(蝶番付､ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙ無) 塗装 左				9,800				(曽我)		393490		ｸﾙﾑ 取出口蓋塗装 左開(蝶番･ｱﾙﾐ化粧板なし)		42		色確認 イロ カクニン		●錠：蓋になし（本体に付く） ジョウ フタ ホンタイ ツ		※化粧版→取手ﾊﾟﾈﾙ（ｶﾀﾛｸﾞ表記） ケショウ バン トッテ ヒョウキ						393491		(曽我)ｸﾙﾑ 取出口蓋塗装 左開(蝶番･ｱﾙﾐ化粧板なし)		(曽我)ｸﾙﾑ 取出扉(蝶番付、ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙ無) 塗装 左 トビラ ツキ トソウ		47		「ｽﾗｲﾄﾞ」削除(文字数超過） サクジョ モジスウ チョウカ		8000		2200		2900		1000				252		252		239		235		231		188		188

		⑤		3-96040-		ｸﾙﾑⅡ 取出扉(蝶番付､ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙ無) 木目 右		色をご指定ください。 イロ シテイ		11,300				(曽我)		393500		ｸﾙﾑ 取出口蓋木目 右開(蝶番･ｱﾙﾐ化粧板なし)		42		色確認 イロ カクニン		●錠：蓋になし（本体に付く） ジョウ フタ ホンタイ ツ		※化粧版→取手ﾊﾟﾈﾙ（ｶﾀﾛｸﾞ表記） ケショウ バン トッテ ヒョウキ						393501		(曽我)ｸﾙﾑ 取出口蓋木目 右開(蝶番･ｱﾙﾐ化粧板なし)		(曽我)ｸﾙﾑ 取出扉(蝶番付、ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙ無) 木目 右 トビラ ツキ モクメ		47		「ｽﾗｲﾄﾞ」削除(文字数超過） サクジョ モジスウ チョウカ		9500		2800		3500		1000				253		253		240		236		232		189		189

		⑥		3-96050-		ｸﾙﾑⅡ 取出扉(蝶番付､ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙ無) 木目 左		色をご指定ください。 イロ シテイ		11,300				(曽我)		393510		ｸﾙﾑ 取出口蓋木目 左開(蝶番･ｱﾙﾐ化粧板なし)		42		色確認 イロ カクニン		●錠：蓋になし（本体に付く） ジョウ フタ ホンタイ ツ		※化粧版→取手ﾊﾟﾈﾙ（ｶﾀﾛｸﾞ表記） ケショウ バン トッテ ヒョウキ						393511		(曽我)ｸﾙﾑ 取出口蓋木目 左開(蝶番･ｱﾙﾐ化粧板なし)		(曽我)ｸﾙﾑ 取出扉(蝶番付、ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙ無) 木目 左 トビラ ツキ モクメ		47		「ｽﾗｲﾄﾞ」削除(文字数超過） サクジョ モジスウ チョウカ		9500		2800		3500		1000				254		254		241		237		233		190		190

		⑦		3-96060-		ｸﾙﾑⅡ 取出扉(蝶番付､ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙ無) 単色ｼｰﾄ右		色をご指定ください。 イロ シテイ		11,300				(曽我)		393520		ｸﾙﾑ 取出口蓋用ｱﾙﾐ化粧板 右開		44		本体色確認 ホンタイ イロ カクニン		○要色指定　※塗装、木目調でﾃﾞｻﾞｲﾝ違い有。 ヨウ イロ シテイ トソウ モクメ チョウ チガ アリ		※化粧版→取手ﾊﾟﾈﾙ（ｶﾀﾛｸﾞ表記） ケショウ バン トッテ ヒョウキ						393521		(曽我)ｸﾙﾑ 取出口蓋用ｱﾙﾐ化粧板 右開		(曽我)ｸﾙﾑ 取出扉用ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙ 右		32				8800		2500		2500		1000				255		255		242		238		234		191		191

		⑧		3-96070-		ｸﾙﾑⅡ 取出扉(蝶番付､ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙ無) 単色ｼｰﾄ左		色をご指定ください。 イロ シテイ		11,300				(曽我)		393530		ｸﾙﾑ 取出口蓋用ｱﾙﾐ化粧板 左開		44		本体色確認 ホンタイ イロ カクニン		○要色指定　※塗装、木目調でﾃﾞｻﾞｲﾝ違い有。 ヨウ イロ シテイ トソウ モクメ チョウ チガ アリ		※化粧版→取手ﾊﾟﾈﾙ（ｶﾀﾛｸﾞ表記） ケショウ バン トッテ ヒョウキ						393531		(曽我)ｸﾙﾑ 取出口蓋用ｱﾙﾐ化粧板 左開		(曽我)ｸﾙﾑ 取出扉用ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙ 左		32				8800		2500		2500		1000				256		256		243		239		235		192		192

		⑨		3-96080-		ｸﾙﾑⅡ 取出扉用ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙ 右				8,800				(曽我)		393550		ｸﾙﾑ 取出口蓋用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番(新ﾍﾃｨﾋ)		28		購入時期（〇年〇月～〇年〇月） コウニュウ ジキ ネン ツキ ネン ツキ		■販売単位：1個→2個
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ機能内蔵
※ﾀﾞﾝﾊﾟｰ機能の有無に注意！（蓋の蝶番2個のうち、ﾀﾞﾝﾊﾞｰ機能があるのは片方のみ。両方ともﾀﾞﾝﾊﾟｰ機能付だと途中から急激に閉まり危険。） キノウ ナイゾウ		「付」でなく「内蔵」（付だとそういう部品が形として付いている様に感じる。例：保持機能付） ツ ツキ カタチ ツ カン		※「旧」「新」の表現変更
（販売期間もしくは枝番への紐付けを明記）
→「旧」「新」+品番情報 キュウ シン ヒョウゲン ヘンコウ ハンバイ キカン エダバン ヒモ ヅ メイキ ヒンバン ジョウホウ		ﾍﾃｨﾋ製2個ｾｯﾄ
(ﾀﾞﾝﾊﾟｰ機能付1+ﾀﾞﾝﾊﾟｰ機能無1) セイ キノウ キノウ		393551		(曽我)ｸﾙﾑ 取出口蓋用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番(新ﾍﾃｨﾋ)		(曽我)ｸﾙﾑ 取出扉用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番 新 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ機能内蔵(×2) キノウ ナイゾウ		50		※ﾀﾞﾝﾊﾟｰ機能有無情報必要。
もし仕入先が「ﾍﾃｨﾋ」必要なら「ｽﾗｲﾄﾞ」削除 キノウ ウム ジョウホウ ヒツヨウ シイレ サキ ヒツヨウ サクジョ		3300		300		600		1000				258		258		245		241		237		194		194

		⑩		3-96090-		ｸﾙﾑⅡ 取出扉用ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙ 左				8,800				(曽我)		393540		ｸﾙﾑ 取出口蓋用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番(旧ｽｶﾞﾂﾈ)		28		購入時期（〇年〇月～〇年〇月） コウニュウ ジキ ネン ツキ ネン ツキ		■販売単位：1個→2個
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ機能ない（要別途用意） ハンバイ タンイ コ コ キノウ ヨウ ベット ヨウイ						ﾂｶﾞﾂﾈ製2個ｾｯﾄ
(ﾀﾞﾝﾊﾟｰ機能無×2) セイ キノウ		393541		(曽我)ｸﾙﾑ 取出口蓋用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番(旧ｽｶﾞﾂﾈ)		(曽我)ｸﾙﾑ 取出扉用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番 旧 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ機能なし(×2) キノウ		50		※ﾀﾞﾝﾊﾟｰ機能有無情報必要。
もし仕入先が「ｽｶﾞﾂﾈ」必要なら「ｽﾗｲﾄﾞ」削除 キノウ ウム ジョウホウ ヒツヨウ シイレ サキ ヒツヨウ サクジョ		2900		150		600		1000				257		257		244		240		236		193		193

		⑪		3-96100-		ｸﾙﾑⅡ 取出扉用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ機能内蔵(×2)				4,000				(曽我)		393560		ｸﾙﾑ 取出口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		43				「旧ｽｶﾞﾂﾈ（ﾀﾞﾝﾊﾟｰ別途）」の場合に必要
（「新ﾍﾃｨﾋ（ﾀﾞﾝﾊﾟｰ内蔵）」では不要） ベット バアイ ヒツヨウ ナイゾウ ゴカン セイ								393561		(曽我)ｸﾙﾑ 取出口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(曽我)ｸﾙﾑ 取出扉用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		24				3300		300		300		1000				259		259		246		242		238		195		195

		⑫		3-96110-		ｸﾙﾑⅡ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟ付)		左右開きをご確認ください。		6,300				(曽我)		395260		新　追加 シン ツイカ		33						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ										(曽我)ｸﾙﾑ ｶﾑﾛｯｸ式ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 右		41		ﾍﾞﾛｳ付 ツキ		3800		500		900		1000		0		260		260		247		243		240		197		197

		⑬		3-96120-		ｸﾙﾑⅡ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ				3,300				(曽我)		395270		新 12/25ｺｰﾄﾞ番号追加 シン バンゴウ ツイカ		20						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ										(曽我)ｸﾙﾑ ｶﾑﾛｯｸ式ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 左		41		ﾍﾞﾛｳ付 ツキ						900		1000		0		261		261		248		244		241		198		198

		⑭		3-96130-		ｸﾙﾑⅡ 本体･投函蓋用補修塗料				3,800				(曽我)		393580		ｸﾙﾑ ｽﾍﾟｱｷｰ(2本ｾｯﾄ)		27		鍵NO.確認　CLUM-〇〇〇		※在庫注意（殆どの鍵No.揃えているが、在庫ない場合は取寄せとなり納期2週間程度必要。 2/21寺島 ホトン トリヨ シュウカン ヒツヨウ テラシマ		鍵番号（ﾎﾟｽﾄ内部ｼｰﾙに記載、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠に刻印）
例：clum-○○○(2～3桁） ：英数字3桁　 カギ バンゴウ キサイ ジョウ コクイン						393581		(曽我)ｸﾙﾑ ｽﾍﾟｱｷｰ(2本ｾｯﾄ)		(曽我)ｸﾙﾑ ｽﾍﾟｱｷｰ(×2)		21				3800		500		500		1000				262		262		249		245		242		199		199

		⑮		3-96140-		ｸﾙﾑⅡ 本体前面下部化粧ﾊﾟﾈﾙ(焼付塗装)				6,300				(曽我)		393590		ｸﾙﾑ 本体前面下部化粧ﾊﾟﾈﾙ(焼付塗装)		36		色確認 イロ カクニン										393591		(曽我)ｸﾙﾑ 本体前面下部化粧ﾊﾟﾈﾙ(焼付塗装)		(曽我)ｸﾙﾑ 本体前面下部化粧ﾊﾟﾈﾙ(焼付塗装)		40				6300		1500		1500		1000				263		263		250		246		243		200		200

		⑯		3-96150-		ｸﾙﾑⅡ 本体前面下部化粧ﾊﾟﾈﾙ(木目ｼｰﾄ)		色をご指定ください。 イロ シテイ		8,800				(曽我)		393600		ｸﾙﾑ 本体･投函口蓋補修塗料		35		色確認 イロ カクニン		ｼﾙﾊﾞｰ色：約50ｍｌ入り イロ ヤク イ								393601		(曽我)ｸﾙﾑ 本体･投函口蓋補修塗料		(曽我)ｸﾙﾑ 本体･投函蓋用補修塗料		31				3800		500		500		1000				264		264		251		247		244		201		201

		⑰		3-96160-		ｸﾙﾑⅡ 本体前面下部化粧ﾊﾟﾈﾙ(単色ｼｰﾄ)		色をご指定ください。 イロ シテイ		8,800				(曽我)		394080		投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		35		対象ﾎﾟｽﾄ：ｸｰｾﾞ 、ｲｰﾙ、ｸﾙﾑ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ｴﾋﾟ		対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ｸｰｾﾞ /ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ/ﾌﾟﾗｽﾄ/ﾓﾙﾄ/ﾗﾃﾞｨ/ｳﾞｨﾙｸ/ｴﾋﾟ ソガ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ		※「用」+半角ｽﾍﾟｰｽ（見易く） ヨウ ハンカク		固定ﾋﾟﾝ､樹脂ｷｬｯﾌﾟ､ｼﾞｭﾗｺﾝﾌﾞｯｼｭ各2個		394081		(曽我)投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		(曽我)ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ(×2)		45		半角ｽﾍﾟｰｽ追加 ハンカク ツイカ		2800		100		100		1000				265		265		379		369		389		253		253

		⑱		3‐9408‐0		ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ(×2) トウカン フタ コテイ		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		2,800				(曽我)		394080		投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		39		対象ﾎﾟｽﾄ：ｸｰｾﾞ 、ｲｰﾙ、ｸﾙﾑ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ｴﾋﾟ		対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ｸｰｾﾞ /ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ/ﾌﾟﾗｽﾄ/ﾓﾙﾄ/ﾗﾃﾞｨ/ｳﾞｨﾙｸ/ｴﾋﾟ ソガ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ		※「用」+半角ｽﾍﾟｰｽ（見易く） ヨウ ハンカク		固定ﾋﾟﾝ､樹脂ｷｬｯﾌﾟ､ｼﾞｭﾗｺﾝﾌﾞｯｼｭ各2個		394081		(曽我)投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		(曽我)ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ(×2)		45		半角ｽﾍﾟｰｽ追加 ハンカク ツイカ		2800		100		100		1000				265		265		379		369		389		253		253

		⑲		3‐9409‐0		壁掛けﾎﾟｽﾄ 付属部品ｾｯﾄ(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･PCﾌﾟﾗｸﾞ) カベ カ フゾク ブヒン		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		3,800				(曽我)		394090		付属部品ﾋﾞｽ袋(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･ｶｰﾙPCﾌﾟﾗｸﾞ等)		41		対象ﾎﾟｽﾄ：ｳﾞｨｺWH、ﾃﾗ、ｸｰｾﾞ、ｲｰﾙ、ｸﾙﾑ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ｴﾋﾟ		対象ﾎﾟｽﾄ(曽我）
ｳﾞｨｺWH/ﾃﾗ/ｸｰｾﾞ/ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ/ﾌﾟﾗｽﾄ/ﾓﾙﾄ/ﾗﾃﾞｨ/ｳﾞｨﾙｸ/ｴﾋﾟ
※発注時にはﾎﾟｽﾄ名を指定する ソガ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ				木ﾈｼﾞ4本、ﾄﾗｽﾋﾞｽ6本(ｳﾞｨｺ/ﾃﾗ：4本)、ｶｰﾙPCﾌﾟﾗｸﾞ4本		394091		(曽我)投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 付属部品ｾｯﾄ(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･PCﾌﾟﾗｸﾞ)		47				3800

平野 勝矢: 現在の価格　要確認		500		500		1000				266		266		380		370		390		254		254

		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		①		3‐9422‐0		ｺｼﾞｬｸGE/SD 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･ﾎﾞﾙﾄ付)		色をご指定ください。 イロ シテイ		13,700				(勝原)		394220		ｺｼﾞｬｸGE/SD 投函口蓋		33				×蓋受けるｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ：使用なし フタ ウ シヨウ						投函口蓋(ｸｯｼｮﾝ付)1ｾｯﾄ　M3六角穴付ﾎﾞﾀﾝﾎﾞﾙﾄ2個　ｽﾍﾟｰｻｰ2個 トウカン グチ フタ ツキ ロッカク アナ ツ コ コ		394221		(勝原)ｺｼﾞｬｸGE/SD 投函口蓋		(勝原)ｺｼﾞｬｸGE/SD 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･ﾎﾞﾙﾄ付)		39				13700		4800		4800		650				267		267		252		248		245		269		269

		②		3‐9423‐0		ｺｼﾞｬｸGE/SD 投函蓋用ﾛｰﾀﾘｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ				2,900				(勝原)		394230		ｺｼﾞｬｸGE/SD 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		30										ﾛｰﾀﾘｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ1個		394231		(勝原)ｺｼﾞｬｸGE/SD 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(勝原)ｺｼﾞｬｸGE/SD 投函蓋用ﾛｰﾀﾘｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ		36				2900		500		500		650				268		268		253		249		246		270		270

		③		3‐9426‐0		ｺｼﾞｬｸSD 取出扉/正面ﾊﾟﾈﾙ 右 トビラ		色をご指定ください。 イロ シテイ		25,200				(勝原)		394260		ｺｼﾞｬｸSD 取出口正面ﾊﾟﾈﾙ 右開		26		色確認 イロ カクニン								M4六角穴付ﾎﾞﾙﾄ4個		394261		(勝原)ｺｼﾞｬｸSD 取出口正面ﾊﾟﾈﾙ 右開		(勝原)ｺｼﾞｬｸSD 取出扉/正面ﾊﾟﾈﾙ 右		32				25200		9400		9400		650				269		269		254		250		251		273		273

		④		3‐9427‐0		ｺｼﾞｬｸSD 取出扉/正面ﾊﾟﾈﾙ 左 トビラ		色をご指定ください。 イロ シテイ		25,200				(勝原)		394270		ｺｼﾞｬｸSD 取出口正面ﾊﾟﾈﾙ 左開		26		色確認 イロ カクニン								M4六角穴付ﾎﾞﾙﾄ4個		394271		(勝原)ｺｼﾞｬｸSD 取出口正面ﾊﾟﾈﾙ 左開		(勝原)ｺｼﾞｬｸSD 取出扉/正面ﾊﾟﾈﾙ 左		32				25200		9400		9400		650				270		270		255		251		252		274		274

		⑤		3‐9532‐0		ｺｼﾞｬｸGE/SD ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠(設定ﾋﾟﾝ付) L322 右 ピン				4,900				(勝原)		395320		新　追加 シン ツイカ		48				ｳﾞｨﾙｸ・ﾓﾙﾄ・ﾗﾃﾞｨ：新L345
ｲｵｽ・ｺｼﾞｬｸ・ﾛﾜｰﾙ・ｵｽﾄ：L322
鍵区別のため品番入れる カギ クベツ ヒンバン イ		※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ				ﾊﾟｯｷﾝ1個						(勝原)ｺｼﾞｬｸ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠(設定ﾋﾟﾝ付) L322 右		49		「GE/SD」削除（文字数超過）
「L322」削除（新旧なく区別必要ない）
※他ﾎﾟｽﾄで新L345あり。区別のため入れる。 サクジョ モジ スウ チョウカ サクジョ シンキュウ クベツ ヒツヨウ		4800		1250		1300		650		0		271		271		256		252		254		276		276

		⑥		3‐9533‐0		ｺｼﾞｬｸGE/SD ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠(設定ﾋﾟﾝ付) L322 左 セッテイ				4,900				(勝原)		395330		新 12/25ｺｰﾄﾞ番号追加 シン バンゴウ ツイカ		48				　〃		※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ				ﾊﾟｯｷﾝ1個						(勝原)ｺｼﾞｬｸ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠(設定ﾋﾟﾝ付) L322 左		49		　〃						1300		650		0		272		272		257		253		255		277		277

		⑦		3‐9429‐0		ｺｼﾞｬｸGE/SD ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠用 設定ﾋﾟﾝ				1,700				(勝原)		394290		ｺｼﾞｬｸGE/SD ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠番号設定ﾋﾟﾝ		39				●錠（ﾋﾟﾝ付）、ﾋﾟﾝ（単体）：それぞれｺｰﾄﾞ有り ジョウ ツ タンタイ ア				※「用」+半角ｽﾍﾟｰｽ（見易く） ヨウ ハンカク				394291		(勝原)ｺｼﾞｬｸGE/SD ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠番号設定ﾋﾟﾝ		(勝原)ｺｼﾞｬｸ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠用 設定ﾋﾟﾝ		40		「GE/SD」削除（文字数超過）		1700		20		20		650				273		273		258		254		256		278		278

		⑧		3‐9430‐0		ｺｼﾞｬｸGE/SD 取出扉用補修塗料 トビラ		色をご指定ください。 イロ シテイ		2,400				(勝原)		394300		ｺｼﾞｬｸGE/SD 取出口蓋用補修塗料		27		色確認 イロ カクニン								20ml容器(塗料入)1個 筆1個		394301		(勝原)ｺｼﾞｬｸGE/SD 取出口蓋用補修塗料		(勝原)ｺｼﾞｬｸGE/SD 取出扉用補修塗料		33				2400		300		300		650				274		274		259		255		257		279		279

		⑨		3‐9431‐0		ｺｼﾞｬｸGE/SD 本体･投函扉用補修塗料 トビラ		色をご指定ください。 イロ シテイ		2,400				(勝原)		394310		ｺｼﾞｬｸGE/SD 本体･投函口蓋用補修塗料		32										20ml容器(塗料入)1個 筆1個		394311		(勝原)ｺｼﾞｬｸGE/SD 本体･投函口蓋用補修塗料		(勝原)ｺｼﾞｬｸGE/SD 本体･投函扉用補修塗料		38				2400		300		300		650				275		275		260		256		258		280		280

		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		①		3‐9400‐0		ｺﾗｰﾅ 投函蓋用樹脂ｶﾊﾞｰ(左右ｾｯﾄ) サユウ		色をご指定ください。
購入時期をご確認ください。 イロ シテイ コウニュウ ジキ カクニン		3,300				(曽我)		394000		ｺﾗｰﾅ 投函口ｱﾙﾐ化粧蓋用両端樹脂ｶﾊﾞｰ		30		購入時期確認、色確認 コウニュウジキカクニン イロ カクニン		■販売単位：1個→左右ｾｯﾄ								394001		(曽我)ｺﾗｰﾅ 投函口ｱﾙﾐ化粧蓋用両端樹脂ｶﾊﾞｰ		(曽我)ｺﾗｰﾅ 投函蓋用樹脂ｶﾊﾞｰ(左右ｾｯﾄ)		36				3300		300		300		1000				276		276		261		257		259		245		245

		②		3‐9401‐0		ｺﾗｰﾅ 投函蓋(蝶番付･樹脂ｶﾊﾞｰ左右ｾｯﾄ付) チョウバン ツキ サユウ		色をご指定ください。 イロ シテイ		6,000				(曽我)		394010		ｺﾗｰﾅ 投函口ｱﾙﾐ化粧蓋(両端樹脂ｶﾊﾞｰ付)		37		色確認 イロ カクニン		■蝶番：口金に埋まっているﾛｰﾀﾘｰﾀﾞﾝﾊﾟｰが蝶番の役目
○新旧あり（2016.04：ﾀﾞﾝﾊﾟｰ位置変更） クチガネ ウ イチ ヘンコウ								394011		(曽我)ｺﾗｰﾅ 投函口ｱﾙﾐ化粧蓋(両端樹脂ｶﾊﾞｰ付)		(曽我)ｺﾗｰﾅ 投函蓋(蝶番付･樹脂ｶﾊﾞｰ左右ｾｯﾄ付)		43				6000		1400

寺島 典子: 【誤】￥1,400（※樹脂ｶﾊﾞｰ価格加算忘れ）
【正】￥2,000（※樹脂ｶﾊﾞｰ価格加算 ＠300×2個+蓋1500）送料￥1,000 2018/3/14永瀬
★修正完了（販売価格：据え置き） 3/19寺島		1400		1000				277		277		262		258		260		244		244

		③		3‐9402‐0		ｺﾗｰﾅ 投函蓋（口金付) フタ		色をご指定ください。 イロ シテイ		15,000				(曽我)		394020		ｺﾗｰﾅ 投函口口金(ｱﾙﾐ化粧蓋付)		20		色確認 イロ カクニン				★「投函蓋」と「投函蓋（口金付）」のｺｰﾄﾞあり。口金付ｺｰﾄﾞは不要と思われるが蓋だけ（ｺｰﾄﾞ3-9401）の半分程の売上実績あり（品名が分かりにくかったため？）、ｺｰﾄﾞ削除しない（様子見る）。 トウカン フタ トウカン フタ クチガネ ツキ クチガネ ツキ フヨウ オモ フタ ハンブン ホド ウリアゲ ジッセキ ヒンメイ ワ サクジョ ヨウス ミ		※ﾙｰｼﾞｭ・ｺﾗｰﾅのみ口金を含んだｺｰﾄﾞ作成 フク				394021		(曽我)ｺﾗｰﾅ 投函口口金(ｱﾙﾐ化粧蓋付)		(曽我)ｺﾗｰﾅ 投函蓋（口金付)		26				15000		5000		5000		1000				278		278		263		259		261		246		246

		④		3‐9403‐0		ｺﾗｰﾅ 取出ﾎﾟﾘｶ取出扉(ﾄﾙｸ蝶番付､錠なし) トリダシ		購入時期をご確認ください。 コウニュウ ジキ カクニン		7,800				(曽我)		394030		ｺﾗｰﾅ 取出口PC蓋(蝶番･錠なし)		37		購入時期確認
○新旧あり（互換性なし）：　2015.12変更（ｳｴｽﾄ錠付→ｱﾙﾌｧ錠付） 
※ご発注時、付属している錠の種類（番号の桁数）をご指定ください コウニュウジキカクニン シン キュウ ゴカンセイ ヘンコウ ジョウ ツ ジョウ ツキ ハッチュウ ジ フゾク ジョウ シュルイ バンゴウ ケタスウ シテイ		○新旧あり：　2015.12変更（旧：ｳｴｽﾄ錠付→新：ｱﾙﾌｧ錠付）。指示ない場合は新扉で出荷される。
※新旧互換性なし： 錠により錠受け口が異なる。受け口は本体から外れず交換不可。
※旧扉在庫： A品終了。B品（微かな黒い点･擦り傷がある程度）30～40枚程。追加生産不可（金型が既にない）。在庫終了後の対応については商企/細野さんにて検討中。 シン キュウ ヘンコウ キュウ ジョウ ツ シン ジョウ ツキ シジ バアイ シン トビラ シュッカ シン キュウ ゴカンセイ ジョウ ジョウ ウ クチ コト ウ クチ ホンタイ ハズ コウカン フカ キュウ トビラ ザイコ ヒン シュウリョウ ヒン カス クロ テン ス キズ テイド マイ ツイカ セイサン フカ カナガタ スデ ザイコ シュウリョウ ゴ タイオウ ショウキ ホソノ ケントウチュウ		※取出ﾎﾟﾘｶ取出扉： 取出が重複 トリダシ ガ ジュウフク						394031		(曽我)ｺﾗｰﾅ 取出口PC蓋(蝶番･錠なし)		(曽我)ｺﾗｰﾅ 取出ﾎﾟﾘｶ取出扉(ﾄﾙｸ蝶番付､錠なし)		43				6300		1500		2100		1000				279		279		264		260		262		247		247

		⑤		3‐9404‐0		ｺﾗｰﾅ 取出扉用ﾄﾙｸ蝶番(×2) トビラ				4,000				(曽我)		394040		ｺﾗｰﾅ 取出口蓋用ﾄﾙｸ蝶番		25				○新旧あり（互換性あり）　旧樹脂製→新金属製。金属製のみ手配可。
■販売単位：1個→2個 シンキュウ ゴカンセイ キュウ ジュシ セイ シン キンゾク セイ キンゾク セイ テハイ カ								394041		(曽我)ｺﾗｰﾅ 取出口蓋用ﾄﾙｸ蝶番		(曽我)ｺﾗｰﾅ 取出扉用ﾄﾙｸ蝶番(×2)		31				3200		250		600		1000				280		280		265		261		263		248		248

		⑥		3‐9405‐0		ｺﾗｰﾅ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 下				6,300				(曽我)		394050		ｺﾗｰﾅ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧD		29				○上下左右なし（蓋：下方向のみ） ジョウゲ サユウ フタ シタ ホウコウ								394051		(曽我)ｺﾗｰﾅ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧD		(曽我)ｺﾗｰﾅ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 下		35				6300		1500		1500		1000				281		281		266		262		264		249		249

		⑦		3‐9487‐0		ｺﾗｰﾅ/ﾘｰﾀﾞ後出 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 下		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		5,000				(ｺｰﾜ)		394870		ｺﾗｰﾅ/ﾘｰﾀﾞ後出 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄD		41				※R/LでなくでDで正しい
（ﾌｯｸが上にあり「D」） タダ		変更：「LRDU」→「左右下上」
（「上下左右」表記に統一、「「LRDU」より「左右下上」が分かり易い、ため変更） ヘンコウ ヒダリ ミギ シタ ウエ ジョウゲ サユウ ヒョウキ トウイツ ワ ヤス ヘンコウ		※現在は「社内：社外＝１：１」のみのため、専用ｺｰﾄﾞ追加登録中止 ゲンザイ シャナイ シャガイ センヨウ ツイカ トウロク チュウシ		〃		394871		(ｺｰﾜ)ｺﾗｰﾅ/ﾘｰﾀﾞ後出 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 下		(ｺｰﾜ)ｺﾗｰﾅ/ﾘｰﾀﾞ後出 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 下 シタ		46				5000		650		650

平野 勝矢: 在庫するかどうか		800

平野 勝矢: 送料要確認				282		282		267		-		-

		⑧		3‐9406‐0		ｺﾗｰﾅ 投函口金用補修塗料		色をご指定ください。 イロ シテイ		3,800				(曽我)		394060		ｺﾗｰﾅ 投函口口金用補修塗料		23		色確認 イロ カクニン										394061		(曽我)ｺﾗｰﾅ 投函口口金用補修塗料		(曽我)ｺﾗｰﾅ 投函口金用補修塗料		29				3800		500		500		1000				283		283		268		263		265		250		250

		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		①		3‐9231‐0		ｼﾙﾄ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付） コテイ ツキ				10,500				(ｺｰﾜ)		392310		ｼﾙﾄ 投函口蓋 ﾋﾝｼﾞﾋﾟﾝ/Eﾘﾝｸﾞ/ﾜｯｼｬｰ		28				×蓋受けるｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ：使用なし						ﾋﾝｼﾞﾋﾟﾝ2ｹ､Eﾘﾝｸﾞ2ｹ､ﾅｲﾛﾝﾜｯｼｬｰ2ｹ		392311		(ｺｰﾜ)ｼﾙﾄ 投函口蓋 ﾋﾝｼﾞﾋﾟﾝ/Eﾘﾝｸﾞ/ﾜｯｼｬｰ		(ｺｰﾜ)ｼﾙﾄ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付）		33				10500		3200		3200		1000				284		284		269		264		267		48		48

		②		3‐9232‐0		ｼﾙﾄ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ				2,500				(ｺｰﾜ)		392320		ｼﾙﾄ 投函口蓋ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		18												392321		(ｺｰﾜ)ｼﾙﾄ 投函口蓋ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(ｺｰﾜ)ｼﾙﾄ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		23				2500		200		200		800				285		285		270		265		268		49		49

		③		3‐9233‐0		ｼﾙﾄ 取出扉(蝶番付) トビラ		色をご指定ください。 イロ シテイ		23,300				(ｺｰﾜ)		392330		ｼﾙﾄ 取出口蓋(蝶番付) ﾋﾞｽ･ﾜｯｼｬｰ･Sﾜｯｼｬｰ･ﾅｯﾄ		18		色確認 イロ カクニン		●錠：蓋になし（本体に付く） ジョウ フタ ホンタイ ツ						取付ﾋﾞｽ：M5ﾜｯｼｬｰ4ｹ､M5ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ4ｹ､M5袋ﾅｯﾄ4ｹ		392331		(ｺｰﾜ)ｼﾙﾄ 取出口蓋(蝶番付) ﾋﾞｽ･ﾜｯｼｬｰ･Sﾜｯｼｬｰ･ﾅｯﾄ		(ｺｰﾜ)ｼﾙﾄ 取出扉(蝶番付)		23				23300		8300		8300		1000				286		286		271		266		269		50		50

		④		3‐9234‐0		ｼﾙﾄ 取出扉用ﾏｸﾞﾈｯﾄ トビラ				2,300				(ｺｰﾜ)		392340		ｼﾙﾄ 取出口蓋ﾏｸﾞﾈｯﾄ		18												392341		(ｺｰﾜ)ｼﾙﾄ 取出口蓋ﾏｸﾞﾈｯﾄ		(ｺｰﾜ)ｼﾙﾄ 取出扉用ﾏｸﾞﾈｯﾄ		23				2300		100		100		800				287		287		272		267		270		51		51

		⑤		3‐9235‐0		ｼﾙﾄ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付)  ヒョウジュン				5,800				(ｺｰﾜ)		392350		ｼﾙﾄ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ2本付)		30				○上下左右なし（蓋：右方向のみ） ジョウゲ サユウ フタ ミギ ホウコウ						止金付 トメガネ ツキ		392351		(ｺｰﾜ)ｼﾙﾄ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ2本付)		(ｺｰﾜ)ｼﾙﾄ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 		35				5800		1500		1500		800		0		288		288		273		268		271		52		52

		⑥		3‐9236‐0		ｼﾙﾄ ｽﾍﾟｱｷｰ(×1)		鍵番号をご確認ください
例：Ｋ○○○ ※数字3桁　（ｷｰに刻印やﾎﾟｽﾄ外側底面ｼｰﾙに表記があります） カギ バンゴウ カクニン コクイン ソトガワ シール ヒョウキ		3,900				(ｺｰﾜ)		392360		ｼﾙﾄ ｽﾍﾟｱｷｰ(1本)		15		鍵NO.確認　Ｋ○○○ カギ カクニン		※在庫注意（殆どの鍵No.揃えているが、在庫ない場合は取寄せとなり納期2週間程度必要） ホトン トリヨ シュウカン ヒツヨウ								392361		(ｺｰﾜ)ｼﾙﾄ ｽﾍﾟｱｷｰ(1本)		(ｺｰﾜ)ｼﾙﾄ ｽﾍﾟｱｷｰ(×1)		20				3900		750		750		800				289		289		274		269		272		54		54

		⑦		3‐9237‐0		ｼﾙﾄ 取出扉補修塗料 トビラ		色をご指定ください。 イロ シテイ		3,300				(ｺｰﾜ)		392370		ｼﾙﾄ 取出口蓋補修塗料		18		色確認 イロ カクニン										392371		(ｺｰﾜ)ｼﾙﾄ 取出口蓋補修塗料		(ｺｰﾜ)ｼﾙﾄ 取出扉補修塗料		23				3300		500		500		800				290		290		275		270		273		55		55

		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		①		3‐9309‐0		ﾃﾗ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付) コテイ ツキ		色をご指定ください。 イロ シテイ		6,800				(曽我)		393090		ﾃﾗ 投函口蓋(蝶番付)		26		色確認 イロ カクニン								固定ﾋﾟﾝ(Eﾘﾝｸﾞ､ﾜｯｼｬｰ)付		393091		(曽我)ﾃﾗ 投函口蓋(蝶番付)		(曽我)ﾃﾗ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付)		32				6800		1700		1700		1000				291		291		276		271		274		140		140

		②		3‐9310‐0		ﾃﾗ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ				3,300				(曽我)		393100		ﾃﾗ 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		17												393101		(曽我)ﾃﾗ 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(曽我)ﾃﾗ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		23				3300		300		300		1000				292		292		277		272		275		141		141

		③		3‐9311‐0		ﾃﾗ 取出扉(軸棒付、錠なし) 右 トビラ ジク ボウ ツ		色をご指定ください。 イロ シテイ		9,000				(曽我)		393110		ﾃﾗ 取出口蓋(錠なし) 右開		28		色確認 イロ カクニン								軸棒､ﾜｯｼｬｰ付		393111		(曽我)ﾃﾗ 取出口蓋(錠なし) 右開		(曽我)ﾃﾗ 取出扉(軸棒付、錠なし) 右		34				8300		2300		2600		1000				293		293		278		273		276		142		142

		④		3‐9312‐0		ﾃﾗ 取出扉(軸棒付、錠なし) 左 トビラ ジク ボウ ツ		色をご指定ください。 イロ シテイ		9,000				(曽我)		393120		ﾃﾗ 取出口蓋(錠なし) 左開		28		色確認 イロ カクニン								軸棒､ﾜｯｼｬｰ付		393121		(曽我)ﾃﾗ 取出口蓋(錠なし) 左開		(曽我)ﾃﾗ 取出扉(軸棒付、錠なし) 左		34				8300		2300		2600		1000				294		294		279		274		277		143		143

		⑤		3‐9522‐0		ﾃﾗ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(1桁) ｼﾞｮｰﾌﾟﾘﾝｽ 右				6,300				(曽我)		395220		新　追加 シン ツイカ		32						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ		品番削除（新旧ない） ヒンバン ヒンバン サクジョ シンキュウ						新 シン		(曽我)ﾃﾗ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(1桁) ｼﾞｮｰﾌﾟﾘﾝｽ 右		38				6300		1500		1500		1000		0		295		295		280		275		279		145		145

		⑥		3‐9523‐0		ﾃﾗ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(1桁) ｼﾞｮｰﾌﾟﾘﾝｽ 左				6,300				(曽我)		395230		新 シン		32						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ		品番削除（新旧ない） ヒンバン ヒンバン サクジョ シンキュウ						新 シン		(曽我)ﾃﾗ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(1桁) ｼﾞｮｰﾌﾟﾘﾝｽ 左		38								1500		1000		0		296		296		281		276		280		146		146

		⑦		3‐9314‐0		ﾃﾗ ｻｲﾝｼｰﾙ				3,400				(曽我)		393140		ﾃﾗ ｻｲﾝｼｰﾙ		9												393141		(曽我)ﾃﾗ ｻｲﾝｼｰﾙ		(曽我)ﾃﾗ ｻｲﾝｼｰﾙ		15				3400		350		350		1000				297		297		282		277		281		147		147

		⑧		3‐9407‐0		ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞｾｯﾄ(×2) トウカン フタ コテイ		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		2,800				(曽我)		394070
(再利用) サイリヨウ		新　※11/1廃番済ｺｰﾄﾞを再利用 シン ハイ バン ズミ サイリヨウ		35		対象ﾎﾟｽﾄ：ｳﾞｨｺWH/DB、ｹｲﾄ、ﾃﾗ
ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。 タイショウ		対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ｳﾞｨｺWH/DB、ｹｲﾄ、ﾃﾗ
※（ｺｰﾜ）ｼﾙﾄ　←要：仕入先別ｺｰﾄﾞ タイショウ ソガ ヨウ シイレ サキ ベツ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ		※「用」+半角ｽﾍﾟｰｽ（見易く）
※11/1廃番済ｺｰﾄﾞ再利用
（売上実績なし、ｺｰﾄﾞが大幅に飛ぶのをさける、ため） ヨウ ハンカク		固定ﾋﾟﾝ・Eﾘﾝｸﾞ・ﾜｯｼｬｰのｾｯﾄ		394071		新 シン		(曽我)ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞｾｯﾄ(×2)		41		半角ｽﾍﾟｰｽ追加 ハンカク ツイカ						100		1000		1		298		298		378		368		388		252		252

		⑨		3‐9409‐0		壁掛けﾎﾟｽﾄ 付属部品ｾｯﾄ(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･PCﾌﾟﾗｸﾞ) カベ カ フゾク ブヒン		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		3,800				(曽我)		394090		付属部品ﾋﾞｽ袋(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･ｶｰﾙPCﾌﾟﾗｸﾞ等)		41		対象ﾎﾟｽﾄ：ｳﾞｨｺWH、ﾃﾗ、ｸｰｾﾞ、ｲｰﾙ、ｸﾙﾑ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ｴﾋﾟ		対象ﾎﾟｽﾄ(曽我）
ｳﾞｨｺWH/ﾃﾗ/ｸｰｾﾞ/ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ/ﾌﾟﾗｽﾄ/ﾓﾙﾄ/ﾗﾃﾞｨ/ｳﾞｨﾙｸ/ｴﾋﾟ
※発注時にはﾎﾟｽﾄ名を指定する ソガ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ				木ﾈｼﾞ4本、ﾄﾗｽﾋﾞｽ6本(ｳﾞｨｺ/ﾃﾗ：4本)、ｶｰﾙPCﾌﾟﾗｸﾞ4本		394091		(曽我)投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 付属部品ｾｯﾄ(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･PCﾌﾟﾗｸﾞ)		47				3800

平野 勝矢: 現在の価格　要確認		500		500		1000				299		299		380		370		390		254		254

		⑩		3‐9410‐0		壁掛けﾎﾟｽﾄ 取付用ｽﾍﾟｰｻｰ ﾃﾗ用 トリツ				5,500				(曽我)		394100		壁掛けﾎﾟｽﾄ 標準ｽﾍﾟｰｻｰ(ﾋﾞｽ付) ﾃﾗ用		28				対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ﾃﾗ（ｽﾍﾟｰｻｰは同じだがﾋﾞｽ袋が違う） タイショウ ソガ				※「取付用ｽﾍﾟｰｻｰ」汎用ｺｰﾄﾞでなくﾃﾗ専用なのは、同じ物でない（袋異なる）、既に売上実績あり、のため削除できず。 トリツケヨウ ハンヨウ センヨウ オナ モノ フクロ コト スデ ウリアゲ ジッセキ サクジョ				394101		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 標準ｽﾍﾟｰｻｰ(ﾋﾞｽ付) ﾃﾗ用		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 取付用ｽﾍﾟｰｻｰ ﾃﾗ用		34				5500		1200		1200		1000				300		300		381		371		391		255		255

		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		①		3‐9452‐0		ﾊﾟﾄﾞﾗ 投函蓋(ﾄﾙｸ蝶番付)		色をご指定ください。 イロ シテイ		33,000				(高岡)		394520		ﾊﾟﾄﾞﾗ 投函口蓋(蝶番付)		23		色確認 イロ カクニン										394521		(高岡)ﾊﾟﾄﾞﾗ 投函口蓋(蝶番付)		(高岡)ﾊﾟﾄﾞﾗ 投函蓋(ﾄﾙｸ蝶番付)		29				33000		12200		12200		1000				301		301		283		278		283		307		305

		②		3‐9454‐0		ﾊﾟﾄﾞﾗ 投函蓋用ﾄﾙｸ蝶番(×2) フタ				5,300				(高岡)		394540		ﾊﾟﾄﾞﾗ 投函口蓋･取出口蓋共通 蝶番		26				※「取出口蓋蝶番」と「投函口蓋蝶番」同じﾄﾙｸ蝶番だが強さが違う。 オナ チョウバン ツヨ チガ								394541		(高岡)ﾊﾟﾄﾞﾗ 投函口蓋･取出口蓋共通 蝶番		(高岡)ﾊﾟﾄﾞﾗ 投函蓋用ﾄﾙｸ蝶番(×2)		32				5300		1100		1100		1000		0		302		302		284		279		284		309		307

		③		3‐9453‐0		ﾊﾟﾄﾞﾗ 取出扉(ﾄﾙｸ蝶番付､錠なし) トビラ		色をご指定ください。 イロ シテイ		17,200				(高岡)		394530		ﾊﾟﾄﾞﾗ 取出口蓋(蝶番付､錠なし)		30		色確認 イロ カクニン								ﾏｸﾞﾈｯﾄｷｬｯﾁ、ｸｯｼｮﾝ材付		394531		(高岡)ﾊﾟﾄﾞﾗ 取出口蓋(蝶番付､錠なし)		(高岡)ﾊﾟﾄﾞﾗ 取出扉(ﾄﾙｸ蝶番付､錠なし)		36				17200		5850		5850		1000				303		303		285		280		285		308		306

		④		3‐9458‐0		ﾊﾟﾄﾞﾗ 取出扉用ﾄﾙｸ蝶番(×2) トリダ トビラ				5,300				(高岡)		394580
（再利用） サイリヨウ		新　※11/1廃番済ｺｰﾄﾞを再利用 シン ハイ バン ズミ サイリヨウ		26				※「取出口蓋蝶番」と「投函口蓋蝶番」同じﾄﾙｸ蝶番だが強さが違う。 オナ チョウバン ツヨ チガ		※ｺｰﾄﾞ追加 ツイカ		※11/1廃番済ｺｰﾄﾞ再利用
（売上実績なし、ｺｰﾄﾞが大幅に飛ぶのをさける、ため） ハイ バン ズミ サイリヨウ ウリアゲ ジッセキ オオハバ ト				394551				(高岡)ﾊﾟﾄﾞﾗ 取出扉用ﾄﾙｸ蝶番(×2)		32								1100		1000		0		304		304		286		281		286		313		308

		⑤		3‐9455‐0		ﾊﾟﾄﾞﾗ ｶﾑﾛｯｸ式横長ﾀﾞｲﾔﾙ錠				5,500				(高岡)		394550		ﾊﾟﾄﾞﾗ ｶﾑﾛｯｸ式横長ﾀﾞｲﾔﾙ錠		24				○上下左右なし（蓋：下方向のみ） ジョウゲ サユウ フタ シタ ホウコウ						専用ﾍﾞﾛｳ付（ﾘｰﾀﾞ、ﾊﾟﾄﾞﾗ、ｸﾞﾘｰﾄﾞ共通） キョウツウ		394551
↓変更
394561 ヘンコウ		(高岡)ﾊﾟﾄﾞﾗ ｶﾑﾛｯｸ式横長ﾀﾞｲﾔﾙ錠		(高岡)ﾊﾟﾄﾞﾗ ｶﾑﾛｯｸ式横長ﾀﾞｲﾔﾙ錠		30				5500		1200		1200		1000				305		305		287		282		287		310		309

		⑥		3‐9456‐0		ﾊﾟﾄﾞﾗ 本体･投函蓋用補修塗料		色をご指定ください。 イロ シテイ		6,300				(高岡)		394560		ﾊﾟﾄﾞﾗ 本体･投函口蓋補修塗料		27		色確認 イロ カクニン								補修塗料 (ﾌﾞﾗｯｸ･ﾌﾞﾗｳﾝ)		394561
↓変更
394571 ヘンコウ		(高岡)ﾊﾟﾄﾞﾗ 本体･投函口蓋補修塗料		(高岡)ﾊﾟﾄﾞﾗ 本体･投函蓋用補修塗料		33				6300		1500		1500		1000				306		306		288		283		288		311		310

		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		①		3-9648-0		ﾊﾟﾛ 投函ﾌﾗｯﾌﾟ･取出扉ｾｯﾄ トウカン ト ダ トビラ				28,000

		②		3-9649-0		ﾊﾟﾛ ｶﾑﾛｯｸ式ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 		※ｽﾍﾟｱｷｰのみ発注はできません。 ハッチュウ		5,400

		③		3-9650-0		ﾊﾟﾛ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠(設定ﾋﾟﾝ付) 新L345				6,400

		④		3-9651-0		ﾊﾟﾛ ｽﾃﾝﾚｽｽﾀﾝﾄﾞ用 支柱ﾌﾟﾚｰﾄ ヨウ シチュウ				5,100

		⑤		3-9652-0		ﾊﾟﾛ 天然木ｽﾀﾝﾄﾞ用 支柱ﾌﾞﾗｹｯﾄ テンネン キ ヨウ シチュウ				7,800

		⑥		3-9653-0		ﾊﾟﾛ ｽﾃﾝﾚｽｽﾀﾝﾄﾞ (支柱ﾌﾟﾚｰﾄ除く） シチュウ ノゾ				22,000

		⑦		3-9654-0		ﾊﾟﾛ 天然木ｲﾍﾟｶﾊﾞｰ(2枚ｾｯﾄ) テンネン キ マイ				22,000

		⑧		3-9655-0		ﾊﾟﾛ ﾎﾟｽﾄ本体(ｶﾑﾛｯｸ式ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付) ホンタイ ジョウ ツキ				36,300

		⑨		3-9656-0		ﾊﾟﾛ ﾎﾟｽﾄ本体(ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠L345付) ホンタイ エンケイ ダイヤル ツキ				37,800

		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格				OEM先 サキ		品名ｺｰﾄﾞ		品名
※赤字：11/1修正箇所 アカジ シュウセイ カショ				山浦　記入しました ヤマウラ キニュウ		詳細情報一覧用メモ ショウサイ ジョウホウ イチラン ヨウ		品名情報 ヒンメイ ジョウホウ		管理者用メモ カンリシャヨウ		(仕入先記載)部品ｾｯﾄ内容 キサイ ナイヨウ		品名コード		品名　※赤字：11/1修正箇所 アカジ シュウセイ カショ		品名（社内）　※登録ﾃﾞｰﾀ シャナイ トウロク				社内品名 変更点 シャナイ ヒンメイ ヘンコウ テン		設計価格 セッケイ カカク		仕入価格 シイレ カカク		仕入価格 シイレ カカク		送料 ソウリョウ		web
EDI		2/14元 モト		2/12元 モト		2/7
元 モト		2/6
元 モト		2/5
元 モト		12/28元 モト		12/20元 モト

		①		3-9657-0		ﾋﾟｱｯﾄ/組立ﾎﾟｽﾄ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付) トウカン フタ コテイ ツキ				6,800

		②		3-9658-0		ﾋﾟｱｯﾄ/組立ﾎﾟｽﾄ 投函ﾌﾗｯﾌﾟ(軸棒、ﾊﾞﾈ付) トウカン ジク ボウ				3,800

		③		3-9659-0		ﾋﾟｱｯﾄ/組立ﾎﾟｽﾄ 取出扉(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付) ト ダ トビラ コテイ ツキ				11,300

		④		3-9660-0		ﾋﾟｱｯﾄ/組立ﾎﾟｽﾄ 取出扉用ﾀﾞﾝﾊﾟｰのみ(×2) ト ダ トビラ ヨウ				4,300

		⑤		3-9661-0		ﾋﾟｱｯﾄ/組立ﾎﾟｽﾄ 取出扉用ﾀﾞﾝﾊﾟｰﾕﾆｯﾄ（×2) ト ダ トビラ ヨウ				8,500

		⑥		3-9662-0		ﾋﾟｱｯﾄ/組立ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰのみ(×1) トウカン フタ ヨウ				3,300

		⑦		3-9663-0		ﾋﾟｱｯﾄ/組立ﾎﾟｽﾄ ｶﾑﾛｯｸ式ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ付×2)		購入時期をご確認ください。 コウニュウ ジキ カクニン		6,800

		⑧		3-9664-0		ﾋﾟｱｯﾄ/組立ﾎﾟｽﾄ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 新L345 シキ エンケイ ジョウ シン		購入時期をご確認ください。 コウニュウ ジキ カクニン		6,800

		⑨		3-9665-0		ﾋﾟｱｯﾄ/組立ﾎﾟｽﾄ 補修塗料(溶剤近似色) ホシュウ トリョウ ヨウザイ キンジショク		色をご指定ください。 イロ シテイ		3,800

		⑩		3-9666-0		ﾋﾟｱｯﾄ/組立ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ(×2) トウカン フタ ヨウ コテイ				2,800

		⑪		3-9667-0		ﾋﾟｱｯﾄ/組立ﾎﾟｽﾄ 取出扉用 固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ(×4) ト ダ トビラ ヨウ コテイ				2,800

		⑫		3-9668-0		ﾋﾟｱｯﾄ/組立ﾎﾟｽﾄ ｽﾍﾟｱｷｰ(×2)				3,800

		⑬		3‐9411‐0		壁掛けﾎﾟｽﾄ 取付用ｽﾍﾟｰｻｰ トリツケ		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		5,500				(曽我)		394110		壁掛けﾎﾟｽﾄ 標準ｽﾍﾟｰｻｰ(ﾋﾞｽ付)		23		対象ﾎﾟｽﾄ：ｴﾋﾟ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ｸｰｾﾞ、ｳﾞｨｺWH タイショウ		対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ｴﾋﾟ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ｸｰｾﾞ、ｳﾞｨｺWH
※ﾃﾗ：ｽﾍﾟｰｻｰは同じだがﾋﾞｽ袋が違う
※ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ：取付用ｽﾍﾟｰｻｰは付属なし タイショウ ソガ トリツ ヨウ フゾク		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ						394111		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 標準ｽﾍﾟｰｻｰ(ﾋﾞｽ付)		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 取付用ｽﾍﾟｰｻｰ		29				5500		1200		1200		1000				319		319		382		372		392		256		256

		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		①		3‐9361‐0		ﾌﾟﾗｽﾄ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟ付)				6,500				(曽我)		393610		ﾌﾟﾗｽﾄ 投函口蓋(蝶番付)		33												393611		(曽我)ﾌﾟﾗｽﾄ 投函口蓋(蝶番付)		(曽我)ﾌﾟﾗｽﾄ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟ付)		39				6500		1600		1600		1000				307		307		289		284		289		202		202

		②		3‐9362‐0		ﾌﾟﾗｽﾄ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ				3,300				(曽我)		393620		ﾌﾟﾗｽﾄ 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		20												393621		(曽我)ﾌﾟﾗｽﾄ 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(曽我)ﾌﾟﾗｽﾄ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		26				3300		300		300		1000				308		308		290		285		290		203		203

		③		3‐9363‐0		ﾌﾟﾗｽﾄ 取出扉(ｽﾗｲﾄﾞ蝶番付) 右 トビラ ツキ		色をご指定ください。 イロ シテイ		18,300				(曽我)		393630		ﾌﾟﾗｽﾄ 取出口蓋(蝶番なし) 右開		28		色確認 イロ カクニン		●錠：蓋になし（本体に付く） ジョウ フタ ホンタイ ツ								393631		(曽我)ﾌﾟﾗｽﾄ 取出口蓋(蝶番なし) 右開		(曽我)ﾌﾟﾗｽﾄ 取出扉(ｽﾗｲﾄﾞ蝶番付) 右		34				15800		5300		6300		1000				309		309		291		286		291		204		204

		④		3‐9364‐0		ﾌﾟﾗｽﾄ 取出扉(ｽﾗｲﾄﾞ蝶番付) 左 トビラ		色をご指定ください。 イロ シテイ		18,300				(曽我)		393640		ﾌﾟﾗｽﾄ 取出口蓋(蝶番なし) 左開		28		色確認 イロ カクニン		●錠：蓋になし（本体に付く） ジョウ フタ ホンタイ ツ								393641		(曽我)ﾌﾟﾗｽﾄ 取出口蓋(蝶番なし) 左開		(曽我)ﾌﾟﾗｽﾄ 取出扉(ｽﾗｲﾄﾞ蝶番付) 左		34				15800		5300		6300		1000				310		310		292		287		292		205		205

		⑤		3‐9365‐0		ﾌﾟﾗｽﾄ 取出扉用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ トビラ				3,300				(曽我)		393650		ﾌﾟﾗｽﾄ 取出口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		20												393651		(曽我)ﾌﾟﾗｽﾄ 取出口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(曽我)ﾌﾟﾗｽﾄ 取出扉用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		26				3300		300		300		1000				311		311		293		288		293		206		206

		⑥		3‐9366‐0		ﾌﾟﾗｽﾄ 取出扉用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番(×2) トビラ				5,000				(曽我)		393660		ﾌﾟﾗｽﾄ 取出口蓋用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番		28												393661		(曽我)ﾌﾟﾗｽﾄ 取出口蓋用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番		(曽我)ﾌﾟﾗｽﾄ 取出扉用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番(×2)		34				3800		500		1000		1000				312		312		294		289		294		207		207

		⑦		3‐9528‐0		ﾌﾟﾗｽﾄ ｶﾑﾛｯｸ式ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 右				4,800				(曽我)		395280		新　追加 シン ツイカ		37						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ										(曽我)ﾌﾟﾗｽﾄ ｶﾑﾛｯｸ式ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 右		43		ﾍﾞﾛｳ付 ツキ		3800		500		900		1000		0		313		313		295		290		296		209		209

		⑧		3‐9529‐0		ﾌﾟﾗｽﾄ ｶﾑﾛｯｸ式ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 左				4,800				(曽我)		395290		新 12/25ｺｰﾄﾞ番号追加 シン バンゴウ ツイカ		37						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ										(曽我)ﾌﾟﾗｽﾄ ｶﾑﾛｯｸ式ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 左		43		ﾍﾞﾛｳ付 ツキ						900		1000		0		314		314		296		291		297		210		210

		⑨		3‐9368‐0		ﾌﾟﾗｽﾄ ｽﾍﾟｱｷｰ(×2)		鍵番号をご確認ください
例：PLAST-○○○※数字3桁（ｷｰに刻印やﾎﾟｽﾄ内部側面ｼｰﾙに表記があります） カギ バンゴウ カクニン コクイン ソクメン ヒョウキ		3,800				(曽我)		393680		ﾌﾟﾗｽﾄ ｽﾍﾟｱｷｰ(2本ｾｯﾄ)		17		鍵NO.確認　PLAST-○○○ カギ カクニン		※在庫注意（殆どの鍵No.揃えているが、在庫ない場合は取寄せとなり納期2週間程度必要） ホトン トリヨ シュウカン ヒツヨウ								393681		(曽我)ﾌﾟﾗｽﾄ ｽﾍﾟｱｷｰ(2本ｾｯﾄ)		(曽我)ﾌﾟﾗｽﾄ ｽﾍﾟｱｷｰ(×2)		23				3800		500		500		1000				315		315		297		292		298		211		211

		⑩		3‐9369‐0		ﾌﾟﾗｽﾄ 本体･投函蓋用補修塗料				3,800				(曽我)		393690		ﾌﾟﾗｽﾄ 本体･投函口蓋用補修塗料		27												393691		(曽我)ﾌﾟﾗｽﾄ 本体･投函口蓋用補修塗料		(曽我)ﾌﾟﾗｽﾄ 本体･投函蓋用補修塗料		33				3800		500		500		1000				316		316		298		293		299		212		212

		⑪		3‐9408‐0		ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ(×2) トウカン フタ コテイ		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		2,800				(曽我)		394080		投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		39		対象ﾎﾟｽﾄ：ｸｰｾﾞ 、ｲｰﾙ、ｸﾙﾑ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ｴﾋﾟ		対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ｸｰｾﾞ /ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ/ﾌﾟﾗｽﾄ/ﾓﾙﾄ/ﾗﾃﾞｨ/ｳﾞｨﾙｸ/ｴﾋﾟ ソガ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ		※「用」+半角ｽﾍﾟｰｽ（見易く） ヨウ ハンカク		固定ﾋﾟﾝ､樹脂ｷｬｯﾌﾟ､ｼﾞｭﾗｺﾝﾌﾞｯｼｭ各2個		394081		(曽我)投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		(曽我)ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ(×2)		45		半角ｽﾍﾟｰｽ追加 ハンカク ツイカ		2800		100		100		1000				317		317		379		369		389		253		253

		⑫		3‐9409‐0		壁掛けﾎﾟｽﾄ 付属部品ｾｯﾄ(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･PCﾌﾟﾗｸﾞ) カベ カ フゾク ブヒン		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		3,800				(曽我)		394090		付属部品ﾋﾞｽ袋(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･ｶｰﾙPCﾌﾟﾗｸﾞ等)		41		対象ﾎﾟｽﾄ：ｳﾞｨｺWH、ﾃﾗ、ｸｰｾﾞ、ｲｰﾙ、ｸﾙﾑ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ｴﾋﾟ		対象ﾎﾟｽﾄ(曽我）
ｳﾞｨｺWH/ﾃﾗ/ｸｰｾﾞ/ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ/ﾌﾟﾗｽﾄ/ﾓﾙﾄ/ﾗﾃﾞｨ/ｳﾞｨﾙｸ/ｴﾋﾟ
※発注時にはﾎﾟｽﾄ名を指定する ソガ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ				木ﾈｼﾞ4本、ﾄﾗｽﾋﾞｽ6本(ｳﾞｨｺ/ﾃﾗ：4本)、ｶｰﾙPCﾌﾟﾗｸﾞ4本		394091		(曽我)投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 付属部品ｾｯﾄ(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･PCﾌﾟﾗｸﾞ)		47				3800

平野 勝矢: 現在の価格　要確認		500		500		1000				318		318		380		370		390		254		254

		⑬		3‐9411‐0		壁掛けﾎﾟｽﾄ 取付用ｽﾍﾟｰｻｰ トリツケ		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		5,500				(曽我)		394110		壁掛けﾎﾟｽﾄ 標準ｽﾍﾟｰｻｰ(ﾋﾞｽ付)		23		対象ﾎﾟｽﾄ：ｴﾋﾟ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ｸｰｾﾞ、ｳﾞｨｺWH タイショウ		対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ｴﾋﾟ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ｸｰｾﾞ、ｳﾞｨｺWH
※ﾃﾗ：ｽﾍﾟｰｻｰは同じだがﾋﾞｽ袋が違う
※ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ：取付用ｽﾍﾟｰｻｰは付属なし タイショウ ソガ トリツ ヨウ フゾク		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ						394111		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 標準ｽﾍﾟｰｻｰ(ﾋﾞｽ付)		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 取付用ｽﾍﾟｰｻｰ		29				5500		1200		1200		1000				319		319		382		372		392		256		256

		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		①		3‐9267‐0		ﾍﾞﾘｴ 取出扉(保持機能付･蝶番付､錠なし) トビラ キノウ ヅケ ・ ツキ		購入時期をご確認ください。 コウニュウ ジキ カクニン		11,000				(ｺｰﾜ)		392670		ﾍﾞﾘｴ 取出口蓋(蝶番付､錠なし)		37		購入時期確認 コウニュウ ジキ カクニン		★新旧あり（2015.11変更）
（※互換性有無不明）
（旧：ｳｴｽﾄ付/新：ｱﾙﾌｧ付） シンキュウ ヘンコウ キュウ ツキ シン ツキ				保持機能（ﾙｰｼﾞｭ、ﾍﾞﾘｴ、ｲｵｽ）
既に社内外ともに呼び名定着している。ｶﾀﾛｸﾞに表記ない。（今後、ｶﾀﾛｸﾞ表記されたら合わせる）				392671		(ｺｰﾜ)ﾍﾞﾘｴ 取出口蓋(蝶番付､錠なし)		(ｺｰﾜ)ﾍﾞﾘｴ 取出扉(保持機能付･蝶番付､錠なし)		42				11000		3400		3400		1000				320		320		299		294		300		91		91

		②		3‐9268‐0		ﾍﾞﾘｴ 取出扉用保持機能 トビラ				3,700				(ｺｰﾜ)		392680		ﾍﾞﾘｴ 取出口蓋保持機能		21				※⑨「取出口蓋」ｺｰﾄﾞは“保持機能付”（⑩「保持機能」単品の別手配は不要） トリダ クチ フタ ホジ キノウ ツ ホジ キノウ タンピン ベツ テハイ フヨウ				　〃				392681		(ｺｰﾜ)ﾍﾞﾘｴ 取出口蓋保持機能		(ｺｰﾜ)ﾍﾞﾘｴ 取出扉用保持機能		26				3700		650		650		800				321		321		300		295		301		92		92

		③		3‐9269‐0		ﾍﾞﾘｴ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 上				5,800				(ｺｰﾜ)		392690		ﾍﾞﾘｴ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧU		29												392691		(ｺｰﾜ)ﾍﾞﾘｴ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧU		(ｺｰﾜ)ﾍﾞﾘｴ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 上		34				3800		1500		1500		800				322		322		301		296		302		93		93

		④		3‐9488‐0		ﾙｰｼﾞｭ/ﾍﾞﾘｴ/ｸﾃｨ1B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 上		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		5,000				(ｺｰﾜ)		394880		ﾙｰｼﾞｭ/ﾍﾞﾘｴ/ｸﾃｨ1B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄU		44						変更：「LRDU」→「左右下上」
（「上下左右」表記に統一、「「LRDU」より「左右下上」が分かり易い、ため変更） ヘンコウ ヒダリ ミギ シタ ウエ ジョウゲ サユウ ヒョウキ トウイツ ワ ヤス ヘンコウ		※現在は「社内：社外＝１：１」のみのため、専用ｺｰﾄﾞ追加登録中止 ゲンザイ シャナイ シャガイ センヨウ ツイカ トウロク チュウシ		〃		394881		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭ/ﾍﾞﾘｴ/ｸﾃｨ1B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 上		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭ/ﾍﾞﾘｴ/ｸﾃｨ1B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 上 ウエ		49				5000		650		650
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平野 勝矢: 現在の価格　要確認										323		323		302		-		-

		⑤		3‐9270‐0		ﾍﾞﾘｴ 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(10桁) ﾀｼﾞﾏ(ﾀﾃ)				5,800				(ｺｰﾜ)		392700		ﾍﾞﾘｴ 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(10桁) ﾀｼﾞﾏ(ﾀﾃ)		33												392701		(ｺｰﾜ)ﾍﾞﾘｴ 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(10桁) ﾀｼﾞﾏ(ﾀﾃ)		(ｺｰﾜ)ﾍﾞﾘｴ 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(10桁) ﾀｼﾞﾏ(ﾀﾃ)		38				5800		1500		1500		800				324		324		303		297		303		94		94

		⑥		3‐9273‐0		ﾍﾞﾘｴ W450用側面ｽﾍﾟｰｻｰ(左右ｾｯﾄ) サユウ				7,000				(ｺｰﾜ)		392730		ﾍﾞﾘｴ 側面ｽﾍﾟｰｻｰ(2個ｾｯﾄ･取付ﾋﾞｽ付)		30				450㎜組積材対応ﾍﾞｰｽﾎﾞｯｸｽ取付用ｽﾍﾟｰｻｰ（ｳﾞｨｺBI・ﾍﾞﾘｴ）								392731		(ｺｰﾜ)ﾍﾞﾘｴ 側面ｽﾍﾟｰｻｰ(2個ｾｯﾄ･取付ﾋﾞｽ付)		(ｺｰﾜ)ﾍﾞﾘｴ W450用側面ｽﾍﾟｰｻｰ(左右ｾｯﾄ)		35				7000		1773		1800		1000				325		325		304		298		306		97		97

		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格				OEM先 サキ		品名ｺｰﾄﾞ		品名
※赤字：11/1修正箇所 アカジ シュウセイ カショ				山浦　記入しました ヤマウラ キニュウ		詳細情報一覧用メモ ショウサイ ジョウホウ イチラン ヨウ		品名情報 ヒンメイ ジョウホウ		管理者用メモ カンリシャヨウ		(仕入先記載)部品ｾｯﾄ内容 キサイ ナイヨウ		品名コード		品名　※赤字：11/1修正箇所 アカジ シュウセイ カショ		品名（社内）　※登録ﾃﾞｰﾀ シャナイ トウロク				社内品名 変更点 シャナイ ヒンメイ ヘンコウ テン		設計価格 セッケイ カカク		仕入価格 シイレ カカク		仕入価格 シイレ カカク		送料 ソウリョウ		web
EDI		2/14元 モト		2/12元 モト		2/7
元 モト		2/6
元 モト		2/5
元 モト		12/28元 モト		12/20元 モト

		①		3-9657-0		ﾋﾟｱｯﾄ/組立ﾎﾟｽﾄ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付) トウカン フタ コテイ ツキ				6,800

		②		3-9658-0		ﾋﾟｱｯﾄ/組立ﾎﾟｽﾄ 投函ﾌﾗｯﾌﾟ(軸棒、ﾊﾞﾈ付) トウカン ジク ボウ				3,800

		③		3-9659-0		ﾋﾟｱｯﾄ/組立ﾎﾟｽﾄ 取出扉(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付) ト ダ トビラ コテイ ツキ		化粧ｶﾊﾞｰは別途ご購入ください。 ケショウ ベット コウニュウ		11,300

		④		3-9660-0		ﾋﾟｱｯﾄ/組立ﾎﾟｽﾄ 取出扉用ﾀﾞﾝﾊﾟｰのみ(×2) ト ダ トビラ ヨウ				4,300

		⑤		3-9661-0		ﾋﾟｱｯﾄ/組立ﾎﾟｽﾄ 取出扉用ﾀﾞﾝﾊﾟｰﾕﾆｯﾄ（×2) ト ダ トビラ ヨウ				8,500

		⑥		3-9662-0		ﾋﾟｱｯﾄ/組立ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰのみ(×1) トウカン フタ ヨウ				3,300

		⑦		3-9663-0		ﾋﾟｱｯﾄ/組立ﾎﾟｽﾄ ｶﾑﾛｯｸ式ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ付×2)		購入時期をご確認ください。 コウニュウ ジキ カクニン		6,800

		⑧		3-9664-0		ﾋﾟｱｯﾄ/組立ﾎﾟｽﾄ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 新L345 シキ エンケイ ジョウ シン		購入時期をご確認ください。 コウニュウ ジキ カクニン		6,800

		⑨		3-9665-0		ﾋﾟｱｯﾄ/組立ﾎﾟｽﾄ 補修塗料(溶剤近似色) ホシュウ トリョウ ヨウザイ キンジショク		色をご指定ください。 イロ シテイ		3,800

		⑩		3-9666-0		ﾋﾟｱｯﾄ/組立ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ(×2) トウカン フタ ヨウ コテイ				2,800

		⑪		3-9667-0		ﾋﾟｱｯﾄ/組立ﾎﾟｽﾄ 取出扉用 固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ(×4) ト ダ トビラ ヨウ コテイ				2,800

		⑫		3-9668-0		ﾋﾟｱｯﾄ/組立ﾎﾟｽﾄ ｽﾍﾟｱｷｰ(×2)				3,800

		⑬		3‐9411‐0		壁掛けﾎﾟｽﾄ 取付用ｽﾍﾟｰｻｰ トリツケ		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		5,500				(曽我)		394110		壁掛けﾎﾟｽﾄ 標準ｽﾍﾟｰｻｰ(ﾋﾞｽ付)		23		対象ﾎﾟｽﾄ：ｴﾋﾟ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ｸｰｾﾞ、ｳﾞｨｺWH タイショウ		対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ｴﾋﾟ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ｸｰｾﾞ、ｳﾞｨｺWH
※ﾃﾗ：ｽﾍﾟｰｻｰは同じだがﾋﾞｽ袋が違う
※ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ：取付用ｽﾍﾟｰｻｰは付属なし タイショウ ソガ トリツ ヨウ フゾク		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ						394111		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 標準ｽﾍﾟｰｻｰ(ﾋﾞｽ付)		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 取付用ｽﾍﾟｰｻｰ		29				5500		1200		1200		1000				319		319		382		372		392		256		256

		⑭		3-9669-0		ﾎﾞﾙｻ 取出扉用 化粧ｶﾊﾞｰ ﾌﾟｯｼｭﾘﾍﾞｯﾄ付(×4) ト ダ トビラ ヨウ ケショウ ツキ		色をご指定ください。 イロ シテイ		15,000

		⑮		3-9670-0		ﾎﾞﾙｻ ﾌﾟｯｼｭﾘﾍﾞｯﾄ(×4)				2,800

		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		①		3‐9370‐0		ﾓﾙﾄ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟ付)		色をご指定ください。 イロ シテイ		8,800				(曽我)		393700		ﾓﾙﾄ 投函口蓋(蝶番付)		31		色確認 イロ カクニン						ﾗｽﾃｨ色：仕入価格異なるが区別しない イロ シイレ カカク コト クベツ		固定ﾋﾟﾝ(樹脂ｷｬｯﾌﾟ､ﾜｯｼｬｰ)付		393701		(曽我)ﾓﾙﾄ 投函口蓋(蝶番付)		(曽我)ﾓﾙﾄ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟ付)		37				8800		2500		2500		1000				326		326		305		299		307		213		213

		②		3‐9371‐0		ﾓﾙﾄ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ				3,300				(曽我)		393710		ﾓﾙﾄ 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		18												393711		(曽我)ﾓﾙﾄ 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(曽我)ﾓﾙﾄ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		24				3300		300		300		1000				327		327		306		300		308		214		214

		③		3‐9372‐0		ﾓﾙﾄ 取出扉(ｽﾗｲﾄﾞ蝶番付) 右 トビラ		色をご指定ください。 イロ シテイ		17,800				(曽我)		393720		ﾓﾙﾄ 取出口蓋(蝶番付) 右開		26		色確認 イロ カクニン		●錠：蓋になし（本体に付く） ジョウ フタ ホンタイ ツ						ﾗｽﾃｨ色：仕入価格異なるが区別しない　？？→同価格になった？？ ドウ カカク		393721		(曽我)ﾓﾙﾄ 取出口蓋(蝶番付) 右開		(曽我)ﾓﾙﾄ 取出扉(ｽﾗｲﾄﾞ蝶番付) 右		32				16300		5500		6100		1000				328		328		307		301		309		215		215

		④		3‐9373‐0		ﾓﾙﾄ 取出扉(ｽﾗｲﾄﾞ蝶番付) 左 トビラ		色をご指定ください。 イロ シテイ		17,800				(曽我)		393730		ﾓﾙﾄ 取出口蓋(蝶番付) 左開		26		色確認 イロ カクニン		●錠：蓋になし（本体に付く） ジョウ フタ ホンタイ ツ						ﾗｽﾃｨ色：仕入価格異なるが区別しない　？？→同価格になった？？ ドウ カカク		393731		(曽我)ﾓﾙﾄ 取出口蓋(蝶番付) 左開		(曽我)ﾓﾙﾄ 取出扉(ｽﾗｲﾄﾞ蝶番付) 左		32				16300		5500		6100		1000				329		329		308		302		310		216		216

		⑤		3‐9374‐0		ﾓﾙﾄ 取出扉用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番(×2) トビラ				4,000				(曽我)		393740		ﾓﾙﾄ 取出口蓋用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番		26												393741		(曽我)ﾓﾙﾄ 取出口蓋用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番		(曽我)ﾓﾙﾄ 取出扉用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番(×2)		32				3300		300		600		1000				330		330		309		303		311		217		217

		⑥		3‐9493‐0		ﾓﾙﾄ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 新L345 左				6,500				(曽我)		394930		ﾓﾙﾄ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 (L345) ﾍﾞﾛｳ付 左		32				止金付 トメガネ ツキ		※「ｳﾞｨｺWH」「ﾓﾙﾄ」円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠のみ左右の順（他は右左の順） エンケイ ジョウ ヒダリ ミギ ジュン ホカ ミギ ヒダリ ジュン		新旧ある場合は「新」「旧」明記する（分かり易い、迷わない） シンキュウ バアイ シン キュウ メイキ ワ ヤス マヨ				394931		(曽我)ﾓﾙﾄ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 (L345) ﾍﾞﾛｳ付 左		(曽我)ﾓﾙﾄ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 新L345 左 シン		38		　〃		5430		2170

平野 勝矢: 運賃別途へ変更		1600		1000				331		331		310		304		314		355		353

		⑦		3‐9494‐0		ﾓﾙﾄ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 新L345 右 ミギ				6,500				(曽我)		394940		ﾓﾙﾄ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 (L345) ﾍﾞﾛｳ付 右		32				止金付 トメガネ ツキ		　〃		　〃				394941		(曽我)ﾓﾙﾄ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 (L345) ﾍﾞﾛｳ付 右		(曽我)ﾓﾙﾄ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 新L345 右 シン ミギ		38		　〃		5430		2170

平野 勝矢: 運賃別途へ変更		1600		1000				332		332		311		305		315		356		354

		⑧		3‐9376‐0		ﾓﾙﾄ 本体用補修塗料		色をご指定ください。 イロ シテイ		3,800				(曽我)		393760		ﾓﾙﾄ 本体用補修塗料		18		色確認 イロ カクニン						ﾌﾞﾗｳﾝのみ下塗と上塗の2色必要（値段倍）他は1色のみででＯＫ				393761		(曽我)ﾓﾙﾄ 本体用補修塗料		(曽我)ﾓﾙﾄ 本体用補修塗料		24				3800		500		500		1000				333		333		312		306		316		219		219

		⑨		3‐9408‐0		ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ(×2) トウカン フタ コテイ		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		2,800				(曽我)		394080		投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		39		対象ﾎﾟｽﾄ：ｸｰｾﾞ 、ｲｰﾙ、ｸﾙﾑ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ｴﾋﾟ		対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ｸｰｾﾞ /ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ/ﾌﾟﾗｽﾄ/ﾓﾙﾄ/ﾗﾃﾞｨ/ｳﾞｨﾙｸ/ｴﾋﾟ ソガ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ		※「用」+半角ｽﾍﾟｰｽ（見易く） ヨウ ハンカク		固定ﾋﾟﾝ､樹脂ｷｬｯﾌﾟ､ｼﾞｭﾗｺﾝﾌﾞｯｼｭ各2個		394081		(曽我)投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		(曽我)ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ(×2)		45		半角ｽﾍﾟｰｽ追加 ハンカク ツイカ		2800		100		100		1000				334		334		379		369		389		253		253

		⑩		3‐9409‐0		壁掛けﾎﾟｽﾄ 付属部品ｾｯﾄ(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･PCﾌﾟﾗｸﾞ) カベ カ フゾク ブヒン		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		3,800				(曽我)		394090		付属部品ﾋﾞｽ袋(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･ｶｰﾙPCﾌﾟﾗｸﾞ等)		41		対象ﾎﾟｽﾄ：ｳﾞｨｺWH、ﾃﾗ、ｸｰｾﾞ、ｲｰﾙ、ｸﾙﾑ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ｴﾋﾟ		対象ﾎﾟｽﾄ(曽我）
ｳﾞｨｺWH/ﾃﾗ/ｸｰｾﾞ/ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ/ﾌﾟﾗｽﾄ/ﾓﾙﾄ/ﾗﾃﾞｨ/ｳﾞｨﾙｸ/ｴﾋﾟ
※発注時にはﾎﾟｽﾄ名を指定する ソガ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ				木ﾈｼﾞ4本、ﾄﾗｽﾋﾞｽ6本(ｳﾞｨｺ/ﾃﾗ：4本)、ｶｰﾙPCﾌﾟﾗｸﾞ4本		394091		(曽我)投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 付属部品ｾｯﾄ(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･PCﾌﾟﾗｸﾞ)		47				3800

平野 勝矢: 現在の価格　要確認		500		500		1000				335		335		380		370		390		254		254

		⑪		3‐9411‐0		壁掛けﾎﾟｽﾄ 取付用ｽﾍﾟｰｻｰ トリツケ		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		5,500				(曽我)		394110		壁掛けﾎﾟｽﾄ 標準ｽﾍﾟｰｻｰ(ﾋﾞｽ付)		23		対象ﾎﾟｽﾄ：ｴﾋﾟ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ｸｰｾﾞ、ｳﾞｨｺWH タイショウ		対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ｴﾋﾟ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ｸｰｾﾞ、ｳﾞｨｺWH
※ﾃﾗ：ｽﾍﾟｰｻｰは同じだがﾋﾞｽ袋が違う
※ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ：取付用ｽﾍﾟｰｻｰは付属なし タイショウ ソガ トリツ ヨウ フゾク		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ						394111		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 標準ｽﾍﾟｰｻｰ(ﾋﾞｽ付)		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 取付用ｽﾍﾟｰｻｰ		29				5500		1200		1200		1000				336		336		382		372		392		256		256

		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		①		3‐9377‐0		ﾗﾃﾞｨ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟ付)				6,300				(曽我)		393770		ﾗﾃﾞｨ 投函口蓋(蝶番付)		32										固定ﾋﾟﾝ(樹脂ｷｬｯﾌﾟ､ﾜｯｼｬｰ)付		393771		(曽我)ﾗﾃﾞｨ 投函口蓋(蝶番付)		(曽我)ﾗﾃﾞｨ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟ付)		38				6300		1500		1500		1000				337		337		313		307		317		220		220

		②		3‐9378‐0		ﾗﾃﾞｨ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ				3,300				(曽我)		393780		ﾗﾃﾞｨ 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		19												393781		(曽我)ﾗﾃﾞｨ 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(曽我)ﾗﾃﾞｨ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		25				3300		300		300		1000				338		338		314		308		318		221		221

		③		3‐9379‐0		ﾗﾃﾞｨ 取出扉(ｽﾗｲﾄﾞ蝶番付) トビラ		※正面ﾊﾟﾈﾙは付属していません ショウメン フゾク		11,800				(曽我)		393790		ﾗﾃﾞｨ 取出口蓋(蝶番付)		24		※正面ﾊﾟﾈﾙ：付属なし（要別途購入） ショウメン フゾク ヨウ ベット コウニュウ		●錠：蓋になし（本体に付く）
※正面ﾊﾟﾈﾙ：付属なし（必要な場合は別途購入） ジョウ フタ ホンタイ ツ ショウメン フゾク ヒツヨウ バアイ ベット コウニュウ						化粧板なし		393791		(曽我)ﾗﾃﾞｨ 取出口蓋(蝶番付)		(曽我)ﾗﾃﾞｨ 取出扉(ｽﾗｲﾄﾞ蝶番付)		30				10000		3000		3700		1000				339		339		315		309		319		222		222

		④		3‐9380‐0		ﾗﾃﾞｨ 取出扉用正面ﾊﾟﾈﾙ トビラ		色をご指定ください。
※ﾊﾟﾈﾙのみ。扉は付属していません。 イロ シテイ トビラ フゾク		8,800				(曽我)		393800		ﾗﾃﾞｨ 取出口蓋用化粧ﾌﾟﾚｰﾄ		21		色確認 イロ カクニン				※化粧ﾌﾟﾚｰﾄ→正面ﾊﾟﾈﾙ（ｶﾀﾛｸﾞ表記） ケショウ ショウメン ヒョウキ		ﾗｽﾃｨ色：仕入価格異なるが区別しない イロ シイレ カカク コト クベツ				393801		(曽我)ﾗﾃﾞｨ 取出口蓋用化粧ﾌﾟﾚｰﾄ		(曽我)ﾗﾃﾞｨ 取出扉用正面ﾊﾟﾈﾙ		27				8800		2500		2500		1000				340		340		316		310		320		223		223

		⑤		3‐9381‐0		ﾗﾃﾞｨ 取出扉用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番(×2) トビラ				4,000				(曽我)		393810		ﾗﾃﾞｨ 取出口蓋用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番		27												393811		(曽我)ﾗﾃﾞｨ 取出口蓋用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番		(曽我)ﾗﾃﾞｨ 取出扉用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番(×2)		33				3300		300		600		1000				341		341		317		311		321		224		224

		⑥		3‐9498‐0		ﾗﾃﾞｨ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 新L345				6,500				(曽我)		394980		ﾗﾃﾞｨ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 (L345) ﾍﾞﾛｳ付		30				止金付、上下左右なし トメガネ ツキ ジョウゲ サユウ				新旧ある場合は「新」「旧」明記する（分かり易い、迷わない） シンキュウ バアイ シン キュウ メイキ ワ ヤス マヨ				394981		(曽我)ﾗﾃﾞｨ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 (L345) ﾍﾞﾛｳ付		(曽我)ﾗﾃﾞｨ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 新L345 シン		36		　〃		5430		2170

平野 勝矢: 運賃別途へ変更		

平野 勝矢: 現在の価格　要確認		

磯村 典子: 寺島 典子:
2018/11/01修正済
200→300（仕入先の間違い）		1600		1000				342		342		318		312		324		360		358

		⑦		3‐9383‐0		ﾗﾃﾞｨ 取出扉用補修塗料 トビラ		色をご指定ください。 イロ シテイ		3,800				(曽我)		393830		ﾗﾃﾞｨ 取出口蓋用補修塗料		21		色確認 イロ カクニン										393831		(曽我)ﾗﾃﾞｨ 取出口蓋用補修塗料		(曽我)ﾗﾃﾞｨ 取出扉用補修塗料		27				3800		500		500		1000				343		343		319		313		325		226		226

		⑧		3‐9384‐0		ﾗﾃﾞｨ 本体･投函蓋用補修塗料				3,800				(曽我)		393840		ﾗﾃﾞｨ 本体･投函口蓋用補修塗料		26												393841		(曽我)ﾗﾃﾞｨ 本体･投函口蓋用補修塗料		(曽我)ﾗﾃﾞｨ 本体･投函蓋用補修塗料		32				3800		500		500		1000				344		344		320		314		326		227		227

		⑨		3‐9408‐0		ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ(×2) トウカン フタ コテイ		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		2,800				(曽我)		394080		投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		39		対象ﾎﾟｽﾄ：ｸｰｾﾞ 、ｲｰﾙ、ｸﾙﾑ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ｴﾋﾟ		対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ｸｰｾﾞ /ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ/ﾌﾟﾗｽﾄ/ﾓﾙﾄ/ﾗﾃﾞｨ/ｳﾞｨﾙｸ/ｴﾋﾟ ソガ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ		※「用」+半角ｽﾍﾟｰｽ（見易く） ヨウ ハンカク		固定ﾋﾟﾝ､樹脂ｷｬｯﾌﾟ､ｼﾞｭﾗｺﾝﾌﾞｯｼｭ各2個		394081		(曽我)投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		(曽我)ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ(×2)		45		半角ｽﾍﾟｰｽ追加 ハンカク ツイカ		2800		100		100		1000				345		345		379		369		389		253		253

		⑩		3‐9409‐0		壁掛けﾎﾟｽﾄ 付属部品ｾｯﾄ(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･PCﾌﾟﾗｸﾞ) カベ カ フゾク ブヒン		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		3,800				(曽我)		394090		付属部品ﾋﾞｽ袋(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･ｶｰﾙPCﾌﾟﾗｸﾞ等)		41		対象ﾎﾟｽﾄ：ｳﾞｨｺWH、ﾃﾗ、ｸｰｾﾞ、ｲｰﾙ、ｸﾙﾑ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ｴﾋﾟ		対象ﾎﾟｽﾄ(曽我）
ｳﾞｨｺWH/ﾃﾗ/ｸｰｾﾞ/ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ/ﾌﾟﾗｽﾄ/ﾓﾙﾄ/ﾗﾃﾞｨ/ｳﾞｨﾙｸ/ｴﾋﾟ
※発注時にはﾎﾟｽﾄ名を指定する ソガ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ				木ﾈｼﾞ4本、ﾄﾗｽﾋﾞｽ6本(ｳﾞｨｺ/ﾃﾗ：4本)、ｶｰﾙPCﾌﾟﾗｸﾞ4本		394091		(曽我)投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 付属部品ｾｯﾄ(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･PCﾌﾟﾗｸﾞ)		47				3800

平野 勝矢: 現在の価格　要確認				

磯村 典子: 寺島 典子:
2018/11/01修正済
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平野 勝矢: P-1修正済		

平野 勝矢: P-1修正済		

寺島 典子: 【誤】￥1,400（※樹脂ｶﾊﾞｰ価格加算忘れ）
【正】￥2,000（※樹脂ｶﾊﾞｰ価格加算 ＠300×2個+蓋1500）送料￥1,000 2018/3/14永瀬
★修正完了（販売価格：据え置き） 3/19寺島		500		500		1000				346		346		380		370		390		254		254

		⑪		3‐9411‐0		壁掛けﾎﾟｽﾄ 取付用ｽﾍﾟｰｻｰ トリツケ		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		5,500				(曽我)		394110		壁掛けﾎﾟｽﾄ 標準ｽﾍﾟｰｻｰ(ﾋﾞｽ付)		23		対象ﾎﾟｽﾄ：ｴﾋﾟ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ｸｰｾﾞ、ｳﾞｨｺWH タイショウ		対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ｴﾋﾟ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ｸｰｾﾞ、ｳﾞｨｺWH
※ﾃﾗ：ｽﾍﾟｰｻｰは同じだがﾋﾞｽ袋が違う
※ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ：取付用ｽﾍﾟｰｻｰは付属なし タイショウ ソガ トリツ ヨウ フゾク		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ						394111		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 標準ｽﾍﾟｰｻｰ(ﾋﾞｽ付)		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 取付用ｽﾍﾟｰｻｰ		29				5500		1200		1200		1000				347		347		382		372		392		256		256

		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		①		3‐9465‐0		ﾗﾃｨｺ 投函蓋（固定ﾋﾟﾝ･ﾅｯﾄ付) コテイ ツキ				6,500				(高岡)		394650		ﾗﾃｨｺ 投函口蓋		27										取付ねじ【小ねじﾄﾗｽ M4L10､ﾅｲﾛﾝﾜｯｼｬｰ､UﾅｯﾄM4】		394651		(高岡)ﾗﾃｨｺ 投函口蓋		(高岡)ﾗﾃｨｺ 投函蓋（固定ﾋﾟﾝ･ﾅｯﾄ付)		33				6500		1600		1600		1000				348		348		321		315		327		323		321

		②		3‐9466‐0		ﾗﾃｨｺ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ				3,000				(高岡)		394660		ﾗﾃｨｺ 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		19												394661		(高岡)ﾗﾃｨｺ 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(高岡)ﾗﾃｨｺ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		25				3000		200		200		1000				349		349		322		316		328		324		322

		③		3‐9468‐0		ﾗﾃｨｺ 取出扉typeA/B共通(軸棒付、錠なし) トビラ キョウツウ ジク ボウ ツキ				7,300				(高岡)		394680		ﾗﾃｨｺ 取出口蓋typeB(錠なし)		38				○左右共通　取付場所に合わせて左右変更できる。（ｶﾀﾛｸﾞ記載あり、取説に変更方法あり） サユウ キョウツウ トリツケ バショ ア サユウ ヘンコウ キサイ アリ トリセツ トリセツ ヘンコウ ホウホウ						取出口L字ﾊﾟﾈﾙ / ﾎﾟﾘｶﾜｯｼｬｰ2個 / ﾊﾞﾝﾎﾟﾝ材 / 取出口軸 ジ		394681		(高岡)ﾗﾃｨｺ 取出口蓋typeB(錠なし)		(高岡)ﾗﾃｨｺ 取出扉typeA/B共通(軸棒付、錠なし)		44				7300		1900		1900		1000				350		350		323		317		330		326		324

		④		3‐9469‐0		ﾗﾃｨｺ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 typeA/B共通 キョウツウ				5,500				(高岡)		394690		ﾗﾃｨｺ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠		35				○左右共通　取付場所に合わせて左右変更できる。（取説に変更方法あり：ﾋﾞｽ外して止金の向き逆にするだけ） サユウ キョウツウ トリツケ バショ ア サユウ ヘンコウ ハズ トメガネ ム ギャク						●番号設定ﾋﾟﾝ：使用なし（取説：“画鋲などのﾋﾟﾝ”使用）
○左右なし 扉にあわせ左右変更できる。（取説に変更方法あり） 2019.01寺島
※ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠のうち「ﾓﾙﾄ・ﾗﾃﾞｨ･ｳﾞｨﾙｸ(曽我)」は2018/7/2仕様変更。「ﾗﾃｨｺ」は仕様変更なし。
※止金： 現状は止金付 バンゴウ セッテイ シヨウ トリセツ ガビョウ シヨウ サユウ トビラ サユウ ヘンコウ トリセツ ヘンコウ ホウホウ テラシマ ソガ トメガネ ゲンジョウ トメガネ ツキ		394691		(高岡)ﾗﾃｨｺ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠		(高岡)ﾗﾃｨｺ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 typeA/B共通		41		「L322」削除（新旧なく区別必要ない） サクジョ シンキュウ クベツ ヒツヨウ		5500		1200		1200		1000				351		351		324		318		331		327		325

		⑤		3‐9470‐0		ﾗﾃｨｺ 本体L字ﾊﾟﾈﾙ ジ		色をご指定ください。 イロ シテイ		15,800				(高岡)		394700		ﾗﾃｨｺ 本体化粧ﾊﾟﾈﾙ		16		色確認 イロ カクニン				※化粧ﾊﾟﾈﾙ→L字ﾊﾟﾈﾙ（ｶﾀﾛｸﾞ表記） ケショウ ジ ヒョウキ				ﾊﾟﾈﾙにｽﾀｯﾄﾞ付。ｽﾍﾟｰｻｰ4個、ﾌﾗﾝｼﾞﾅｯﾄM5 4個付属 ツキ コ コ フゾク		394701		(高岡)ﾗﾃｨｺ 本体化粧ﾊﾟﾈﾙ		(高岡)ﾗﾃｨｺ 本体L字ﾊﾟﾈﾙ ジ		22				15800		5300		5300		1000				352		352		325		319		332		329		327

		⑥		3‐9471‐0		ﾗﾃｨｺ 本体L字ﾊﾟﾈﾙ用補修塗料 ホンタイ		色をご指定ください。 イロ シテイ		5,000				(高岡)		394710		ﾗﾃｨｺ 化粧ﾊﾟﾈﾙ補修塗料		26		色確認 イロ カクニン				※化粧ﾊﾟﾈﾙ→L字ﾊﾟﾈﾙ（ｶﾀﾛｸﾞ表記） ケショウ ジ ヒョウキ				補修塗料  (ｱﾙﾐｼﾙﾊﾞｰ･ﾌﾟﾗﾑﾚｯﾄﾞ･ﾁｮｺﾌﾞﾗｳﾝ･ｼｰｶﾞﾙﾍﾞｰｼﾞｭ)		394711		(高岡)ﾗﾃｨｺ 化粧ﾊﾟﾈﾙ補修塗料		(高岡)ﾗﾃｨｺ 本体L字ﾊﾟﾈﾙ用補修塗料 ホンタイ		32				5000		1000		1000		1000				353		353		326		320		333		330		328

		⑦		3‐9472‐0		ﾗﾃｨｺ 本体･投函蓋用補修塗料				5,000				(高岡)		394720		ﾗﾃｨｺ 本体･投函口蓋補修塗料		26										補修塗料  (乳白色)		394721		(高岡)ﾗﾃｨｺ 本体･投函口蓋補修塗料		(高岡)ﾗﾃｨｺ 本体･投函蓋用補修塗料		32				5000		1000		1000		1000				354		354		327		321		334		331		329

		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		①		3‐9282‐0		ﾘｰﾀﾞｻｽﾚｻﾞｰ後出 投函ﾌﾗｯﾌﾟ（口金付） トウカン クチガネ ツキ		色をご指定ください。 イロ シテイ		18,800				(ｺｰﾜ)		392820		ﾘｰﾀﾞｻｽﾚｻﾞｰ後出 投函口蓋		34		色確認 イロ カクニン				2019ｶﾀﾛｸﾞ表記変更（投函口蓋→ﾌﾗｯﾌﾟ）※部品は敢えて「投函」付
（ｸﾃｨ、ﾙｰｼﾞｭ、ｸﾞﾗﾌｨｱ、ﾘｰﾀﾞｻｽ、ｵｽﾄ、ｱﾝﾃ） ヒョウキ ヘンコウ トウカン グチ フタ		※削除：後出（ｻｽﾚｻﾞｰは後出のみ） サクジョ ウシロ ウシロ ダシ		※ﾌﾗｯﾌﾟのみ交換：口金ごと外してからであれば交換可能		392821		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞｻｽﾚｻﾞｰ後出 投函口蓋		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞｻｽﾚｻﾞｰ後出 投函ﾌﾗｯﾌﾟ（口金付）		39				18800		6500		6500		1000				355		355		328		322		335		107		107

		②		3‐9283‐0		ﾘｰﾀﾞｻｽﾚｻﾞｰ/ﾑﾝﾄ後出 取出扉(錠なし) 右 トビラ		購入時期をご確認ください。 コウニュウ ジキ カクニン		12,300				(ｺｰﾜ)		392830		ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ/ｻｽﾚｻﾞｰ後出 取出口蓋(錠なし) 右開		36				★新旧あり（2015.11変更）
（※互換性有無不明）
（旧：ｳｴｽﾄ付/新：ｱﾙﾌｧ付） シンキュウ ヘンコウ キュウ ツキ シン ツキ						軸芯：上下金具に溶接｡
ｽﾄｯﾊﾟｰ､下部金具付		392831		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ/ｻｽﾚｻﾞｰ後出 取出口蓋(錠なし) 右開		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞｻｽﾚｻﾞｰ/ﾑﾝﾄ後出 取出扉(錠なし) 右		41				12300		3900		3900		1000				356		356		329		323		336		108		108

		③		3‐9284‐0		ﾘｰﾀﾞｻｽﾚｻﾞｰ/ﾑﾝﾄ後出 取出扉(錠なし) 左 トビラ		購入時期をご確認ください。 コウニュウ ジキ カクニン		12,300				(ｺｰﾜ)		392840		ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ/ｻｽﾚｻﾞｰ後出 取出口蓋(錠なし) 左開		36				★新旧あり（2015.11変更）
（※互換性有無不明）
（旧：ｳｴｽﾄ付/新：ｱﾙﾌｧ付） シンキュウ ヘンコウ キュウ ツキ シン ツキ						軸芯：上下金具に溶接｡
ｽﾄｯﾊﾟｰ､下部金具付		392841		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ/ｻｽﾚｻﾞｰ後出 取出口蓋(錠なし) 左開		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞｻｽﾚｻﾞｰ/ﾑﾝﾄ後出 取出扉(錠なし) 左		41				12300		3900		3900		1000				357		357		330		324		337		109		109

		④		3‐9285‐0		ﾘｰﾀﾞｻｽﾚｻﾞｰ/ﾑﾝﾄ後出 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 下 シキ				5,800				(ｺｰﾜ)		392850		ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ/ｻｽﾚｻﾞｰ後出 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧD シキ		43				※R/LでなくでDで正しい
（ﾌｯｸが上にあり「D」） タダ								392851		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ/ｻｽﾚｻﾞｰ後出 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧD シキ		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞｻｽﾚｻﾞｰ/ﾑﾝﾄ後出 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 下		48				5800		1500		1500		800		0		358		358		331		325		338		110		110

		⑤		3‐9487‐0		ｺﾗｰﾅ/ﾘｰﾀﾞ後出 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 下		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		5,000				(ｺｰﾜ)		394870		ｺﾗｰﾅ/ﾘｰﾀﾞ後出 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄD		41				※R/LでなくでDで正しい
（ﾌｯｸが上にあり「D」） タダ		変更：「LRDU」→「左右下上」
（「上下左右」表記に統一、「「LRDU」より「左右下上」が分かり易い、ため変更） ヘンコウ ヒダリ ミギ シタ ウエ ジョウゲ サユウ ヒョウキ トウイツ ワ ヤス ヘンコウ		※現在は「社内：社外＝１：１」のみのため、専用ｺｰﾄﾞ追加登録中止 ゲンザイ シャナイ シャガイ センヨウ ツイカ トウロク チュウシ		〃		394871		(ｺｰﾜ)ｺﾗｰﾅ/ﾘｰﾀﾞ後出 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 下		(ｺｰﾜ)ｺﾗｰﾅ/ﾘｰﾀﾞ後出 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 下 シタ		46				5000		650		650
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		⑥		3‐9280‐0		ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ 投函扉(ﾏｸﾞﾈｯﾄ付) 左 トビラ ヒダリ		色をご指定ください。 イロ シテイ		10,500				(ｺｰﾜ)		392800		ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ前出/後出 投函口蓋(ﾏｸﾞﾈｯﾄ付)		27		色確認 イロ カクニン		後出/前出 共通 ウシロ マエ キョウツウ				※2/14修正：「後出」削除、右→左（併せて8-9281廃番）
※削除：左（左右ない） シュウセイ ウシロ サクジョ ミギ ヒダリ アワ ハイバン サクジョ ヒダリ サユウ		軸芯：上下金具に溶接
ｽﾄｯﾊﾟｰ､下部金具付		392801		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ前出/後出 投函口蓋(ﾏｸﾞﾈｯﾄ付)		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ後出 投函扉(ﾏｸﾞﾈｯﾄ付) 右		36				9400		2750		3200		1000		0		360		361		334		327		340		112		112

		⑦		3‐9288‐0		ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ 投函扉ｽﾄｯﾊﾟｰ(下部金具付) トウカン トビラ シタ ブ カナグ ツキ				3,000				(ｺｰﾜ)		392880		ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ 投函口蓋ｽﾄｯﾊﾟｰ		32				後出/前出 共通 ウシロ マエ キョウツウ						ﾜｯｼｬｰ付		392881		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ 投函口蓋ｽﾄｯﾊﾟｰ		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ 投函扉ｽﾄｯﾊﾟｰ(下部金具付)		37				2400		150		400		800				361		-		336		329		344		115		115

		⑧		3‐9289‐0		ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ 投函扉｢MAILBOX｣ﾌﾟﾚｰﾄ トビラ				3,300				(ｺｰﾜ)		392890		ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ 投函口蓋｢MAILBOX｣ﾌﾟﾚｰﾄ		28				後出/前出 共通 ウシロ マエ キョウツウ								392891		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ 投函口蓋｢MAILBOX｣ﾌﾟﾚｰﾄ		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ 投函扉｢MAILBOX｣ﾌﾟﾚｰﾄ		33				3300		500		500		800				362		-		337		330		345		116		116

		⑨		3‐9290‐0		ﾘｰﾀﾞｻｽﾚｻﾞｰ/ﾑﾝﾄ ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ				4,000				(ｺｰﾜ)		392900		ﾘｰﾀﾞ ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ(前出･後出･ｻｽﾚｻﾞｰ共通)		23				後出/前出 共通 ウシロ マエ キョウツウ								392901		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞ ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ(前出･後出･ｻｽﾚｻﾞｰ共通)		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞｻｽﾚｻﾞｰ/ﾑﾝﾄ ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ		28				4000		600		600		1000				363		-		338		331		346		119		119

		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		①		3‐9280‐0		ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ 投函扉(ﾏｸﾞﾈｯﾄ付) 左 トビラ ヒダリ		色をご指定ください。 イロ シテイ		10,500				(ｺｰﾜ)		392800		ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ前出/後出 投函口蓋(ﾏｸﾞﾈｯﾄ付)		27		色確認 イロ カクニン		後出/前出 共通 ウシロ マエ キョウツウ				※2/14修正：「後出」削除、右→左（併せて8-9281廃番）
※削除：左（左右ない） シュウセイ ウシロ サクジョ ミギ ヒダリ アワ ハイバン サクジョ ヒダリ サユウ		軸芯：上下金具に溶接
ｽﾄｯﾊﾟｰ､下部金具付		392801		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ前出/後出 投函口蓋(ﾏｸﾞﾈｯﾄ付)		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ後出 投函扉(ﾏｸﾞﾈｯﾄ付) 右		36				9400		2750		3200		1000		0		364		-		334		327		340		112		112

		②		3‐9287‐0		ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ前出 ｶﾑﾛｯｸ式縦長ﾀﾞｲﾔﾙ錠				5,800				(ｺｰﾜ)		392870		ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ前出 ｶﾑﾛｯｸ式縦長ﾀﾞｲﾔﾙ錠		30				○上下左右なし（扉：左右なし） ジョウゲ サユウ トビラ サユウ						専用ﾍﾞﾛｳ付（ﾘｰﾀﾞ、ﾊﾟﾄﾞﾗ、ｸﾞﾘｰﾄﾞ共通） キョウツウ		392871		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ前出 ｶﾑﾛｯｸ式縦長ﾀﾞｲﾔﾙ錠		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ前出 ｶﾑﾛｯｸ式縦長ﾀﾞｲﾔﾙ錠		35				5800		1500		1500		800				365		360		333		326		339		118		118

		③		3‐9288‐0		ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ 投函扉ｽﾄｯﾊﾟｰ(下部金具付) トウカン トビラ シタ ブ カナグ ツキ				3,000				(ｺｰﾜ)		392880		ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ 投函口蓋ｽﾄｯﾊﾟｰ		32				後出/前出 共通 ウシロ マエ キョウツウ						ﾜｯｼｬｰ付		392881		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ 投函口蓋ｽﾄｯﾊﾟｰ		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ 投函扉ｽﾄｯﾊﾟｰ(下部金具付)		37				2400		150		400		800				366		363		336		329		344		115		115

		④		3‐9289‐0		ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ 投函扉｢MAILBOX｣ﾌﾟﾚｰﾄ トビラ				3,300				(ｺｰﾜ)		392890		ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ 投函口蓋｢MAILBOX｣ﾌﾟﾚｰﾄ		28				後出/前出 共通 ウシロ マエ キョウツウ								392891		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ 投函口蓋｢MAILBOX｣ﾌﾟﾚｰﾄ		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ 投函扉｢MAILBOX｣ﾌﾟﾚｰﾄ		33				3300		500		500		800				367		364		337		330		345		116		116

		⑤		3‐9290‐0		ﾘｰﾀﾞｻｽﾚｻﾞｰ/ﾑﾝﾄ ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ				4,000				(ｺｰﾜ)		392900		ﾘｰﾀﾞ ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ(前出･後出･ｻｽﾚｻﾞｰ共通)		23				後出/前出 共通 ウシロ マエ キョウツウ								392901		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞ ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ(前出･後出･ｻｽﾚｻﾞｰ共通)		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞｻｽﾚｻﾞｰ/ﾑﾝﾄ ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ		28				4000		600		600		1000				368		365		338		331		346		119		119

		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		①		3‐9254‐0		ﾙｰｼﾞｭﾏｶﾗ 投函蓋(口金付)		色をご指定ください。 イロ シテイ		19,800				(ｺｰﾜ)		392540		ﾙｰｼﾞｭﾏｶﾗ 投函口蓋(口金付)		23		色確認 イロ カクニン						※ﾙｰｼﾞｭ・ｺﾗｰﾅのみ口金を含んだｺｰﾄﾞ作成 フク		M4ﾌﾗﾝｼﾞ付袋ﾅｯﾄ 3ｹ
※ﾍﾞｰｽ部(口金)に化粧蓋を圧入しているため､蓋のみでの交換は難しい｡ フタ		392541		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭﾏｶﾗ 投函口蓋(口金付)		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭﾏｶﾗ 投函蓋(口金付)		28				19800		6900		6900		1000				369		366		339		332		347		77		77

		②		3‐9255‐0		ﾙｰｼﾞｭﾑﾝﾄ 投函蓋(口金付)		色をご指定ください。 イロ シテイ		15,500				(ｺｰﾜ)		392550		ﾙｰｼﾞｭﾑﾝﾄ 投函口蓋(口金付)		23		色確認 イロ カクニン						※ﾙｰｼﾞｭ・ｺﾗｰﾅのみ口金を含んだｺｰﾄﾞ作成 フク		M4ﾌﾗﾝｼﾞ付袋ﾅｯﾄ 3ｹ
※ﾍﾞｰｽ部(口金)に化粧蓋を圧入しているため､蓋のみでの交換は難しい｡ フタ		392551		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭﾑﾝﾄ 投函口蓋(口金付)		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭﾑﾝﾄ 投函蓋(口金付)		28				15500		5200		5200		1000				370		367		340		333		348		78		78

		③		3‐9256‐0		ﾙｰｼﾞｭｻｽｳｯﾃﾞｨ 投函ﾌﾗｯﾌﾟ(口金付) 木目仕様 トウカン		色をご指定ください。 イロ シテイ		16,800				(ｺｰﾜ)		392560		ﾙｰｼﾞｭｻｽｳｯﾃﾞｨ 投函口蓋/ﾌﾗｯﾌﾟ(口金付)木目仕様		39		色確認 イロ カクニン				2019ｶﾀﾛｸﾞ表記変更（投函口蓋→ﾌﾗｯﾌﾟ）※部品は敢えて「投函」付
（ｸﾃｨ、ﾙｰｼﾞｭ、ｸﾞﾗﾌｨｱ、ﾘｰﾀﾞｻｽ、ｵｽﾄ、ｱﾝﾃ） ヒョウキ ヘンコウ トウカン グチ フタ						392561		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭｻｽｳｯﾃﾞｨ 投函口蓋/ﾌﾗｯﾌﾟ(口金付)木目仕様		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭｻｽｳｯﾃﾞｨ 投函ﾌﾗｯﾌﾟ(口金付) 木目仕様		44				16800		5700		5700		1000				371		368		341		334		349		79		79

		④		3‐9257‐0		ﾙｰｼﾞｭｻｽｳｯﾃﾞｨ 投函ﾌﾗｯﾌﾟ(口金付) ﾍｱﾗｲﾝ仕様 トウカン				15,800				(ｺｰﾜ)		392570
(再利用) サイリヨウ		新　※11/1廃番済ｺｰﾄﾞを再利用 シン ハイ バン ズミ サイリヨウ		40						2019ｶﾀﾛｸﾞ表記変更（投函口蓋→ﾌﾗｯﾌﾟ）※部品は敢えて「投函」付
（ｸﾃｨ、ﾙｰｼﾞｭ、ｸﾞﾗﾌｨｱ、ﾘｰﾀﾞｻｽ、ｵｽﾄ、ｱﾝﾃ） ヒョウキ ヘンコウ トウカン グチ フタ		※11/1廃番済ｺｰﾄﾞ再利用
（売上実績なし、ｺｰﾄﾞが大幅に飛ぶのをさける、ため） ハイ バン ズミ サイリヨウ ウリアゲ ジッセキ オオハバ ト				392571		新 シン		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭｻｽｳｯﾃﾞｨ 投函ﾌﾗｯﾌﾟ(口金付) ﾍｱﾗｲﾝ仕様		45								5300		1000				372		369		342		335		350		80		80

		⑤		3‐9260‐0		ﾙｰｼﾞｭｸﾞﾛｽ/ﾘｰｶﾞ 投函ﾌﾗｯﾌﾟ(口金付) トウカン		※正面ﾊﾟﾈﾙは付属していません ショウメン フゾク		15,800				(ｺｰﾜ)		392600		ﾙｰｼﾞｭｸﾞﾛｽ/ﾘｰｶﾞ 投函口蓋/ﾌﾗｯﾌﾟ(口金付)		32		※ｱｸﾘﾙﾊﾟﾈﾙは付いていない（必要な場合は別途購入） ベット		※正面ﾊﾟﾈﾙ：付属なし（必要な場合は別途購入） ショウメン フゾク ベット		2019ｶﾀﾛｸﾞ表記変更（投函口蓋→ﾌﾗｯﾌﾟ）※部品は敢えて「投函」付
（ｸﾃｨ、ﾙｰｼﾞｭ、ｸﾞﾗﾌｨｱ、ﾘｰﾀﾞｻｽ、ｵｽﾄ、ｱﾝﾃ） ヒョウキ ヘンコウ トウカン グチ フタ						392601		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭｸﾞﾛｽ/ﾘｰｶﾞ 投函口蓋/ﾌﾗｯﾌﾟ(口金付)		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭｸﾞﾛｽ/ﾘｰｶﾞ 投函ﾌﾗｯﾌﾟ(口金付)		37				13800		4500		5300		1000				373		370		343		336		353		85		85

		⑥		3‐9259‐0		ﾙｰｼﾞｭｸﾞﾛｽ/ﾘｰｶﾞ 正面ﾊﾟﾈﾙ(化粧ﾋﾞｽ×4付) ケショウ ツキ		色をご指定ください。 イロ シテイ		11,500				(ｺｰﾜ)		392590		ﾙｰｼﾞｭｸﾞﾛｽ/ﾘｰｶﾞ 投函口正面ﾊﾟﾈﾙのみ		37		色確認 イロ カクニン								取付ﾋﾞｽ（化粧ﾋﾞｽ）：ｽﾍﾟｰｻｰ 4ｹ､ﾎﾟｲﾝﾄﾋﾞｽ 4ｹ ケショウ		392591		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭｸﾞﾛｽ/ﾘｰｶﾞ 投函口正面ﾊﾟﾈﾙのみ		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭｸﾞﾛｽ/ﾘｰｶﾞ 正面ﾊﾟﾈﾙ(化粧ﾋﾞｽ×4付)		42				11500		3600		3600		1000				374		371		344		337		354		83		83

		⑦		3‐9261‐0		ﾙｰｼﾞｭｸﾞﾛｽ/ﾘｰｶﾞ 正面ﾊﾟﾈﾙ用 化粧ﾋﾞｽ(×4) ケショウ				4,500				(ｺｰﾜ)		392610		ﾙｰｼﾞｭｸﾞﾛｽ/ﾘｰｶﾞ 正面ﾊﾟﾈﾙ取付ﾋﾞｽ(1ｹ)		38								※化粧ﾋﾞｽは他で購入できない、他ｺｰﾄﾞとﾄﾗﾌﾞﾙない、事より、ﾋﾞｽ単品ｺｰﾄは取り敢えず残す。（保持機能の単品ｺｰﾄﾞ同様）
※「用」+半角ｽﾍﾟｰｽ（見易く） ヨウ ハンカク ミヤス		取付ﾋﾞｽ：ｽﾍﾟｰｻｰ 4ｹ､ﾎﾟｲﾝﾄﾋﾞｽ 4ｹ		392611		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭｸﾞﾛｽ/ﾘｰｶﾞ 正面ﾊﾟﾈﾙ取付ﾋﾞｽ(1ｹ)		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭｸﾞﾛｽ/ﾘｰｶﾞ 正面ﾊﾟﾈﾙ用 化粧ﾋﾞｽ(×4)		43				2700		250		1000		800				375		372		345		338		355		84		84

		⑧		3‐9262‐0		ﾙｰｼﾞｭ 取出扉（保持機能付･蝶番付、錠なし) トビラ		購入時期をご確認ください。 コウニュウ ジキ カクニン		11,000				(ｺｰﾜ)		392620		ﾙｰｼﾞｭ 取出口蓋（保持機能付・蝶番付、錠なし）		40		購入時期確認 コウニュウジキ カクニン		★新旧あり（2015.11変更）
（※互換性有無不明）
（旧：ｳｴｽﾄ付/新：ｱﾙﾌｧ付） シンキュウ ヘンコウ キュウ ツキ シン ツキ				保持機能（ﾙｰｼﾞｭ、ﾍﾞﾘｴ、ｲｵｽ）
既に社内外ともに呼び名定着している。ｶﾀﾛｸﾞに表記ない。（今後、ｶﾀﾛｸﾞ表記されたら合わせる）				392621		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭ 取出口蓋(蝶番付､錠なし)		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭ 取出扉（保持機能付･蝶番付、錠なし)		45				11000		3400		3400		1000				376		373		346		339		356		86		86

		⑨		3‐9263‐0		ﾙｰｼﾞｭ 取出扉用保持機能 トビラ				3,700				(ｺｰﾜ)		392630		ﾙｰｼﾞｭ 取出口蓋用保持機能 トリダシグチ フタ ヨウ ホジ キノウ		22				※⑨「取出口蓋」ｺｰﾄﾞは“保持機能付”（⑩「保持機能」単品の別手配は不要） トリダ クチ フタ ホジ キノウ ツ ホジ キノウ タンピン ベツ テハイ フヨウ				　〃		取付ﾋﾞｽ：M4ﾅﾍﾞ L=12 2ｹ		392631		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭ 取出口蓋保持機能		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭ 取出扉用保持機能		27				3700		650		650		800				377		374		347		340		357		87		87

		⑩		3‐9264‐0		ﾙｰｼﾞｭ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 上				5,800				(ｺｰﾜ)		392640		ﾙｰｼﾞｭ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧU		30												392641		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧU		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 上		35				3800		1500		1500		800				378		375		348		341		358		88		88

		⑪		3‐9488‐0		ﾙｰｼﾞｭ/ﾍﾞﾘｴ/ｸﾃｨ1B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 上		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		5,000				(ｺｰﾜ)		394880		ﾙｰｼﾞｭ/ﾍﾞﾘｴ/ｸﾃｨ1B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄU		44						変更：「LRDU」→「左右下上」
（「上下左右」表記に統一、「「LRDU」より「左右下上」が分かり易い、ため変更） ヘンコウ ヒダリ ミギ シタ ウエ ジョウゲ サユウ ヒョウキ トウイツ ワ ヤス ヘンコウ		※現在は「社内：社外＝１：１」のみのため、専用ｺｰﾄﾞ追加登録中止 ゲンザイ シャナイ シャガイ センヨウ ツイカ トウロク チュウシ		〃		394881		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭ/ﾍﾞﾘｴ/ｸﾃｨ1B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 上		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭ/ﾍﾞﾘｴ/ｸﾃｨ1B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 上 ウエ		49				5000		650		650

平野 勝矢: 在庫するかどうか		

平野 勝矢: 前　後　価格確認		

平野 勝矢: 送料要確認		

平野 勝矢: 在庫するかどうか		800

平野 勝矢: 送料要確認		

平野 勝矢: 前　後　価格確認		

平野 勝矢: 送料要確認				379		376		349		-		-

		⑫		3‐9265‐0		ﾙｰｼﾞｭ 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(10桁) ﾀｼﾞﾏ(ﾀﾃ)				5,800				(ｺｰﾜ)		392650		ﾙｰｼﾞｭ 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(10桁) ﾀｼﾞﾏ(ﾀﾃ)		34												392651		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭ 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(10桁) ﾀｼﾞﾏ(ﾀﾃ)		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭ 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(10桁) ﾀｼﾞﾏ(ﾀﾃ)		39				5800		1500		1500		800				380		377		350		342		359		89		89

		⑬		3-96390-		ﾙｰｼﾞｭ 05用ﾗｽｼｰﾄ ヨウ				2,400

		⑭		3-96400-		ﾙｰｼﾞｭ 05用ｽﾍﾟｰｻｰ(ﾗｽｼｰﾄ付) ヨウ ツキ				6,300

		⑮		3-96410-		ﾙｰｼﾞｭ 15用ｽﾍﾟｰｻｰ ヨウ				6,300

		⑯		3-96420-		ﾙｰｼﾞｭ ｽﾉｺｾｯﾄ				4,500

		⑰		3-97190-		ﾙｰｼﾞｭﾀﾞﾝﾎﾞ 投函蓋 (口金･取っ手付) トウカン フタ クチガネ ト テ ツ		色をご指定ください。 イロ シテイ		15,500

		⑱		3‐9720‐0		ﾙｰｼﾞｭﾀﾞﾝﾎﾞ 投函蓋用取っ手 (ﾋﾞｽ付) トウカン フタ ヨウ ト テ ツ				4,200

		⑲		3‐9721‐0		ﾙｰｼﾞｭﾏｶﾗ 投函蓋用取っ手 (ﾋﾞｽ付)		取っ手ﾃﾞｻﾞｲﾝ（A,B,C)をご確認ください。
※ﾃﾞｻﾞｲﾝの変更は出来ません。 ト テ カクニン ヘンコウ デキ		4,300

		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		①		3‐9239‐0		ﾙｰｾﾝﾄ 投函蓋(軸棒付) ジク ボウ ツキ		色をご指定ください。 イロ シテイ		10,800				(ｺｰﾜ)		392390		ﾙｰｾﾝﾄ 投函口蓋		20		色確認 イロ カクニン								軸ﾋﾟﾝ(ﾛｯﾄﾞ棒φ3*312㎜)付		392391		(ｺｰﾜ)ﾙｰｾﾝﾄ 投函口蓋		(ｺｰﾜ)ﾙｰｾﾝﾄ 投函蓋(軸棒付)		25				10500		3200		3300		1000				381		378		351		343		361		57		57

		②		3‐9238‐0		ﾙｰｾﾝﾄ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ				2,500				(ｺｰﾜ)		392380		ﾙｰｾﾝﾄ 投函口蓋ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		20												392381		(ｺｰﾜ)ﾙｰｾﾝﾄ 投函口蓋ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(ｺｰﾜ)ﾙｰｾﾝﾄ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		25				2500		200		200		800				382		379		352		344		362		56		56

		③		3‐9240‐0		ﾙｰｾﾝﾄ 取出扉(蝶番付) トビラ		色をご指定ください。 イロ シテイ		18,800				(ｺｰﾜ)		392400		ﾙｰｾﾝﾄ 取出口蓋(蝶番付)		20		色確認 イロ カクニン		●錠：蓋になし（本体に付く） ジョウ フタ ホンタイ ツ						取付ﾋﾞｽ：M4(D6)特皿L=8 6ｹ､M4ﾅｯﾄ 6ｹ､M4ﾜｯｼｬｰ 6ｹ､M4ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ 6ｹ		392401		(ｺｰﾜ)ﾙｰｾﾝﾄ 取出口蓋(蝶番付)		(ｺｰﾜ)ﾙｰｾﾝﾄ 取出扉(蝶番付)		25				18800		6500		6500		1000				383		380		353		345		363		58		58

		④		3‐9241‐0		ﾙｰｾﾝﾄ 取出扉用ﾏｸﾞﾈｯﾄ トビラ				3,300				(ｺｰﾜ)		392410		ﾙｰｾﾝﾄ 取出口蓋ﾏｸﾞﾈｯﾄ		20										取付ﾋﾞｽ：M3皿ﾋﾞｽL=10 2ｹ､M3ﾅｯﾄ 2ｹ､M3ﾜｯｼｬｰ 2ｹ､M3ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ 2ｹ		392411		(ｺｰﾜ)ﾙｰｾﾝﾄ 取出口蓋ﾏｸﾞﾈｯﾄ		(ｺｰﾜ)ﾙｰｾﾝﾄ 取出扉用ﾏｸﾞﾈｯﾄ		25				3300		500		500		800				384		381		354		346		364		59		59

		⑤		3‐9242‐0		ﾙｰｾﾝﾄ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付)  ヒョウジュン				5,800				(ｺｰﾜ)		392420		ﾙｰｾﾝﾄ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ2本付)		32				○上下左右なし（蓋：下方向のみ） ジョウゲ サユウ フタ シタ ホウコウ						止金付 トメガネ ツキ		392421		(ｺｰﾜ)ﾙｰｾﾝﾄ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ2本付)		(ｺｰﾜ)ﾙｰｾﾝﾄ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 		37				5800		1500		1500		800		0		385		382		355		347		365		60		60

		⑥		3‐9243‐0		ﾙｰｾﾝﾄ ｽﾍﾟｱｷｰ(×1)		鍵番号をご確認ください
例：Ｋ○○○ ※数字3桁（ｷｰに刻印やﾎﾟｽﾄ外側底面ｼｰﾙに表記があります） カギ バンゴウ カクニン コクイン ソトガワ シール ヒョウキ		3,900				(ｺｰﾜ)		392430		ﾙｰｾﾝﾄ ｽﾍﾟｱｷｰ(1本)		17		鍵NO.確認　Ｋ○○○ カギ カクニン		※在庫注意（殆どの鍵No.揃えているが、在庫ない場合は取寄せとなり納期2週間程度必要） ホトン トリヨ シュウカン ヒツヨウ								392431		(ｺｰﾜ)ﾙｰｾﾝﾄ ｽﾍﾟｱｷｰ(1本)		(ｺｰﾜ)ﾙｰｾﾝﾄ ｽﾍﾟｱｷｰ(×1)		22				3900		750		750		800				386		383		356		348		366		62		62

		⑦		3‐9244‐0		ﾙｰｾﾝﾄ 本体側面ﾎﾟﾘｶﾊﾟﾈﾙ		左右をご指定ください。 サユウ シテイ		6,300				(ｺｰﾜ)		392440		ﾙｰｾﾝﾄ 本体側面ﾎﾟﾘｶﾊﾟﾈﾙ(取付ﾋﾞｽ付)		22		○左右あり　※ご発注時、左右をご指定ください サユウ ハッチュウ ジ サユウ シテイ		■販売単位：1枚
○左右あり　（※「発注備考」「伝票備考」に左右を入力） ハンバイ タンイ マイ サユウ ハッチュウ ビコウ デンピョウ ビコウ サユウ ニュウリョク						ﾊﾟﾈﾙには左右があり｡1枚の価格｡		392441		(ｺｰﾜ)ﾙｰｾﾝﾄ 本体側面ﾎﾟﾘｶﾊﾟﾈﾙ(取付ﾋﾞｽ付)		(ｺｰﾜ)ﾙｰｾﾝﾄ 本体側面ﾎﾟﾘｶﾊﾟﾈﾙ		27				6300		1500		1500		1000				387		384		357		349		367		63		63

		⑧		3‐9245‐0		ﾙｰｾﾝﾄ 投函蓋･取出扉用補修塗料 トウカン トリダ トビラ		色をご指定ください。
※取出扉の取手部分は対応不可です イロ シテイ トリダ トビラ ト テ ブブン タイオウ フカ		3,300				(ｺｰﾜ)		392450		ﾙｰｾﾝﾄ 取出口蓋補修塗料		29		色確認 イロ カクニン		※取出扉のﾊﾝﾄﾞﾙ（取手）部分はこれと異なる。用意なし。 トリダ トビラ ト テ ブブン コト ヨウイ								392451		(ｺｰﾜ)ﾙｰｾﾝﾄ 取出口蓋補修塗料		(ｺｰﾜ)ﾙｰｾﾝﾄ 投函蓋･取出扉用補修塗料		34				3300		500		500		800				388		385		358		350		368		64		64

		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		①		3‐9480‐0		ﾚﾌｨﾅ 正面ﾊﾟﾈﾙ(ﾌﾗｯﾌﾟ付) ツキ		色をご指定ください。 イロ シテイ		14,300				(高岡)		394800		ﾚﾌｨﾅ 正面ﾊﾟﾈﾙ		22		色確認 イロ カクニン								取付ﾋﾞｽ【ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞﾈｼﾞM4L10  5本】		394801		(高岡)ﾚﾌｨﾅ 正面ﾊﾟﾈﾙ		(高岡)ﾚﾌｨﾅ 正面ﾊﾟﾈﾙ(ﾌﾗｯﾌﾟ付)		28				14300		4700		4700		1000				389		386		359		351		370		340		338

		②		3‐9481‐0		ﾚﾌｨﾅ 取出扉(軸棒付、錠なし) 右 トビラ ジク ボウ ツキ		購入時期をご確認ください。 コウニュウ ジキ カクニン		7,300				(高岡)		394810		ﾚﾌｨﾅ 取出口蓋(錠なし) 右開		30		購入時期確認、
○新旧あり ※互換性なし
　（旧蓋：ｳｴｽﾄ錠付、新蓋：ｱﾙﾌｧ錠付） コウニュウジキカクニン ゴカンセイ キュウ フタ ジョウ ヅ シン フタ ジョウ ツキ		○新旧あり （互換性なし）：2015.11変更（旧：ｳｴｽﾄ錠付→新：ｱﾙﾌｧ錠付）
※錠が変更になる場合『ﾗｯｼﾞｶﾞｰﾄﾞ（本体にﾈｼﾞ止してある錠ﾌｯｸ受け口）』も交換必要。（仕入400円（送料別）） ゴカンセイ ヘンコウ キュウ ジョウ ヅ シン ジョウ ツキ ジョウ ヘンコウ バアイ ホンタイ ド ジョウ ウ クチ コウカン ヒツヨウ シイレ エン ソウリョウ ベツ						取出口ﾊﾟﾈﾙ / ﾎﾟﾘｶﾜｯｼｬｰ2個 / ﾊﾞﾝﾎﾟﾝ材 / 取出口軸		394811		(高岡)ﾚﾌｨﾅ 取出口蓋(錠なし) 右開		(高岡)ﾚﾌｨﾅ 取出扉(軸棒付、錠なし) 右		36				7300		1900

寺島 典子: 【誤】1900円（杉江様確認間違い？）
【正】1850円
2018.1.6 高岡ｹﾞｰｼﾞ林様ﾒｰﾙより
3/19修正完了（販売価格据え置き） 寺島		1900		1000				390		387		360		352		371		341		339

		③		3‐9482‐0		ﾚﾌｨﾅ 取出扉(軸棒付、錠なし) 左 トビラ ジク ボウ ツキ		購入時期をご確認ください。 コウニュウ ジキ カクニン		7,300				(高岡)		394820		ﾚﾌｨﾅ 取出口蓋(錠なし) 左開		30		○新旧あり ※互換性なし
　（旧蓋：ｳｴｽﾄ錠付、新蓋：ｱﾙﾌｧ錠付） ゴカンセイ キュウ フタ ジョウ ヅ シン フタ ジョウ ツキ		○新旧あり （互換性なし）：2015.11変更（旧：ｳｴｽﾄ錠付→新：ｱﾙﾌｧ錠付）
※錠が変更になる場合『ﾗｯｼﾞｶﾞｰﾄﾞ（本体にﾈｼﾞ止してある錠ﾌｯｸ受け口）』も交換必要。（仕入400円（送料別）） ゴカンセイ ヘンコウ キュウ ジョウ ヅ シン ジョウ ツキ ジョウ ヘンコウ バアイ ホンタイ ド ジョウ ウ クチ コウカン ヒツヨウ シイレ エン ソウリョウ ベツ						取出口ﾊﾟﾈﾙ / ﾎﾟﾘｶﾜｯｼｬｰ2個 / ﾊﾞﾝﾎﾟﾝ材 / 取出口軸		394821		(高岡)ﾚﾌｨﾅ 取出口蓋(錠なし) 左開		(高岡)ﾚﾌｨﾅ 取出扉(軸棒付、錠なし) 左		36				7300		1900

寺島 典子: 【誤】1900円（杉江様確認間違い？）
【正】1850円
2018.1.6 高岡ｹﾞｰｼﾞ林様ﾒｰﾙより
3/19修正完了（販売価格据え置き） 寺島		

平野 勝矢: 現在の価格　要確認				1900		1000				391		388		361		353		372		342		340

		④		3‐9539‐0		ﾚﾌｨﾅ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 右				5,100				(高岡)		395390		新　追加 シン ツイカ		29						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ										(高岡)ﾚﾌｨﾅ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 右		35				5100		1010		1010		1000		0		392		389		362		354		374		344		342

		⑤		3‐9540‐0		ﾚﾌｨﾅ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 左				5,100				(高岡)		395400		新 12/25ｺｰﾄﾞ番号追加 シン バンゴウ ツイカ		29						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ										(高岡)ﾚﾌｨﾅ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 左		35								1010		1000		0		393		390		363		355		375		345		343

		⑥		3‐9486‐0		ｱﾝﾃ/ﾚﾌｨﾅ/ｸﾃｨ2B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 右		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		5,000				(ｺｰﾜ)		394860		ｱﾝﾃ/ﾚﾌｨﾅ/ｸﾃｨ2B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄR		42				“「ｱﾙﾌｧ錠」「ｳｴｽﾄ錠」同価格で良いのでは？（確認案内の工数削減できる）”希望あり。寺島 ジョウ ジョウ オナ カカク ヨ カクニン アンナイ コウスウ サクゲン キボウ テラシマ		変更：「LRDU」→「左右下上」
（「上下左右」表記に統一、「「LRDU」より「左右下上」が分かり易い、ため変更） ヘンコウ ヒダリ ミギ シタ ウエ ジョウゲ サユウ ヒョウキ トウイツ ワ ヤス ヘンコウ		※現在は「社内：社外＝１：１」のみのため、専用ｺｰﾄﾞ追加登録中止 ゲンザイ シャナイ シャガイ センヨウ ツイカ トウロク チュウシ		〃		394861		(ｺｰﾜ)ｱﾝﾃ/ﾚﾌｨﾅ/ｸﾃｨ2B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 右		(ｺｰﾜ)ｱﾝﾃ/ﾚﾌｨﾅ/ｸﾃｨ2B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 右 ミギ		47				5000		650		650

平野 勝矢: 在庫するかどうか		800

平野 勝矢: 送料要確認				394		391		364		-		-

		⑦		3‐9485‐0		ｱﾝﾃ/ﾚﾌｨﾅ 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 左		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		5,000				(ｺｰﾜ)		394850		ｱﾝﾃ/ﾚﾌｨﾅ 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄL		36				●「回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠（12桁）」：共通ｺｰﾄﾞ
（ﾕﾆｿﾝ在庫品。管理上の必要性のため共通ｺｰﾄﾞ） カイテン シキ ジョウ ケタ キョウツウ ザイコ ヒン カンリ ジョウ タメ キョウツウ		変更：「LRDU」→「左右下上」
（「上下左右」表記に統一、「「LRDU」より「左右下上」が分かり易い、ため変更） ヘンコウ ヒダリ ミギ シタ ウエ ジョウゲ サユウ ヒョウキ トウイツ ワ ヤス ヘンコウ		※現在は「社内：社外＝１：１」のみのため、専用ｺｰﾄﾞ追加登録中止 ゲンザイ シャナイ シャガイ センヨウ ツイカ トウロク チュウシ		※在庫していませんが箱単位(132ｹ)で購入し､箱単位で販売する事は可能です｡		394851		(ｺｰﾜ)ｱﾝﾃ/ﾚﾌｨﾅ 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 左		(ｺｰﾜ)ｱﾝﾃ/ﾚﾌｨﾅ 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 左 ヒダリ		41				5000		650		650

平野 勝矢: 在庫するかどうか		800

平野 勝矢: 送料要確認		

平野 勝矢: 在庫するかどうか		

平野 勝矢: 送料要確認		

平野 勝矢: 在庫するかどうか		

平野 勝矢: 送料要確認		

寺島 典子: 送料800→1000 変更あり		

平野 勝矢: 現在の価格　要確認				

平野 勝矢: 在庫するかどうか		

平野 勝矢: 送料要確認		

平野 勝矢: 在庫するかどうか		

平野 勝矢: 送料要確認				395		392		365		-		-

		⑧		3‐9484‐0		ﾚﾌｨﾅ 本体･正面ﾊﾟﾈﾙ用補修塗料 ホンタイ ショウメン		色をご指定ください。 イロ シテイ		5,000				(高岡)		394840		ﾚﾌｨﾅ 補修塗料		28		色確認 イロ カクニン		本体：ｼﾙﾊﾞｰ
正面ﾊﾟﾈﾙ：ｼﾙﾊﾞｰ､ﾌﾞﾗｳﾝ､ﾌﾞﾗｯｸ､ｱｲﾎﾞﾘｰ､ﾍﾞｰｼﾞｭ、艶消しｼﾙﾊﾞｰ（門柱ｾｯﾄ専用）
缶入り（筆付属なし） ホンタイ ショウメン ツヤケ モンチュウ センヨウ カン イ フデ フゾク						補修塗料 正面ﾊﾟﾈﾙ(ｼﾙﾊﾞｰ･ﾌﾞﾗｳﾝ･ﾌﾞﾗｯｸ･ｱｲﾎﾞﾘｰ･ﾍﾞｰｼﾞｭ･艶消しｼﾙﾊﾞｰ)		394841		(高岡)ﾚﾌｨﾅ 補修塗料		(高岡)ﾚﾌｨﾅ 本体･正面ﾊﾟﾈﾙ用補修塗料		34				5000		1000		1000		1000		1		396		393		366		356		376		346		344

		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		①		3‐9432‐0		ﾛﾜｰﾙ400 投函蓋(蝶番付)				7,800				(勝原)		394320		ﾛﾜｰﾙ400 投函口蓋(蝶番付)		22										投函口蓋(蝶番･ｸｯｼｮﾝ付) M3十字穴付き皿小ﾈｼﾞ4個		394321		(勝原)ﾛﾜｰﾙ400 投函口蓋(蝶番付)		(勝原)ﾛﾜｰﾙ400 投函蓋(蝶番付)		28				7800		2450		2450		650				397		394		367		357		377		281		281

		②		3‐9433‐0		ﾛﾜｰﾙ450 投函蓋(蝶番付)				7,800				(勝原)		394330		ﾛﾜｰﾙ450 投函口蓋(蝶番付)		22										投函口蓋(蝶番･ｸｯｼｮﾝ付) M3十字穴付き皿小ﾈｼﾞ4個		394331		(勝原)ﾛﾜｰﾙ450 投函口蓋(蝶番付)		(勝原)ﾛﾜｰﾙ450 投函蓋(蝶番付)		28				7800		2450		2450		650				398		395		368		358		378		282		282

		③		3‐9434‐0		ﾛﾜｰﾙ400/450 投函蓋用ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ(×2)				2,400				(勝原)		394340		ﾛﾜｰﾙ400/450 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		33										ｴｱｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ2個		394341		(勝原)ﾛﾜｰﾙ400/450 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(勝原)ﾛﾜｰﾙ400/450 投函蓋用ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ(×2)		39				2400		300		300		650				399		396		369		359		379		283		283

		④		3‐9593‐0		ﾛﾜｰﾙ400 正面ﾊﾟﾈﾙ ショウメン		色をご指定ください。 イロ シテイ		21,700				(勝原)		395930		新　12/26追加 シン ツイカ		16		色確認 イロカクニン				※ｺｰﾄﾞ追加				「MAILBOX」のﾌﾟﾚｰﾄ付き正面ﾊﾟﾈﾙ、ﾀﾞﾝﾊﾟｰ2個、十字穴付ﾊﾞｲﾝﾄﾞ小ﾈｼﾞM3 4個  コ						(勝原)ﾛﾜｰﾙ400 正面ﾊﾟﾈﾙ カツハラ ショウメン		22								8000		650				400		397		370		360		380		284

		⑤		3‐9594‐0		ﾛﾜｰﾙ450 正面ﾊﾟﾈﾙ ショウメン		色をご指定ください。 イロ シテイ		21,700				(勝原)		395940		新　12/26追加 シン ツイカ		16		色確認 イロカクニン				※ｺｰﾄﾞ追加				「MAILBOX」のﾌﾟﾚｰﾄ付き正面ﾊﾟﾈﾙ、ﾀﾞﾝﾊﾟｰ2個、十字穴付ﾊﾞｲﾝﾄﾞ小ﾈｼﾞM3 4個  コ						(勝原)ﾛﾜｰﾙ450 正面ﾊﾟﾈﾙ カツハラ ショウメン		22								8000		650				401		398		371		361		381		285

		⑥		3‐9435‐0		ﾛﾜｰﾙ400 取出ﾎﾞｯｸｽ(錠付)				21,300				(勝原)		394350		ﾛﾜｰﾙ400 取出口ﾎﾞｯｸｽ(錠付)		23				※錠付：仕入先の管理上 ジョウ ツキ シイレ サキ カンリ ジョウ						ﾊﾟｯｷﾝ･取手･M4ﾅﾍﾞ小ﾈｼﾞ･ｸｯｼｮﾝ･ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ･M6ﾌﾗﾝｼﾞﾅｯﾄ･窓･両面ﾃｰﾌﾟ付。
設定ﾋﾟﾝ1個		394351		(勝原)ﾛﾜｰﾙ400 取出口ﾎﾞｯｸｽ(錠付)		(勝原)ﾛﾜｰﾙ400 取出ﾎﾞｯｸｽ(錠付)		29				21300		7850		7850		650				402		399		372		362		382		286		284

		⑦		3‐9436‐0		ﾛﾜｰﾙ450 取出ﾎﾞｯｸｽ(錠付)				21,300				(勝原)		394360		ﾛﾜｰﾙ450 取出口ﾎﾞｯｸｽ(錠付)		23				※錠付：仕入先の管理上 ジョウ ツキ シイレ サキ カンリ ジョウ						ﾊﾟｯｷﾝ･取手･M4ﾅﾍﾞ小ﾈｼﾞ･ｸｯｼｮﾝ･ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ･M6ﾌﾗﾝｼﾞﾅｯﾄ･窓･両面ﾃｰﾌﾟ付。
設定ﾋﾟﾝ1個		394361		(勝原)ﾛﾜｰﾙ450 取出口ﾎﾞｯｸｽ(錠付)		(勝原)ﾛﾜｰﾙ450 取出ﾎﾞｯｸｽ(錠付)		29				21300		7850		7850		650				403		400		373		363		383		287		285

		⑧		3‐9437‐0		ﾛﾜｰﾙ400/450 取出ﾎﾞｯｸｽ用引込ﾀﾞﾝﾊﾟｰ ヒ コ				4,200				(勝原)		394370		ﾛﾜｰﾙ400/450 取出口ﾎﾞｯｸｽ用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		33										引込ﾀﾞﾝﾊﾟｰﾕﾆｯﾄ1個 受座1個 M4皿小ﾈｼﾞ(L14)2個 M4皿小ﾈｼﾞ(L8)2個		394371		(勝原)ﾛﾜｰﾙ400/450 取出口ﾎﾞｯｸｽ用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(勝原)ﾛﾜｰﾙ400/450 取出ﾎﾞｯｸｽ用引込ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		39				4200		1000		1000		650				404		401		374		364		384		288		286

		⑨		3‐9438‐0		ﾛﾜｰﾙ400/450 ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠(設定ﾋﾟﾝ付) L322 セッテイ				4,900				(勝原)		394380		ﾛﾜｰﾙ400/450 ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠		46				●番号設定ﾋﾟﾝ付
○上下左右なし（蓋：引出ﾎﾞｯｸｽ） バンゴウ セッテイ ツ ジョウゲ ヒキダシ		※ｺｰﾄﾞ追加登録
ｳﾞｨﾙｸ・ﾓﾙﾄ・ﾗﾃﾞｨ：新L345
ｲｵｽ・ｺｼﾞｬｸ・ﾛﾜｰﾙ・ｵｽﾄ：L322
鍵区別のため品番入れる カギ クベツ ヒンバン イ				ﾊﾟｯｷﾝ1個		394381		(勝原)ﾛﾜｰﾙ400/450 ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠		(勝原)ﾛﾜｰﾙ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠(設定ﾋﾟﾝ付) L322		45		「400/450」削除（文字数超過）
「L322」削除（新旧なく区別必要ない）
※他ﾎﾟｽﾄで新L345あり。区別のため入れる。 サクジョ モジ スウ チョウカ サクジョ シンキュウ クベツ ヒツヨウ		4800		1250		1300		650		0		405		402		375		365		385		289		287

		⑩		3‐9439‐0		ﾛﾜｰﾙ400/450 ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠用 設定ﾋﾟﾝ セッテイ				1,700				(勝原)		394390		ﾛﾜｰﾙ400/450 ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠番号設定ﾋﾟﾝ		40				●錠（ﾋﾟﾝ付）、ﾋﾟﾝ（単体）：それぞれｺｰﾄﾞ有り ジョウ ツ タンタイ ア				※「用」+半角ｽﾍﾟｰｽ（見易く） ヨウ ハンカク				394391		(勝原)ﾛﾜｰﾙ400/450 ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠番号設定ﾋﾟﾝ		(勝原)ﾛﾜｰﾙ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠用 設定ﾋﾟﾝ		39				1700		20		20		650				406		403		376		366		386		291		289

		⑪		3‐9440‐0		ﾛﾜｰﾙ400/450 正面ﾊﾟﾈﾙ用補修塗料		色をご指定ください。 イロ シテイ		2,400				(勝原)		394400		ﾛﾜｰﾙ400/450 取出口正面ﾊﾟﾈﾙ用補修塗料		30		色確認 イロ カクニン								20ml容器(塗料入)1個 筆1個		394401		(勝原)ﾛﾜｰﾙ400/450 取出口正面ﾊﾟﾈﾙ用補修塗料		(勝原)ﾛﾜｰﾙ400/450 正面ﾊﾟﾈﾙ用補修塗料		36		「400/450」削除（文字数超過）
「L322」削除（L322、L345共通） サクジョ キョウツウ		2400		300		300		650				407		404		377		367		387		292		290
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39 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ（色変更）修正2.15

		　↓詳細情報一覧用↓ ショウサイ ジョウホウ イチラン ヨウ				2/15
変更点 ヘンコウテン		行順変更あり ギョウ ジュン ヘンコウ		共通ｺｰﾄﾞをﾎﾟｽﾄ毎に記載（ｺﾋﾟ追加分） キョウツウ マイ キサイ ツイカ ブン										【部品販売】 部品構成、価格表 ブヒン ハンバイ ブヒン コウセイ カカク ヒョウ		現 ゲン		4.1登録 トウロク						※品名変更は記載せず（細かすぎる） ヒンメイ ヘンコウ キサイ コマ								現 ゲン		2019.4.1変更 ヘンコウ		制限50 セイゲン				現 ゲン		現 ゲン		変更後 ヘンコウ アト				0自動 1手動 ジドウ シュドウ

						文字ｻｲｽﾞ12 モジ		文字ｻｲｽﾞ12 モジ		文字ｻｲｽﾞ11 モジ		文字ｻｲｽﾞ9 モジ		文字ｻｲｽﾞ11 モジ										制限50 セイゲン

		品群 ヒン グン		品名 ヒンメイ		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格				OEM先 サキ		品名ｺｰﾄﾞ		品名
※赤字：11/1修正箇所 アカジ シュウセイ カショ				山浦　記入しました ヤマウラ キニュウ		詳細情報一覧用メモ ショウサイ ジョウホウ イチラン ヨウ		品名情報 ヒンメイ ジョウホウ		管理者用メモ カンリシャヨウ		(仕入先記載)部品ｾｯﾄ内容 キサイ ナイヨウ		品名コード		品名　※赤字：11/1修正箇所 アカジ シュウセイ カショ		品名（社内）　※登録ﾃﾞｰﾀ シャナイ トウロク				社内品名 変更点 シャナイ ヒンメイ ヘンコウ テン		設計価格 セッケイ カカク		仕入価格 シイレ カカク		仕入価格 シイレ カカク		送料 ソウリョウ		web
EDI		2/14元 モト		2/12元 モト		2/7
元 モト		2/6
元 モト		2/5
元 モト		12/28元 モト		12/20元 モト

		ヴィコDB後出 ウシロ		後出 ウシロ ダシ		①		3‐9551‐0		ｳﾞｨｺDB 後出 郵便投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付) 右 ウシロ ダシ ユウビン トウカン フタ コテイ ツキ ミギ		色をご指定ください。 イロ シテイ		13,800				(曽我)		395510		ｳﾞｨｺDB 郵便投函蓋　後出し用 ユウビン トウカン フタ ウシ ダ ヨウ		42		色確認 イロ カクニン		ﾏｸﾞﾈｯﾄ：開いた状態で保持する
（後出：使用なし、前出：付） ヒラ ジョウタイ ホジ ウシロ ダシ シヨウ ダシ ： ツキ		ﾎﾟｽﾄ（有：60+80/100、無：120）
「60+80/100」削除（字数超過ｺｰﾄﾞあり統一） サクジョ ジスウ チョウカ トウイツ										(曽我)ｳﾞｨｺDB 後 郵便 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付) 右 ミギ		47		※優先①：「前出→前」or「後出→後」
※優先②：「郵便or宅配」+半角ｽﾍﾟｰｽ　優先 ユウセン マエ マエ ウシロ ノチ ユウセン ユウビン タクハイ ハンカク ユウセン						4500		1000		1		1		1		1		1		1		373		371

						②		3‐9552‐0		ｳﾞｨｺDB 後出 郵便投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付) 左 ウシロ ダシ ユウビン トウカン フタ		色をご指定ください。 イロ シテイ		13,800				(曽我)		395520		-		42		色確認 イロ カクニン		ﾏｸﾞﾈｯﾄ：開いた状態で保持する
（後出：使用なし、前出：付） ヒラ ジョウタイ ホジ ウシロ ダシ シヨウ ダシ ： ツキ				※この部品ない 12/20修正 ブヒン シュウセイ								(曽我)ｳﾞｨｺDB 後 郵便 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付) 左 ウシロ ユウビン トウカン フタ		47								4500		1000				2		2		2		2		2		374		372

						③		3‐9553‐0		ｳﾞｨｺDB 後出 郵便取出扉（錠なし） ウシロ ダシ ユウビン ト ダ トビラ ジョウ				10,800				(曽我)		395530		ｳﾞｨｺDB 郵便取出口蓋（錠なし） ユウビン ト ダ クチ フタ ジョウ		32				後出のみ ウシロ ダシ		ﾎﾟｽﾄ（有：60+80/100、無：120）
「60+80/100」削除（字数超過ｺｰﾄﾞあり統一） サクジョ ジスウ チョウカ トウイツ										(曽我)ｳﾞｨｺDB 後 郵便 取出扉（錠なし）		37								3300		1000				3		3		3		3		3		375		373

				60+80/100		④		3‐9554‐0		ｳﾞｨｺDB60+80/100 宅配外扉(蝶番付、印なし） 右 タクハイ ソト トビラ チョウバン ツキ ナシ		色をご指定ください。 イロ シテイ		30,000				(曽我)		395540		ｳﾞｨｺDB 宅配外扉小(60+80/100)(印なし) タクハイ ソト トビラ ショウ ナシ		44		色確認 イロ カクニン		宅配外/内扉は後出/前出 共通
受領印なし タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ ジュリョウイン						蝶番､SUSﾋﾟﾝ､樹脂ｷｬｯﾌﾟ付						(曽我)ｳﾞｨｺDB60+80/100 宅配 外扉(蝶番付） 右		43		印なし → （省略） イン						11000		1000		1		4		4		4		4		4		376		374

						⑤		3‐9555‐0		ｳﾞｨｺDB60+80/100 宅配外扉(蝶番付、印なし） 左 タクハイ ソト トビラ チョウバン ツキ イン		色をご指定ください。 イロ シテイ		30,000				(曽我)		395550		-		44		色確認 イロ カクニン		宅配外/内扉は後出/前出 共通
受領印なし タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ ジュリョウイン												(曽我)ｳﾞｨｺDB60+80/100 宅配 外扉(蝶番付） 左		43		印なし → （省略） イン						11000		1000				5		5		5		5		5		377		375

						⑥		3‐9556‐0		ｳﾞｨｺDB60+80 宅配内扉60(軸棒付) 右 タクハイ ウチ トビラ ジク ボウ ツキ				11,800				(曽我)		395560		ｳﾞｨｺDB 宅配内扉60 タクハイ ウチ トビラ		33				宅配外/内扉は後出/前出 共通 タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ						SUS取手ｾｯﾄ､ｼﾞｭﾗｺﾝﾜｯｼｬ付						(曽我)ｳﾞｨｺDB60+80 宅配 内扉60(軸棒付) 右		40								3700		1000				6		6		6		6		6		378		376

						⑦		3‐9557‐0		ｳﾞｨｺDB60+80 宅配内扉60(軸棒付) 左 タクハイ ウチ トビラ ジク ボウ ツキ				11,800				(曽我)		395570				33				宅配外/内扉は後出/前出 共通 タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ												(曽我)ｳﾞｨｺDB60+80 宅配 内扉60(軸棒付) 左		40								3700		1000				7		7		7		7		7		379		377

						⑧		3‐9558‐0		ｳﾞｨｺDB60+80 宅配内扉80(軸棒付) 右 タクハイ ウチ トビラ				13,000				(曽我)		395580		ｳﾞｨｺDB 宅配内扉80 タクハイ ウチ トビラ		33				宅配外/内扉は後出/前出 共通 タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ						SUS取手ｾｯﾄ､ｼﾞｭﾗｺﾝﾜｯｼｬ付						(曽我)ｳﾞｨｺDB60+80 宅配 内扉80(軸棒付) 右		40								4200		1000				8		8		8		8		8		380		378

						⑨		3‐9559‐0		ｳﾞｨｺDB60+80 宅配内扉80(軸棒付) 左 タクハイ ウチ トビラ				13,000				(曽我)		395590				33				宅配外/内扉は後出/前出 共通 タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ												(曽我)ｳﾞｨｺDB60+80 宅配 内扉80(軸棒付) 左		40								4200		1000				9		9		9		9		9		381		379

						⑩		3‐9560‐0		ｳﾞｨｺDB100 宅配内扉(軸棒付) 右 タクハイ ウチ トビラ				14,300				(曽我)		395600		ｳﾞｨｺDB 宅配内扉100 タクハイ ウチ トビラ		29				宅配外/内扉は後出/前出 共通 タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ						SUS取手ｾｯﾄ､ｼﾞｭﾗｺﾝﾜｯｼｬ付						(曽我)ｳﾞｨｺDB100 宅配 内扉(軸棒付) 右		36								4700		1000				10		10		10		10		10		382		380

						⑪		3‐9561‐0		ｳﾞｨｺDB100 宅配内扉(軸棒付) 左 タクハイ ウチ トビラ				14,300				(曽我)		395610				29				宅配外/内扉は後出/前出 共通 タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ												(曽我)ｳﾞｨｺDB100 宅配 内扉(軸棒付) 左		36								4700		1000				11		11		11		11		11		383		381

						⑫		3‐9562‐0		ｳﾞｨｺDB60+80/100 後出 宅配取出扉(蝶番付、錠なし) 右 ウシロ ダシ タクハイ トリダ トビラ チョウバン ツキ ジョウ				16,300				(曽我)		395620		ｳﾞｨｺDB 宅配後扉(60+80/100)(錠なし) タクハイ ウシロ トビラ ジョウ		50				後出のみ ウシロ ダシ						SUSﾋﾟﾝ､樹脂ｷｬｯﾌﾟ付						(曽我)ｳﾞｨｺDB60+80/100 後 宅配取出扉(蝶番付,錠無)右 ウシロ ナシ		50		※「後」追加（曽我さん要望）
※「(宅配)+ｽﾍﾟｰｽ」削除、「、」→「,」（文字超過） タクハイ サクジョ モジ チョウカ						5500		1000		1		12		12		12		12		12		384		382

						⑬		3‐9563‐0		ｳﾞｨｺDB60+80/100 後出 宅配取出扉(蝶番付、錠なし) 左 ウシロ ダシ タクハイ トリダ トビラ チョウバン ツキ ジョウ				16,300				(曽我)		395630		-		50				後出のみ ウシロ ダシ												(曽我)ｳﾞｨｺDB60+80/100 後 宅配取出扉(蝶番付,錠無)左 　 タクハイ ナシ		50		※「後」追加（曽我さん要望）
※「(宅配)+ｽﾍﾟｰｽ」削除、「、」→「,」（文字超過） タクハイ サクジョ モジ チョウカ						5500		1000				13		13		13		13		13		385		383

				120		⑭		3‐9564‐0		ｳﾞｨｺDB120 宅配外扉(蝶番付、印なし) 右 タクハイ ソト トビラ チョウバン ツキ ナシ		色をご指定ください。 イロ シテイ		32,500				(曽我)		395640		ｳﾞｨｺDB 宅配外扉大(120)(印なし) タクハイ ソト トビラ ダイ ナシ		37		色確認 イロ カクニン		宅配外/内扉は後出/前出 共通
受領印なし タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ ジュリョウイン						SUSﾋﾟﾝ､樹脂ｷｬｯﾌﾟ付						(曽我)ｳﾞｨｺDB120 宅配 外扉(蝶番付) 右		36		印なし → （省略） イン						12000		1000		1		14		14		14		14		14		386		384

						⑮		3‐9565‐0		ｳﾞｨｺDB120 宅配外扉(蝶番付、印なし) 左 タクハイ ソト トビラ チョウバン ツキ ナシ		色をご指定ください。 イロ シテイ		32,500				(曽我)		395650		-		37		色確認 イロ カクニン		宅配外/内扉は後出/前出 共通
受領印なし タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ ジュリョウイン												(曽我)ｳﾞｨｺDB120 宅配 外扉(蝶番付) 左		36		印なし → （省略） イン						12000		1000				15		15		15		15		15		387		385

						⑯		3‐9566‐0		ｳﾞｨｺDB120 宅配内扉(軸棒付) 右 タクハイ ウチ トビラ				15,800				(曽我)		395660		ｳﾞｨｺDB 宅配内扉120 タクハイ ウチ トビラ		29				宅配外/内扉は後出/前出 共通 タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ						SUS取手ｾｯﾄ､軸棒､ｼﾞｭﾗｺﾝﾜｯｼｬ付						(曽我)ｳﾞｨｺDB120 宅配 内扉(軸棒付) 右		36								5300		1000				16		16		16		16		16		388		386

						⑰		3‐9567‐0		ｳﾞｨｺDB120 宅配内扉(軸棒付) 左 タクハイ ウチ トビラ				15,800				(曽我)		395670		-		29				宅配外/内扉は後出/前出 共通 タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ												(曽我)ｳﾞｨｺDB120 宅配 内扉(軸棒付) 左		36								5300		1000				17		17		17		17		17		389		387

						⑱		3‐9568‐0		ｳﾞｨｺDB120 後出 宅配取出扉(蝶番付、錠なし) 右 ウシロ ダシ タクハイ トリダ トビラ チョウバン ツキ ジョウ				17,000				(曽我)		395680		ｳﾞｨｺDB 宅配後扉(120)(錠なし) タクハイ ウシロ トビラ ジョウ		44				後出のみ ウシロ ダシ						蝶番､SUSﾋﾟﾝ､樹脂ｷｬｯﾌﾟ付						(曽我)ｳﾞｨｺDB120 後 宅配取出扉(蝶番付、錠なし) 右		48		※「後」追加（曽我さん要望）
※「(宅配)+ｽﾍﾟｰｽ」削除（他と合せて） タクハイ サクジョ ホカ アワ						5800		1000		1		18		18		18		18		18		390		388

						⑲		3‐9569‐0		ｳﾞｨｺDB120 後出 宅配取出扉(蝶番付、錠なし) 左 ウシロ ダシ タクハイ トリダ トビラ チョウバン ツキ ジョウ				17,000				(曽我)		395690		-		44				後出のみ ウシロ ダシ												(曽我)ｳﾞｨｺDB120 後 宅配取出扉(蝶番付、錠なし) 左		48		※「後」追加（曽我さん要望）
※「(宅配)+ｽﾍﾟｰｽ」削除（他と合せて） タクハイ サクジョ ホカ アワ						5800		1000				19		19		19		19		19		391		389

				W450		⑳		3‐9573‐0		ｳﾞｨｺDB 後出 W450 郵便投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付) 右 ウシロ ダシ ユウビン トウカン フタ ミギ		色をご指定ください。 イロ シテイ		17,000				(曽我)		395730		ｳﾞｨｺDB 郵便投函蓋ｽﾍﾟｰｻｰ用 ユウビン トウカン フタ ヨウ		47		色確認 イロ カクニン				ﾎﾟｽﾄ（有：60+80/100、無：120）
「60+80/100」削除（字数超過ｺｰﾄﾞあり統一） サクジョ ジスウ チョウカ トウイツ										(曽我)ｳﾞｨｺDB 後 W450郵便 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付)右 ミギ		50								5800

平野 勝矢: 前　後　価格確認		1000		1		20		20		20		20		23		397		395

						㉑		3‐9574‐0		ｳﾞｨｺDB 後出 W450 郵便投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付) 左 ウシロ ダシ ユウビン トウカン フタ		色をご指定ください。 イロ シテイ		17,000				(曽我)		395740		-		47		色確認 イロ カクニン						※この部品ない 12/20修正 ブヒン シュウセイ								(曽我)ｳﾞｨｺDB 後 W450郵便 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付)左 ウシロ ユウビン トウカン フタ		50								5800

平野 勝矢: 前　後　価格確認		1000				21		21		21		21		24		398		396

						㉒		3‐9575‐0		ｳﾞｨｺDB60+80/100 W450 宅配外扉(蝶番付、印なし) 右 タクハイ ソト トビラ チョウバン ツキ ナシ		色をご指定ください。 イロ シテイ		32,500				(曽我)		395750		ｳﾞｨｺDB 宅配外扉小(60+80/100)(印なし)ﾌﾟﾚﾐｵ用 タクハイ ソト トビラ ショウ ナシ ヨウ		48		色確認 イロ カクニン		宅配外/内扉は後出/前出 共通
受領印なし タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ ジュリョウイン						SUSﾋﾟﾝ､樹脂ｷｬｯﾌﾟ付						(曽我)ｳﾞｨｺDB60+80/100 W450 宅配 外扉(蝶番付) 右		47		印なし → （省略） イン						12000		1000		1		22		22		22		22		25		399		397

						㉓		3‐9576‐0		ｳﾞｨｺDB60+80/100 W450 宅配外扉(蝶番付、印なし) 左 タクハイ ソト トビラ チョウバン ツキ ナシ		色をご指定ください。 イロ シテイ		32,500				(曽我)		395760		-		48		色確認 イロ カクニン		宅配外/内扉は後出/前出 共通
受領印なし タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ ジュリョウイン												(曽我)ｳﾞｨｺDB60+80/100 W450 宅配 外扉(蝶番付) 左		47		印なし → （省略） イン						12000		1000				23		23		23		23		26		400		398

						㉔		3‐9577‐0		ｳﾞｨｺDB120 W450 宅配外扉(蝶番付、印なし) 右 タクハイ ソト トビラ チョウバン ツキ ナシ		色をご指定ください。 イロ シテイ		37,500				(曽我)		395770		ｳﾞｨｺDB 宅配外扉大(120)(印なし)ﾌﾟﾚﾐｵ用 タクハイ ソト トビラ ダイ ナシ ヨウ		42		色確認 イロ カクニン		宅配外/内扉は後出/前出 共通
受領印なし タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ ジュリョウイン						SUSﾋﾟﾝ､樹脂ｷｬｯﾌﾟ付						(曽我)ｳﾞｨｺDB120 W450 宅配 外扉(蝶番付) 右		41		印なし → （省略） イン						14000		1000		1		24		24		24		24		27		401		399

						㉕		3‐9578‐0		ｳﾞｨｺDB120 W450 宅配外扉(蝶番付、印なし) 左 タクハイ ソト トビラ チョウバン ツキ ナシ		色をご指定ください。 イロ シテイ		37,500				(曽我)		395780		-		42		色確認 イロ カクニン		宅配外/内扉は後出/前出 共通
受領印なし タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ ジュリョウイン												(曽我)ｳﾞｨｺDB120 W450 宅配 外扉(蝶番付) 左		41		印なし → （省略） イン						14000		1000				25		25		25		25		28		402		400

				錠など ジョウ		㉖		3‐9581‐0		ｳﾞｨｺDB 後出 郵便 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠（3桁） ｱﾙﾌｧ 上 ウシロ ダシ ユウビン シキ ダイヤル ３ケタ				6,300				(曽我)		395810		ｳﾞｨｺDB  窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠（3桁） シキ ダイヤル ３ケタ		43				○上下左右なし（蓋：上方向のみ） ジョウゲ サユウ フタ ウエ ホウコウ												(曽我)ｳﾞｨｺDB 後 郵便 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠（3桁） ｱﾙﾌｧ 上		47								1500		1000				26		26		26		26		31		406		404

						㉗		3‐9582‐0		ｳﾞｨｺDB 後出 宅配 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 右 ウシロ ダシ タクハイ ヒョウジュン ジョウ ツ				5,000				(曽我)		395820		ｳﾞｨｺDB ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠（宅配後 L170-2/1点）ｽﾍﾟｱ2付 ジョウ ウシロ テン		45				※止金： 付属なし。現場のものを再利用する。（微妙なｻｲｽﾞ差あり本体に合うものを選んで取付しているため） フゾク ゲンバ サイリヨウ ビミョウ サ ホンタイ ア エラ トリツケ						※止金(ﾍﾞﾛｳ)なし｡現場のものを再利用します						(曽我)ｳﾞｨｺDB 後 宅配 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 右		49		錠の品番を削除（文字数超過） ジョウ ヒンバン サクジョ モジスウ チョウカ						1000		1000				27		27		27		27		32		408		406

						㉘		3‐9583‐0		ｳﾞｨｺDB 後出 宅配 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 左 ウシロ ダシ タクハイ ヒョウジュン ジョウ ツキ				5,000				(曽我)		395830		新 シン		45				※止金： 付属なし。現場のものを再利用する。（微妙なｻｲｽﾞ差あり本体に合うものを選んで取付しているため） フゾク ゲンバ サイリヨウ ビミョウ サ ホンタイ ア エラ トリツケ						※止金(ﾍﾞﾛｳ)なし｡現場のものを再利用します						(曽我)ｳﾞｨｺDB 後 宅配 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 左		49		錠の品番を削除（文字数超過） ジョウ ヒンバン サクジョ モジスウ チョウカ						1000		1000				28		28		28		28		33		409		407

						㉙		3‐9587‐0		ｳﾞｨｺDB ｽﾍﾟｱｷｰ(×2)		鍵番号をご確認ください
例：○○-○○○（※英字+数字）　
（ｷｰに刻印やﾎﾟｽﾄ内部側面ｼｰﾙに表記があります） カギ バンゴウ カクニン エイジ コクイン ソクメン ヒョウキ		5,000				(曽我)		395870		ｳﾞｨｺDB ｽﾍﾟｱｷｰ 2本ｾｯﾄ ホン		18		鍵NO.確認　○○-○○○ カギ カクニン		※在庫注意（殆どの鍵No.揃えているが、在庫ない場合は取寄せとなり納期2週間程度必要） ホトン トリヨ シュウカン ヒツヨウ				60+80/100/120共通
（ｼﾘﾝﾀﾞｰ筒長さが異なる。ｽﾍﾟｱｷｰは共通。） キョウツウ ツツ ナガ コト キョウツウ								(曽我)ｳﾞｨｺDB ｽﾍﾟｱｷｰ(×2)		24								1000		1000		1		29		29		29		29		-

						㉚		3‐9588‐0		ｳﾞｨｺDB 受領印(番号指定なし) ジュリョウイン バンゴウ シテイ				6,300				(曽我)		395880		ｳﾞｨｺDB 受領印 ジュリョウイン		27																(曽我)ｳﾞｨｺDB 受領印(番号指定なし)		33								1500		1000				30		30		30		30		-

						㉛		3‐9589‐0		ｳﾞｨｺDB 転写ｼｰﾙｾｯﾄ(MAILﾛｺﾞ･DELIVERYﾛｺﾞ) 右 テンシャ				3,800				(曽我)		395890		ｳﾞｨｺDB 転写ｼｰﾙｾｯﾄMAIL DELIVERY（右用） テンシャ ミギ ヨウ		41						品名変更（ｺﾙﾃﾞｨｱｼｰﾙと統一） ヒンメイ ヘンコウ トウイツ				2枚ｾｯﾄ(MAIL、DELIVERY 各1枚)						(曽我)ｳﾞｨｺDB 転写ｼｰﾙｾｯﾄ(MAILﾛｺﾞ･DELIVERYﾛｺﾞ) 右		47								500		1000				31		31		31		31		-

						㉜		3‐9590‐0		ｳﾞｨｺDB 転写ｼｰﾙｾｯﾄ(MAILﾛｺﾞ･DELIVERYﾛｺﾞ) 左 テンシャ				3,800				(曽我)		395900		ｳﾞｨｺDB 転写ｼｰﾙｾｯﾄMAIL DELIVERY（左用） テンシャ ヒダリ ヨウ		41						品名変更（ｺﾙﾃﾞｨｱｼｰﾙと統一） ヒンメイ ヘンコウ トウイツ				2枚ｾｯﾄ(MAIL、DELIVERY 各1枚)						(曽我)ｳﾞｨｺDB 転写ｼｰﾙｾｯﾄ(MAILﾛｺﾞ･DELIVERYﾛｺﾞ) 左		47								500		1000				32		32		32		32		-

						㉝		3‐9591‐0		ｳﾞｨｺDB 本体用補修塗料(溶剤近似色) ホンタイ ホシュウ トリョウ ヨウザイ キンジショク				3,800				(曽我)		395910		ｳﾞｨｺDB 本体用補修塗料 ホンタイ ヨウ ホシュウ トリョウ		33		色確認 イロ カクニン														(曽我)ｳﾞｨｺDB 本体用補修塗料(溶剤近似色)		39								500		1000				33		33		33		33		-

						㉞		3‐9592‐0		ｳﾞｨｺDB W450用側面ｽﾍﾟｰｻｰ(左右ｾｯﾄ） ソクメン サユウ				12,500				(曽我)		395920		ｳﾞｨｺDB 側面ｽﾍﾟｰｻｰ(ﾌﾟﾚﾐｵ用） ソクメン ヨウ		33		450㎜組積材対応ﾍﾞｰｽﾎﾞｯｸｽ取付用ｽﾍﾟｰｻｰ（ｳﾞｨｺBI・ﾍﾞﾘｴ）														(曽我)ｳﾞｨｺDB W450用側面ｽﾍﾟｰｻｰ(左右ｾｯﾄ）		39								4000		1000				34		34		34		34		-

						㉟		3‐9407‐0		ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞｾｯﾄ(×2) トウカン フタ コテイ		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		2,800				(曽我)		394070
(再利用) サイリヨウ		新　※11/1廃番済ｺｰﾄﾞを再利用 シン ハイ バン ズミ サイリヨウ		35		対象ﾎﾟｽﾄ：ｳﾞｨｺWH/DB、ｹｲﾄ、ﾃﾗ
ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。 タイショウ		対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ｳﾞｨｺWH/DB、ｹｲﾄ、ﾃﾗ
※（ｺｰﾜ）ｼﾙﾄ　←要：仕入先別ｺｰﾄﾞ タイショウ ソガ ヨウ シイレ サキ ベツ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ		※「用」+半角ｽﾍﾟｰｽ（見易く）
※11/1廃番済ｺｰﾄﾞ再利用
（売上実績なし、ｺｰﾄﾞが大幅に飛ぶのをさける、ため） ヨウ ハンカク		固定ﾋﾟﾝ・Eﾘﾝｸﾞ・ﾜｯｼｬｰのｾｯﾄ		394071		新 シン		(曽我)ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞｾｯﾄ(×2)		41		半角ｽﾍﾟｰｽ追加 ハンカク ツイカ						100		1000		1		35		35		378		368		388		252		252

		品群 ヒン グン		品名 ヒンメイ		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		ヴィコDB前出 マエ ダシ		前出 マエ ダシ		①		3‐9570‐0		ｳﾞｨｺDB 前出 郵便投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付) 右 マエ ダシ ユウビン トウカン フタ ミギ		色をご指定ください。 イロ シテイ		16,300				(曽我)		395700		ｳﾞｨｺDB 郵便投函蓋　前出し用 ユウビン トウカン フタ マエ ダ ヨウ		42		色確認 イロ カクニン		ﾏｸﾞﾈｯﾄ：開いた状態で保持する
（後出：使用なし、前出：付） ヒラ ジョウタイ ホジ ウシロ ダシ シヨウ ダシ ： ツキ		ﾎﾟｽﾄ（有：60+80/100、無：120）
「60+80/100」削除（字数超過ｺｰﾄﾞあり統一） サクジョ ジスウ チョウカ トウイツ				ﾏｸﾞﾈｯﾄ付						(曽我)ｳﾞｨｺDB 前 郵便 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付) 右 ミギ		47								5500		1000		1		36		36		35		35		20		393		391

						②		3‐9571‐0		ｳﾞｨｺDB 前出 郵便投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付) 左 マエ ダシ ユウビン トウカン フタ		色をご指定ください。 イロ シテイ		16,300				(曽我)		395710		-		42		色確認 イロ カクニン		ﾏｸﾞﾈｯﾄ：開いた状態で保持する
（後出：使用なし、前出：付） ヒラ ジョウタイ ホジ ウシロ ダシ シヨウ ダシ ： ツキ				※この部品ない 12/20修正 ブヒン シュウセイ		ﾏｸﾞﾈｯﾄ付						(曽我)ｳﾞｨｺDB 前 郵便 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付) 左 マエ ユウビン トウカン フタ		47								5500		1000				37		37		36		36		21		394		392

						③		3‐9572‐0		ｳﾞｨｺDB 前出 郵便ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ(錠なし) マエ ダシ ユウビン ジョウ				18,800				(曽我)		395720		ｳﾞｨｺDB 郵便ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ(錠なし） ユウビン ジョウ		32				前出のみ マエ ダシ		ﾎﾟｽﾄ（有：60+80/100、無：120）
「60+80/100」削除（字数超過ｺｰﾄﾞあり統一） サクジョ ジスウ チョウカ トウイツ				底面ｽﾄｯﾊﾟｰ､樹脂滑車付						(曽我)ｳﾞｨｺDB 前 郵便 ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ(錠なし) ビン		37								6500		1000				38		38		37		37		22		395		393

				60+80/100		④		3‐9554‐0		ｳﾞｨｺDB60+80/100 宅配外扉(蝶番付、印なし） 右 タクハイ ソト トビラ チョウバン ツキ ナシ		色をご指定ください。 イロ シテイ		30,000				(曽我)		395540		ｳﾞｨｺDB 宅配外扉小(60+80/100)(印なし) タクハイ ソト トビラ ショウ ナシ		44		色確認 イロ カクニン		宅配外/内扉は後出/前出 共通
受領印なし タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ ジュリョウイン						蝶番､SUSﾋﾟﾝ､樹脂ｷｬｯﾌﾟ付						(曽我)ｳﾞｨｺDB60+80/100 宅配 外扉(蝶番付） 右		43		印なし → （省略） イン						11000		1000		1		39		39		38		38		-

						⑤		3‐9555‐0		ｳﾞｨｺDB60+80/100 宅配外扉(蝶番付、印なし） 左 タクハイ ソト トビラ チョウバン ツキ イン		色をご指定ください。 イロ シテイ		30,000				(曽我)		395550		-		44		色確認 イロ カクニン		宅配外/内扉は後出/前出 共通
受領印なし タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ ジュリョウイン												(曽我)ｳﾞｨｺDB60+80/100 宅配 外扉(蝶番付） 左		43		印なし → （省略） イン						11000		1000				40		40		39		39		-

						⑥		3‐9556‐0		ｳﾞｨｺDB60+80 宅配内扉60(軸棒付) 右 タクハイ ウチ トビラ ジク ボウ ツキ				11,800				(曽我)		395560		ｳﾞｨｺDB 宅配内扉60 タクハイ ウチ トビラ		33				宅配外/内扉は後出/前出 共通 タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ						SUS取手ｾｯﾄ､ｼﾞｭﾗｺﾝﾜｯｼｬ付						(曽我)ｳﾞｨｺDB60+80 宅配 内扉60(軸棒付) 右		40								3700		1000				41		41		40		40		-

						⑦		3‐9557‐0		ｳﾞｨｺDB60+80 宅配内扉60(軸棒付) 左 タクハイ ウチ トビラ ジク ボウ ツキ				11,800				(曽我)		395570				33				宅配外/内扉は後出/前出 共通 タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ												(曽我)ｳﾞｨｺDB60+80 宅配 内扉60(軸棒付) 左		40								3700		1000				42		42		41		41		-

						⑧		3‐9558‐0		ｳﾞｨｺDB60+80 宅配内扉80(軸棒付) 右 タクハイ ウチ トビラ				13,000				(曽我)		395580		ｳﾞｨｺDB 宅配内扉80 タクハイ ウチ トビラ		33				宅配外/内扉は後出/前出 共通 タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ						SUS取手ｾｯﾄ､ｼﾞｭﾗｺﾝﾜｯｼｬ付						(曽我)ｳﾞｨｺDB60+80 宅配 内扉80(軸棒付) 右		40								4200		1000				43		43		42		42		-

						⑨		3‐9559‐0		ｳﾞｨｺDB60+80 宅配内扉80(軸棒付) 左 タクハイ ウチ トビラ				13,000				(曽我)		395590				33				宅配外/内扉は後出/前出 共通 タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ												(曽我)ｳﾞｨｺDB60+80 宅配 内扉80(軸棒付) 左		40								4200		1000				44		44		43		43		-

						⑩		3‐9560‐0		ｳﾞｨｺDB100 宅配内扉(軸棒付) 右 タクハイ ウチ トビラ				14,300				(曽我)		395600		ｳﾞｨｺDB 宅配内扉100 タクハイ ウチ トビラ		29				宅配外/内扉は後出/前出 共通 タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ						SUS取手ｾｯﾄ､ｼﾞｭﾗｺﾝﾜｯｼｬ付						(曽我)ｳﾞｨｺDB100 宅配 内扉(軸棒付) 右		36								4700		1000				45		45		44		44		-

						⑪		3‐9561‐0		ｳﾞｨｺDB100 宅配内扉(軸棒付) 左 タクハイ ウチ トビラ				14,300				(曽我)		395610				29				宅配外/内扉は後出/前出 共通 タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ												(曽我)ｳﾞｨｺDB100 宅配 内扉(軸棒付) 左		36								4700		1000				46		46		45		45		-

				120		⑫		3‐9564‐0		ｳﾞｨｺDB120 宅配外扉(蝶番付、印なし) 右 タクハイ ソト トビラ チョウバン ツキ ナシ		色をご指定ください。 イロ シテイ		32,500				(曽我)		395640		ｳﾞｨｺDB 宅配外扉大(120)(印なし) タクハイ ソト トビラ ダイ ナシ		37		色確認 イロ カクニン		宅配外/内扉は後出/前出 共通
受領印なし タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ ジュリョウイン						SUSﾋﾟﾝ､樹脂ｷｬｯﾌﾟ付						(曽我)ｳﾞｨｺDB120 宅配 外扉(蝶番付) 右		36		印なし → （省略） イン						12000		1000		1		47		47		48		48		-

						⑬		3‐9565‐0		ｳﾞｨｺDB120 宅配外扉(蝶番付、印なし) 左 タクハイ ソト トビラ チョウバン ツキ ナシ		色をご指定ください。 イロ シテイ		32,500				(曽我)		395650		-		37		色確認 イロ カクニン		宅配外/内扉は後出/前出 共通
受領印なし タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ ジュリョウイン												(曽我)ｳﾞｨｺDB120 宅配 外扉(蝶番付) 左		36		印なし → （省略） イン						12000		1000				48		48		49		49		-

						⑭		3‐9566‐0		ｳﾞｨｺDB120 宅配内扉(軸棒付) 右 タクハイ ウチ トビラ				15,800				(曽我)		395660		ｳﾞｨｺDB 宅配内扉120 タクハイ ウチ トビラ		29				宅配外/内扉は後出/前出 共通 タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ						SUS取手ｾｯﾄ､軸棒､ｼﾞｭﾗｺﾝﾜｯｼｬ付						(曽我)ｳﾞｨｺDB120 宅配 内扉(軸棒付) 右		36								5300		1000				49		49		50		50		-

						⑮		3‐9567‐0		ｳﾞｨｺDB120 宅配内扉(軸棒付) 左 タクハイ ウチ トビラ				15,800				(曽我)		395670		-		29				宅配外/内扉は後出/前出 共通 タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ												(曽我)ｳﾞｨｺDB120 宅配 内扉(軸棒付) 左		36								5300		1000				50		50		51		51		-

				W450		⑯		3‐9579‐0		ｳﾞｨｺDB 前出 W450 郵便投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付) 右 マエ ダシ ユウビン トウカン フタ ミギ		色をご指定ください。 イロ シテイ		17,000				(曽我)		395790		-		47		色確認 イロ カクニン		ﾏｸﾞﾈｯﾄ：開いた状態で保持する
（後出：使用なし、前出：付） ヒラ ジョウタイ ホジ ウシロ ダシ シヨウ ： ツキ ツキ		ﾎﾟｽﾄ（有：60+80/100、無：120）
「60+80/100」削除（字数超過ｺｰﾄﾞあり統一） サクジョ ジスウ チョウカ トウイツ										(曽我)ｳﾞｨｺDB 前 W450郵便 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付)右 ミギ		50								5800

平野 勝矢: 前　後　価格確認		1000				51		51		54		54		29		403		401

						⑰		3‐9580‐0		ｳﾞｨｺDB 前出 W450 郵便投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付) 左 マエ ダシ ユウビン トウカン フタ		色をご指定ください。 イロ シテイ		17,000				(曽我)		395800		-		47		色確認 イロ カクニン		ﾏｸﾞﾈｯﾄ：開いた状態で保持する
（後出：使用なし、前出：付） ヒラ ジョウタイ ホジ ウシロ ダシ シヨウ ： ツキ ツキ				※この部品ない 12/20修正 ブヒン シュウセイ								(曽我)ｳﾞｨｺDB 前 W450郵便 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付)左 マエ ユウビン トウカン フタ		50								5800

平野 勝矢: 前　後　価格確認		1000				52		52		55		55		30		404		402

						⑱		3‐9575‐0		ｳﾞｨｺDB60+80/100 W450 宅配外扉(蝶番付、印なし) 右 タクハイ ソト トビラ チョウバン ツキ ナシ		色をご指定ください。 イロ シテイ		32,500				(曽我)		395750		ｳﾞｨｺDB 宅配外扉小(60+80/100)(印なし)ﾌﾟﾚﾐｵ用 タクハイ ソト トビラ ショウ ナシ ヨウ		48		色確認 イロ カクニン		宅配外/内扉は後出/前出 共通
受領印なし タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ ジュリョウイン						SUSﾋﾟﾝ､樹脂ｷｬｯﾌﾟ付						(曽我)ｳﾞｨｺDB60+80/100 W450 宅配 外扉(蝶番付) 右		47		印なし → （省略） イン						12000		1000		1		53		53		56		56		-

						⑲		3‐9576‐0		ｳﾞｨｺDB60+80/100 W450 宅配外扉(蝶番付、印なし) 左 タクハイ ソト トビラ チョウバン ツキ ナシ		色をご指定ください。 イロ シテイ		32,500				(曽我)		395760		-		48		色確認 イロ カクニン		宅配外/内扉は後出/前出 共通
受領印なし タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ ジュリョウイン												(曽我)ｳﾞｨｺDB60+80/100 W450 宅配 外扉(蝶番付) 左		47		印なし → （省略） イン						12000		1000				54		54		57		57		-

						⑳		3‐9577‐0		ｳﾞｨｺDB120 W450 宅配外扉(蝶番付、印なし) 右 タクハイ ソト トビラ チョウバン ツキ ナシ		色をご指定ください。 イロ シテイ		37,500				(曽我)		395770		ｳﾞｨｺDB 宅配外扉大(120)(印なし)ﾌﾟﾚﾐｵ用 タクハイ ソト トビラ ダイ ナシ ヨウ		42		色確認 イロ カクニン		宅配外/内扉は後出/前出 共通
受領印なし タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ ジュリョウイン						SUSﾋﾟﾝ､樹脂ｷｬｯﾌﾟ付						(曽我)ｳﾞｨｺDB120 W450 宅配 外扉(蝶番付) 右		41		印なし → （省略） イン						14000		1000		1		55		55		58		58		-

						㉑		3‐9578‐0		ｳﾞｨｺDB120 W450 宅配外扉(蝶番付、印なし) 左 タクハイ ソト トビラ チョウバン ツキ ナシ		色をご指定ください。 イロ シテイ		37,500				(曽我)		395780		-		42		色確認 イロ カクニン		宅配外/内扉は後出/前出 共通
受領印なし タクハイ トビラ ウシロ ダシ マエ ダシ キョウツウ ジュリョウイン												(曽我)ｳﾞｨｺDB120 W450 宅配 外扉(蝶番付) 左		41		印なし → （省略） イン						14000		1000				56		56		59		59		-

				錠など ジョウ		㉒		3‐9584‐0		ｳﾞｨｺDB 前出 郵便 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) マエ ユウビン ヒョウジュン ジョウ ツキ				5,000				(曽我)		395840		ｳﾞｨｺDB ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠（郵便前 L170-2/2点）ｽﾍﾟｱ2付 ジョウ マエ テン		42				※止金： 付属なし。現場のものを再利用する。（微妙なｻｲｽﾞ差あり本体に合うものを選んで取付しているため） フゾク ゲンバ サイリヨウ ビミョウ サ ホンタイ ア エラ トリツケ		ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ用 ヨウ				※止金(ﾍﾞﾛｳ)なし｡現場のものを再利用します						(曽我)ｳﾞｨｺDB 前 郵便 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) ビン		46		錠の品番を削除（文字数超過） ジョウ ヒンバン サクジョ モジスウ チョウカ						1000		1000				57		57		60		60		34		410		408

						㉓		3‐9585‐0		ｳﾞｨｺDB 前出 宅配 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 右 マエ ダシ タクハイ ヒョウジュン ジョウ ツキ				5,000				(曽我)		395850		ｳﾞｨｺDB ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠（宅配前 L170-1/1点）ｽﾍﾟｱ2付 ジョウ タクハイ マエ テン ツキ		45				※止金： 付属なし。現場のものを再利用する。（微妙なｻｲｽﾞ差あり本体に合うものを選んで取付しているため） フゾク ゲンバ サイリヨウ ビミョウ サ ホンタイ ア エラ トリツケ						※止金(ﾍﾞﾛｳ)なし｡現場のものを再利用します						(曽我)ｳﾞｨｺDB 前 宅配 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 右		49		錠の品番を削除（文字数超過） ジョウ ヒンバン サクジョ モジスウ チョウカ						1000		1000				58		58		61		61		35		411		409

						㉔		3‐9586‐0		ｳﾞｨｺDB 前出 宅配 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 左 マエ ダシ タクハイ ヒョウジュン ジョウ ツキ				5,000				(曽我)		395860		新 シン		45				※止金： 付属なし。現場のものを再利用する。（微妙なｻｲｽﾞ差あり本体に合うものを選んで取付しているため） フゾク ゲンバ サイリヨウ ビミョウ サ ホンタイ ア エラ トリツケ						※止金(ﾍﾞﾛｳ)なし｡現場のものを再利用します						(曽我)ｳﾞｨｺDB 前 宅配 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 左		49		錠の品番を削除（文字数超過） ジョウ ヒンバン サクジョ モジスウ チョウカ						1000		1000				59		59		62		62		36		412		410

						㉕		3‐9587‐0		ｳﾞｨｺDB ｽﾍﾟｱｷｰ(×2)		鍵番号をご確認ください
例：○○-○○○（※英字+数字）　
（ｷｰに刻印やﾎﾟｽﾄ内部側面ｼｰﾙに表記があります） カギ バンゴウ カクニン エイジ コクイン ソクメン ヒョウキ		5,000				(曽我)		395870		ｳﾞｨｺDB ｽﾍﾟｱｷｰ 2本ｾｯﾄ ホン		18		鍵NO.確認　○○-○○○ カギ カクニン		※在庫注意（殆どの鍵No.揃えているが、在庫ない場合は取寄せとなり納期2週間程度必要） ホトン トリヨ シュウカン ヒツヨウ				60+80/100/120共通
（ｼﾘﾝﾀﾞｰ筒長さが異なる。ｽﾍﾟｱｷｰは共通。） キョウツウ ツツ ナガ コト キョウツウ								(曽我)ｳﾞｨｺDB ｽﾍﾟｱｷｰ(×2)		24								1000		1000		1		60		60		63		63		37		413		411

						㉖		3‐9588‐0		ｳﾞｨｺDB 受領印(番号指定なし) ジュリョウイン バンゴウ シテイ				6,300				(曽我)		395880		ｳﾞｨｺDB 受領印 ジュリョウイン		27																(曽我)ｳﾞｨｺDB 受領印(番号指定なし)		33								1500		1000				61		61		64		64		38		414		412

						㉗		3‐9589‐0		ｳﾞｨｺDB 転写ｼｰﾙｾｯﾄ(MAILﾛｺﾞ･DELIVERYﾛｺﾞ) 右 テンシャ				3,800				(曽我)		395890		ｳﾞｨｺDB 転写ｼｰﾙｾｯﾄMAIL DELIVERY（右用） テンシャ ミギ ヨウ		41						品名変更（ｺﾙﾃﾞｨｱｼｰﾙと統一） ヒンメイ ヘンコウ トウイツ				2枚ｾｯﾄ(MAIL、DELIVERY 各1枚)						(曽我)ｳﾞｨｺDB 転写ｼｰﾙｾｯﾄ(MAILﾛｺﾞ･DELIVERYﾛｺﾞ) 右		47								500		1000				62		62		65		65		39		415		413

						㉘		3‐9590‐0		ｳﾞｨｺDB 転写ｼｰﾙｾｯﾄ(MAILﾛｺﾞ･DELIVERYﾛｺﾞ) 左 テンシャ				3,800				(曽我)		395900		ｳﾞｨｺDB 転写ｼｰﾙｾｯﾄMAIL DELIVERY（左用） テンシャ ヒダリ ヨウ		41						品名変更（ｺﾙﾃﾞｨｱｼｰﾙと統一） ヒンメイ ヘンコウ トウイツ				2枚ｾｯﾄ(MAIL、DELIVERY 各1枚)						(曽我)ｳﾞｨｺDB 転写ｼｰﾙｾｯﾄ(MAILﾛｺﾞ･DELIVERYﾛｺﾞ) 左		47								500		1000				63		63		66		66		40		416		414

						㉙		3‐9591‐0		ｳﾞｨｺDB 本体用補修塗料(溶剤近似色) ホンタイ ホシュウ トリョウ ヨウザイ キンジショク				3,800				(曽我)		395910		ｳﾞｨｺDB 本体用補修塗料 ホンタイ ヨウ ホシュウ トリョウ		33		色確認 イロ カクニン														(曽我)ｳﾞｨｺDB 本体用補修塗料(溶剤近似色)		39								500		1000				64		64		67		67		41		417		415

						㉚		3‐9592‐0		ｳﾞｨｺDB W450用側面ｽﾍﾟｰｻｰ(左右ｾｯﾄ） ソクメン サユウ				12,500				(曽我)		395920		ｳﾞｨｺDB 側面ｽﾍﾟｰｻｰ(ﾌﾟﾚﾐｵ用） ソクメン ヨウ		33		450㎜組積材対応ﾍﾞｰｽﾎﾞｯｸｽ取付用ｽﾍﾟｰｻｰ（ｳﾞｨｺBI・ﾍﾞﾘｴ）														(曽我)ｳﾞｨｺDB W450用側面ｽﾍﾟｰｻｰ(左右ｾｯﾄ）		39								4000		1000				65		65		68		68		42		418		416

						㉛		3‐9407‐0		ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞｾｯﾄ(×2) トウカン フタ コテイ		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		2,800				(曽我)		394070
(再利用) サイリヨウ		新　※11/1廃番済ｺｰﾄﾞを再利用 シン ハイ バン ズミ サイリヨウ		35		対象ﾎﾟｽﾄ：ｳﾞｨｺWH/DB、ｹｲﾄ、ﾃﾗ
ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。 タイショウ		対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ｳﾞｨｺWH/DB、ｹｲﾄ、ﾃﾗ
※（ｺｰﾜ）ｼﾙﾄ　←要：仕入先別ｺｰﾄﾞ タイショウ ソガ ヨウ シイレ サキ ベツ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ		※「用」+半角ｽﾍﾟｰｽ（見易く）
※11/1廃番済ｺｰﾄﾞ再利用
（売上実績なし、ｺｰﾄﾞが大幅に飛ぶのをさける、ため） ヨウ ハンカク		固定ﾋﾟﾝ・Eﾘﾝｸﾞ・ﾜｯｼｬｰのｾｯﾄ		394071		新 シン		(曽我)ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞｾｯﾄ(×2)		41		半角ｽﾍﾟｰｽ追加 ハンカク ツイカ						100		1000		1		66		66		378		368		388		252		252

		品群 ヒン グン		品名 ヒンメイ		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		コルディア後出 ウシロ		後出 ウシロ ダ		①		3‐9201‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ80/100 後出 郵便投函蓋（固定ﾋﾟﾝ差込式） ダシ コテイ サシコミ シキ		色をご指定ください。
購入時期をご確認ください。 イロ シテイ コウニュウ ジキ カクニン		8,000				(ｺｰﾜ)		392010		ｺﾙﾃﾞｨｱ80/100後出 郵便投函口蓋		45		購入時期確認 コウニュウ ジキ カクニン		ﾏｸﾞﾈｯﾄ：開いた状態で保持する
（後出：使用なし、前出：付）
固定ﾋﾟﾝ差込式
（両側のLｱﾝｸﾞﾙに固定されているﾋﾟﾝを、投函蓋の穴に差込んで固定する） ヒライタ イデ ホジスル ： シヨウ ナシ ： ） コテイ								392011		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ80/100後出 郵便投函口蓋		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ80/100 後 郵便 投函蓋（固定ﾋﾟﾝ差込式）		49		【ｺﾙﾃﾞｨｱ、ｹｲﾄ、ｳﾞｨｺ 共通ﾙｰﾙ】
①「後出」「前出」 →「後」「前」
②「宅配」「郵便」 → ＋半角ｽﾍﾟｰｽ
③「取出外扉」 → 「取出 外扉」
④「取出内扉」 → 「取出 内扉」
⑤「印なし」 → （省略）
⑥錠なし → 錠無 キョウツウ ウシロ ダシ マエ ダシ ウシロ ゼン タクハイ ユウビン ハンカク ウチ ウチ イン ジョウ ジョウ ナシ		6800		1700		2200		1000				67		67		69		69		43		1		1

						②		3‐9210‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ80 後出 宅配投函扉(蝶番付･ｼｽﾃﾑ付、印なし) 右 トビラ ツキ ツキ イン		色をご指定ください。
購入時期をご確認ください。 イロ シテイ コウニュウ ジキ カクニン		32,000				(ｺｰﾜ)		392100		ｺﾙﾃﾞｨｱ80 右開後出 宅配投函口蓋 ｼｽﾃﾑ付		50		購入時期確認、
「ｼｽﾃﾑ」：扉裏についている施錠ｼｽﾃﾑ コウニュウ ジキ カク�� ��� �� 		ｼｽﾃﾑ・ｼｽﾃﾑｶﾊﾞｰ付、受領印なし ツキ ジュリョウイン		「ｼｽﾃﾑ」：扉裏についている施錠ｼｽﾃﾑ トビラ						392101		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ80 右開後出 宅配投函口蓋 ｼｽﾃﾑ付		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ80 後 宅配 投函扉(蝶番･ｼｽﾃﾑ付) 右		44		印なし → （省略） イン		28300		10300		11800		1000				68		68		70		70		44		2		2

						③		3‐9211‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ80 後出 宅配投函扉(蝶番付･ｼｽﾃﾑ付、印なし) 左 トビラ ツキ ツキ イン		色をご指定ください。
購入時期をご確認ください。 イロ シテイ コウニュウ ジキ カクニン		32,000				(ｺｰﾜ)		392110		ｺﾙﾃﾞｨｱ80 左開後出 宅配投函口蓋 ｼｽﾃﾑ付		50		購入時期確認、
「ｼｽﾃﾑ」：扉裏についている施錠ｼｽﾃﾑ コウニュウ ジキ カク�� ��� �� 		ｼｽﾃﾑ・ｼｽﾃﾑｶﾊﾞｰ付、受領印なし ツキ ジュリョウイン		「ｼｽﾃﾑ」：扉裏についている施錠ｼｽﾃﾑ トビラ						392111		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ80 左開後出 宅配投函口蓋 ｼｽﾃﾑ付		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ80 後 宅配 投函扉(蝶番･ｼｽﾃﾑ付) 左		44		印なし → （省略） イン		28300		10300		11800		1000				69		69		71		71		45		3		3

						④		3‐9212‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ80 後出 取出外扉(蝶番付、錠なし) 右 ダシ ジョウ		色をご指定ください。
購入時期をご確認ください。 イロ シテイ コウニュウ ジキ カクニン		20,500				(ｺｰﾜ)		392120		ｺﾙﾃﾞｨｱ80 右開後出 取出口外扉(錠なし)		41		購入時期確認 コウニュウ ジキ カクニン										392121		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ80 右開後出 取出口外扉(錠なし)		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ80 後 取出 外扉(蝶番付、錠なし) 右		45				19000		6600		7200		1000				70		70		72		72		46		4		4

						⑤		3‐9213‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ80 後出 取出外扉(蝶番付、錠なし) 左 ジョウ		色をご指定ください。
購入時期をご確認ください。 イロ シテイ コウニュウ ジキ カクニン		20,500				(ｺｰﾜ)		392130		ｺﾙﾃﾞｨｱ80 左開後出 取出口外扉(錠なし)		41		購入時期確認 コウニュウ ジキ カクニン										392131		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ80 左開後出 取出口外扉(錠なし)		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ80 後 取出 外扉(蝶番付、錠なし) 左		45				19000		6600		7200		1000				71		71		73		73		47		5		5

						⑥		3‐9214‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ80 後出 取出内扉(蝶番付、錠なし) 右 ジョウ		購入時期をご確認ください。 コウニュウ ジキ カクニン		10,000				(ｺｰﾜ)		392140		ｺﾙﾃﾞｨｱ80 右開後出 取出口内扉(錠なし)		41		購入時期確認 コウニュウ ジキ カクニン										392141		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ80 右開後出 取出口内扉(錠なし)		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ80 後 取出 内扉(蝶番付、錠なし) 右		45				11000		3400		3000		1000				72		72		74		74		48		6		6

						⑦		3‐9215‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ80 後出 取出内扉(蝶番付、錠なし) 左 ジョウ		購入時期をご確認ください。 コウニュウ ジキ カクニン		10,000				(ｺｰﾜ)		392150		ｺﾙﾃﾞｨｱ80 左開後出 取出口内扉(錠なし)		41		購入時期確認 コウニュウ ジキ カクニン										392151		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ80 左開後出 取出口内扉(錠なし)		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ80 後 取出 内扉(蝶番付、錠なし) 左		45				11000		3400		3000		1000				73		73		75		75		49		7		7

						⑧		3‐9202‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ100 後出 宅配投函扉(蝶番付･ｼｽﾃﾑ付、印なし)右 トビラ チョウバン ツキ ツキ ナシ		色をご指定ください。
購入時期をご確認ください。 イロ シテイ コウニュウ ジキ カクニン		37,000				(ｺｰﾜ)		392020		ｺﾙﾃﾞｨｱ100 右開後出 宅配投函口蓋 ｼｽﾃﾑ付		50		購入時期確認、
「ｼｽﾃﾑ」：扉裏についている施錠ｼｽﾃﾑ コウニュウ ジキ カク�� ��� �� 		ｼｽﾃﾑ・ｼｽﾃﾑｶﾊﾞｰ付、受領印なし ツキ ジュリョウイン		「ｼｽﾃﾑ」：扉裏についている施錠ｼｽﾃﾑ トビラ						392021		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100 右開後出 宅配投函口蓋 ｼｽﾃﾑ付		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100 後 宅配 投函扉(蝶番･ｼｽﾃﾑ付) 右		45		印なし → （省略） イン		40800		15300		13800		1000				74		74		76		76		50		8		8

						⑨		3‐9203‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ100 後出 宅配投函扉(蝶番付･ｼｽﾃﾑ付、印なし)左 トビラ ツキ イン		色をご指定ください。
購入時期をご確認ください。 イロ シテイ コウニュウ ジキ カクニン		37,000				(ｺｰﾜ)		392030		ｺﾙﾃﾞｨｱ100 左開後出 宅配投函口蓋 ｼｽﾃﾑ付		50		購入時期確認、
「ｼｽﾃﾑ」：扉裏についている施錠ｼｽﾃﾑ コウニュウ ジキ カク�� ��� �� 		ｼｽﾃﾑ・ｼｽﾃﾑｶﾊﾞｰ付、受領印なし ツキ ジュリョウイン		「ｼｽﾃﾑ」：扉裏についている施錠ｼｽﾃﾑ トビラ						392031		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100 左開後出 宅配投函口蓋 ｼｽﾃﾑ付		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100 後 宅配 投函扉(蝶番･ｼｽﾃﾑ付) 左		45		印なし → （省略） イン		40800		15300		13800		1000				75		75		77		77		51		9		9

						⑩		3‐9204‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ有 後出 取出外扉(蝶番付、錠なし) 右 ツキ ジョウ		色をご指定ください。
購入時期をご確認ください。 イロ シテイ コウニュウ ジキ カクニン		33,800				(ｺｰﾜ)		392040		ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ有 右開後出 取出口外扉(錠なし)		48		購入時期確認 コウニュウ ジキ カクニン										392041		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ有 右開後出 取出口外扉(錠なし)		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ有 後 取出 外扉(蝶番付、錠無) 右 ナシ		50				33800		12500		12500		1000				76		76		78		78		52		10		10

						⑪		3‐9205‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ有 後出 取出外扉(蝶番付、錠なし) 左 ジョウ		色をご指定ください。
購入時期をご確認ください。 イロ シテイ コウニュウ ジキ カクニン		33,800				(ｺｰﾜ)		392050		ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ有 左開後出 取出口外扉(錠なし)		48		購入時期確認 コウニュウ ジキ カクニン										392051		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ有 左開後出 取出口外扉(錠なし)		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ有 後 取出 外扉(蝶番付、錠無) 左 ナシ		50				33800		12500		12500		1000				77		77		79		79		53		11		11

						⑫		3‐9206‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ有 後出 取出内扉(蝶番付、錠なし) 右 ジョウ		購入時期をご確認ください。 コウニュウ ジキ カクニン		11,800				(ｺｰﾜ)		392060		ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ有 右開後出 取出口内扉(錠なし)		48		購入時期確認 コウニュウ ジキ カクニン										392061		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ有 右開後出 取出口内扉(錠なし)		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ有 後 取出 内扉(蝶番付、錠無) 右 ナシ		50				16000		5400		3700		1000				78		78		80		80		54		12		12

						⑬		3‐9207‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ有 後出 取出内扉(蝶番付、錠なし) 左 ジョウ		購入時期をご確認ください。 コウニュウ ジキ カクニン		11,800				(ｺｰﾜ)		392070		ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ有 左開後出 取出口内扉(錠なし)		48		購入時期確認 コウニュウ ジキ カクニン										392071		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ有 左開後出 取出口内扉(錠なし)		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ有 後 取出 内扉(蝶番付、錠無) 左 ナシ		50				16000		5400		3700		1000				79		79		81		81		55		13		13

						⑭		3‐9208‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ無 後出 取出扉(蝶番付、錠なし) 右 トビラ ジョウ		色をご指定ください。
購入時期をご確認ください。 イロ シテイ コウニュウ ジキ カクニン		26,000				(ｺｰﾜ)		392080		ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ無 右開後出 取出口蓋(錠なし)		46		購入時期確認 コウニュウ ジキ カクニン										392081		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ無 右開後出 取出口蓋(錠なし)		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ無 後 取出扉(蝶番付、錠なし) 右		49				32500		12000		9400		1000				80		80		82		82		56		14		14

						⑮		3‐9209‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ無 後出 取出扉(蝶番付、錠なし) 左 トビラ ジョウ		色をご指定ください。
購入時期をご確認ください。 イロ シテイ コウニュウ ジキ カクニン		26,000				(ｺｰﾜ)		392090		ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ無 左開後出 取出口蓋(錠なし)		46		購入時期確認 コウニュウ ジキ カクニン										392091		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ無 左開後出 取出口蓋(錠なし)		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100ﾎﾟｽﾄ無 後 取出扉(蝶番付、錠なし) 左		49				32500		12000		9400		1000				81		81		83		83		57		15		15

				錠など ジョウ		⑯		3‐9499‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ 後出 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(10桁) 大型 右 オオガタ				7,000				(ｺｰﾜ)		394990		新　12/18追加 シン ツイカ		39						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ		【仕入先名称： ｺｰﾜｿﾆｱ製 KEY-06 大型Ф38】
・品名に「KEY-06」は入れない（ﾀﾞｲﾔﾙ錠、KEY-06、大型でWEB検察するとｺｰﾜｿﾆｱが出てきてしまう。KEY-06を入れなければ出てこない）
・今のところｺｰﾜで大型はKEY-06だけ(？)のため品名に「KEY-06」は不要
・「ﾀﾞｲﾔﾙ錠解錠番号」資料では「大型ﾀﾞｲﾔﾙ錠」 シイレ サキ メイショウ セイ オオガタ ヒンメイ イ ジョウ オオガタ ケンサツ デ イ デ イマ オオガタ ヒンメイ フヨウ ジョウ カイジョウ バンゴウ シリョウ オオガタ ジョウ						新 シン		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 後 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(10桁) 大型 右		42				7000		2000		2000		800		0		82		82		84		84		64		22		22

						⑰		3‐9500‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ 後出 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(10桁) 大型 左 オオガタ				7,000				(ｺｰﾜ)		395000		新 シン		39						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ		　〃						新 シン		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 後 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(10桁) 大型 左		42				7000		2000		2000		800		0		83		83		85		85		65		23		23

						⑱		3‐9501‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ 80 後出 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱ×2付) 右 ウシロ ヒョウジュン				5,800				(ｺｰﾜ)		395010		新　12/18追加 シン ツイカ		41				前出（郵便ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ、宅配取出扉）、後出（ﾎﾟｽﾄ有：取出内扉、ﾎﾟｽﾄ無：取出扉） 共通 マエ ダシ ユウビン タクハイ トリダ トビラ ウシロ ダシ ア トリダ ウチ トビラ ナ トリダシ キョウツウ		※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ				宅配用ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠×1､ｽﾍﾟｱｷｰ×2､※止金付				新 シン		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 80 後 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱ×2付) 右 ヒョウジュン		44				5800		1500		1500		800		0		84		84		86		86		68		28		28

						⑲		3‐9502‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ 80 後出 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱ×2付) 左 ウシロ ヒョウジュン ヒダリ				5,800				(ｺｰﾜ)		395020		新　12/18追加 シン ツイカ		41				前出（郵便ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ、宅配取出扉）、後出（ﾎﾟｽﾄ有：取出内扉、ﾎﾟｽﾄ無：取出扉） 共通 マエ ダシ ユウビン タクハイ トリダ トビラ ウシロ ダシ ア トリダ ウチ トビラ ナ トリダシ キョウツウ		※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ				〃				新 シン		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 80 後 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱ×2付) 左 ヒョウジュン ヒダリ		44								1500		800		0		85		85		87		87		69		29		29

						⑳		3‐9503‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ 80 後出 ｽﾍﾟｱｷｰ(×1) ウシロ ダシ		鍵番号をご確認ください
例：○○○（※数字3桁）　
（ｷｰに刻印やﾎﾟｽﾄ内部側面ｼｰﾙに表記があります） カギ バンゴウ カクニン コクイン ソクメン ヒョウキ		3,900				(ｺｰﾜ)		395030		新　12/18追加 シン ツイカ		26		鍵NO.確認　錠番号○○○ カギ カクニン ジョウ バンゴウ		※在庫注意（殆どの鍵No.揃えているが、在庫ない場合は取寄せとなり納期2週間程度必要） ホトン トリヨ シュウカン ヒツヨウ		※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ				ｽﾍﾟｱｷｰ×1				(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ ｽﾍﾟｱｷｰ(1本)		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 80 後 ｽﾍﾟｱｷｰ(×1)		29				3900		750		750		800				86		86		88		88		70		30		30

						㉑		3‐9504‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ 100ﾎﾟｽﾄ有 後出 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱ×2付) 右 ア ウシロ ヒョウジュン				5,800				(ｺｰﾜ)		395040		新　12/18追加 シン ツイカ		48				前出（郵便ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ、宅配取出扉）、後出（ﾎﾟｽﾄ有：取出内扉、ﾎﾟｽﾄ無：取出扉） 共通 マエ ダシ ユウビン タクハイ トリダ トビラ ウシロ ダシ ア トリダ ウチ トビラ ナ トリダシ キョウツウ		※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ				宅配用ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠×1､ｽﾍﾟｱｷｰ×2､※止金付				新 シン		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 100ﾎﾟｽﾄ有 後 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱ×2付)右 ア ヒョウジュン		50				5800		1500		1500		800		0		87		87		89		89		71		31		31

						㉒		3‐9505‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ 100ﾎﾟｽﾄ有 後出 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱ×2付) 左 ア ウシロ ヒョウジュン ヒダリ				5,800				(ｺｰﾜ)		395050		新　12/18追加 シン ツイカ		48				前出（郵便ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ、宅配取出扉）、後出（ﾎﾟｽﾄ有：取出内扉、ﾎﾟｽﾄ無：取出扉） 共通 マエ ダシ ユウビン タクハイ トリダ トビラ ウシロ ダシ ア トリダ ウチ トビラ ナ トリダシ キョウツウ		※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ				〃				新 シン		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 100ﾎﾟｽﾄ有 後 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱ×2付)左 ア ヒョウジュン ヒダリ		50								1500		800		0		88		88		90		90		72		32		32

						㉓		3‐9506‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ 100ﾎﾟｽﾄ有 後出 ｽﾍﾟｱｷｰ(×1) ア ウシロ		鍵番号をご確認ください
例：○○○（※数字3桁）　
（ｷｰに刻印やﾎﾟｽﾄ内部側面ｼｰﾙに表記があります） カギ バンゴウ カクニン コクイン ソクメン ヒョウキ		3,900				(ｺｰﾜ)		395060		新　12/18追加 シン ツイカ		33		鍵NO.確認　錠番号○○○ カギ カクニン ジョウ バンゴウ		※在庫注意（殆どの鍵No.揃えているが、在庫ない場合は取寄せとなり納期2週間程度必要） ホトン トリヨ シュウカン ヒツヨウ		※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ				ｽﾍﾟｱｷｰ×1				(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ ｽﾍﾟｱｷｰ(1本)		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 100ﾎﾟｽﾄ有 後 ｽﾍﾟｱｷｰ(×1) ア		36				3900		750		750		800				89		89		91		91		73		33		33

						㉔		3‐9507‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ 100ﾎﾟｽﾄ無 後出 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱ×2付) 右 ナシ ウシロ ヒョウジュン				5,800				(ｺｰﾜ)		395070		新　12/18追加 シン ツイカ		48				前出（郵便ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ、宅配取出扉）、後出（ﾎﾟｽﾄ有：取出内扉、ﾎﾟｽﾄ無：取出扉） 共通 マエ ダシ ユウビン タクハイ トリダ トビラ ウシロ ダシ ア トリダ ウチ トビラ ナ トリダシ キョウツウ		※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ				宅配用ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠×1､ｽﾍﾟｱｷｰ×2､※止金付				新 シン		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 100ﾎﾟｽﾄ無 後 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱ×2付)右 ヒョウジュン		50				5800		1500		1500		800		0		90		90		92		92		74		34		34

						㉕		3‐9508‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ 100ﾎﾟｽﾄ無 後出 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱ×2付) 左 ナシ ウシロ ヒョウジュン ヒダリ				5,800				(ｺｰﾜ)		395080		新　12/18追加 シン ツイカ		48				前出（郵便ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ、宅配取出扉）、後出（ﾎﾟｽﾄ有：取出内扉、ﾎﾟｽﾄ無：取出扉） 共通 マエ ダシ ユウビン タクハイ トリダ トビラ ウシロ ダシ ア トリダ ウチ トビラ ナ トリダシ キョウツウ		※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ				〃				新 シン		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 100ﾎﾟｽﾄ無 後 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱ×2付)左 ヒョウジュン ヒダリ		50								1500		800		0		91		91		93		93		75		35		35

						㉖		3‐9509‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ 100ﾎﾟｽﾄ無 後出 ｽﾍﾟｱｷｰ(×1) ナシ ウシロ		鍵番号をご確認ください
例：○○○（※数字3桁）　
（ｷｰに刻印やﾎﾟｽﾄ内部側面ｼｰﾙに表記があります） カギ バンゴウ カクニン コクイン ソクメン ヒョウキ		3,900				(ｺｰﾜ)		395090		新　12/18追加 シン ツイカ		33		鍵NO.確認　錠番号○○○ カギ カクニン ジョウ バンゴウ		※在庫注意（殆どの鍵No.揃えているが、在庫ない場合は取寄せとなり納期2週間程度必要） ホトン トリヨ シュウカン ヒツヨウ		※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ				ｽﾍﾟｱｷｰ×1				(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ ｽﾍﾟｱｷｰ(1本)		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 100ﾎﾟｽﾄ無 後 ｽﾍﾟｱｷｰ(×1)		36				3900		750		750		800				92		92		94		94		76		36		36

						㉗		3‐9225‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ100 後出 本体郵便投函下部化粧ﾊﾟﾈﾙ		色をご指定ください。 イロ シテイ		8,800				(ｺｰﾜ)		392250		ｺﾙﾃﾞｨｱ100 後出 本体郵便投函口下部化粧ﾊﾟﾈﾙ		39		色確認 イロ カクニン										392251		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100 後出 本体郵便投函口下部化粧ﾊﾟﾈﾙ		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100 後 本体郵便投函下部 化粧ﾊﾟﾈﾙ		43				6800		1700		2500		1000				93		93		95		95		82		42		42

						㉘		3‐9228‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ 受領印(指定番号なし)				5,300				(ｺｰﾜ)		392280		ｺﾙﾃﾞｨｱ 受領印(指定番号なし)		27												392281		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 受領印(指定番号なし)		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 受領印(指定番号なし)		32				5300		1300		1300		800				94		94		96		96		-

						㉙		3‐9229‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ 受領印ｽﾄﾗｯﾌﾟ				2,500				(ｺｰﾜ)		392290		ｺﾙﾃﾞｨｱ 受領印ｽﾄﾗｯﾌﾟ		19												392291		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 受領印ｽﾄﾗｯﾌﾟ		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 受領印ｽﾄﾗｯﾌﾟ		24				2500		200		200		800				95		95		97		97		-

						㉚		3‐9230‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ 転写ｼｰﾙｾｯﾄ(MAIL便ﾛｺﾞ･ﾒｰﾙ便ﾏｰｸ･宅配BOXﾛｺﾞ) テンシャ ビン ビン		購入時期をご確認ください。 コウニュウ ジキ カクニン		2,800				(ｺｰﾜ)		392300		ｺﾙﾃﾞｨｱ ｼｰﾙ(MAILBOX･ﾒｰﾙﾏｰｸ･宅配BOX)		48		購入時期確認 コウニュウ ジキ カクニン		○新旧あり（2017.04仕様変更）
旧（MAILBOX･封筒ﾏｰｸ・宅配BOX）、新（MAIL便・SIZE・宅配BOX）
特に指定なければ新仕様で出荷される シンキュウ シヨウ ヘンコウ キュウ フウトウ タクハイ シン ビン タクハイ トク シテイ シン シヨウ シュッカ		品名変更（ｳﾞｨｺDBｼｰﾙと統一） ヒンメイ ヘンコウ トウイツ				新旧ﾌﾗｯﾌﾟ価格も転写ｼｰﾙで価格変更なし。（新旧同価格） ヘンコウ		392301		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ ｼｰﾙ(MAILBOX･ﾒｰﾙﾏｰｸ･宅配BOX)		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 転写ｼｰﾙｾｯﾄ(MAIL便･ﾒｰﾙ便ﾏｰｸ･宅配BOX) タクハイ		47		「ﾛｺﾞ」「ﾏｰｸ」 →（省略）		2500		200

磯村 典子: 寺島 典子:
2018/11/01修正済
200→300（仕入先の間違い）		300

磯村 典子: 寺島 典子:
2018/11/01修正済
200→300（仕入先の間違い）		800				96		96		98		98		-

		品群 ヒン グン		品名 ヒンメイ		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		コルディア前出 マエ		前出 マエ ダ		①		3‐9216‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ80/100 前出 郵便投函蓋（固定ﾋﾟﾝ差込式） フタ コテイ サシコミ シキ		色をご指定ください。
購入時期をご確認ください。 イロ シテイ コウニュウ ジキ カクニン		9,000				(ｺｰﾜ)		392160		ｺﾙﾃﾞｨｱ80/100前出 郵便投函口		45		購入時期確認 コウニュウ ジキ カクニン		ﾏｸﾞﾈｯﾄ：開いた状態で保持する
（後出：使用なし、前出：付）
固定ﾋﾟﾝ差込式
（両側のLｱﾝｸﾞﾙに固定されているﾋﾟﾝを、投函蓋の穴に差込んで固定する） ヒライタ イデ ホジスル ： シヨウ ナシ ： ） コテイ		・ｶﾀﾛｸﾞ表記に合わる
2018版は「郵便投函・取出口蓋」
2019版は「郵便投函・取出蓋」
（ｳﾞｨｺ同様）
※字数制限で追加できず ヒョウキ ア バン ユウビン トウカン トリダシグチ フタ バン ユウビン トウカン トリダ フタ ドウヨウ ジスウ セイゲン ツイカ				ﾏｸﾞﾈｯﾄ3個付
(製品は2個､ﾒﾝﾃ用は3個｡細野さん打合せ)		392161		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ80/100前出 郵便投函口		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ80/100 前 郵便 投函蓋（固定ﾋﾟﾝ差込式）		49		【ｺﾙﾃﾞｨｱ、ｹｲﾄ、ｳﾞｨｺ 共通ﾙｰﾙ】
①「後出」「前出」 →「後」「前」
②「宅配」「郵便」 → ＋半角ｽﾍﾟｰｽ
③「取出外扉」 → 「取出 外扉」
④「取出内扉」 → 「取出 内扉」
⑤「印なし」 → （省略）
⑥錠なし → 錠無 キョウツウ ウシロ ダシ マエ ダシ ウシロ ゼン タクハイ ユウビン ハンカク ウチ ウチ イン ジョウ ジョウ ナシ		6800		1700		2600		1000				97		97		99		99		58		16		16

						②		3‐9219‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ80 前出 宅配扉(ｼｽﾃﾑ付、印なし･錠なし） 右 トビラ イン ジョウ		色をご指定ください。
購入時期をご確認ください。 イロ シテイ コウニュウ ジキ カクニン		35,000				(ｺｰﾜ)		392190		ｺﾙﾃﾞｨｱ80 右開前出 宅配口蓋(錠なし) ｼｽﾃﾑ付		47		購入時期確認、
「ｼｽﾃﾑ」：扉裏についている施錠ｼｽﾃﾑ コウニュウ ジキ カク�� ��� �� 		ｼｽﾃﾑ・ｼｽﾃﾑｶﾊﾞｰ付、受領印なし ツキ ジュリョウイン		「ｼｽﾃﾑ」：扉裏についている施錠ｼｽﾃﾑ トビラ						392191		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ80 右開前出 宅配口蓋(錠なし) ｼｽﾃﾑ付		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ80 前 宅配扉(ｼｽﾃﾑ付、錠なし）右		42		印なし → （省略） イン		28300		10300		13000		1000				98		98		100		100		59		17		17

						③		3‐9220‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ80 前出 宅配扉(ｼｽﾃﾑ付、印なし･錠なし） 左 トビラ イン ジョウ		色をご指定ください。
購入時期をご確認ください。 イロ シテイ コウニュウ ジキ カクニン		35,000				(ｺｰﾜ)		392200		ｺﾙﾃﾞｨｱ80 左開前出 宅配口蓋(錠なし) ｼｽﾃﾑ付		47		購入時期確認、
「ｼｽﾃﾑ」：扉裏についている施錠ｼｽﾃﾑ コウニュウ ジキ カク�� ��� �� 		ｼｽﾃﾑ・ｼｽﾃﾑｶﾊﾞｰ付、受領印なし ツキ ジュリョウイン		「ｼｽﾃﾑ」：扉裏についている施錠ｼｽﾃﾑ トビラ						392201		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ80 左開前出 宅配口蓋(錠なし) ｼｽﾃﾑ付		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ80 前 宅配扉(ｼｽﾃﾑ付、錠なし）左		42		印なし → （省略） イン		28300		10300		13000		1000				99		99		101		101		60		18		18

						④		3‐9217‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ100 前出 宅配扉(ｼｽﾃﾑ付、印なし･錠なし） 右 トビラ イン ジョウ		色をご指定ください。
購入時期をご確認ください。 イロ シテイ コウニュウ ジキ カクニン		39,800				(ｺｰﾜ)		392170		ｺﾙﾃﾞｨｱ100 右開前出 宅配口蓋(錠なし) ｼｽﾃﾑ付		48		購入時期確認、
「ｼｽﾃﾑ」：扉裏についている施錠ｼｽﾃﾑ コウニュウ ジキ カク�� ��� �� 		ｼｽﾃﾑ・ｼｽﾃﾑｶﾊﾞｰ付、受領印なし ツキ ジュリョウイン		「ｼｽﾃﾑ」：扉裏についている施錠ｼｽﾃﾑ トビラ						392171		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100 右開前出 宅配口蓋(錠なし) ｼｽﾃﾑ付		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100 前 宅配扉(ｼｽﾃﾑ付、錠なし）右		43		印なし → （省略） イン		40300		15100		14900		1000				100		100		102		102		61		19		19

						⑤		3‐9218‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ100 前出 宅配扉(ｼｽﾃﾑ付、印なし･錠なし） 左 トビラ イン ジョウ		色をご指定ください。
購入時期をご確認ください。 イロ シテイ コウニュウ ジキ カクニン		39,800				(ｺｰﾜ)		392180		ｺﾙﾃﾞｨｱ100 左開前出 宅配口蓋(錠なし) ｼｽﾃﾑ付		48		購入時期確認、
「ｼｽﾃﾑ」：扉裏についている施錠ｼｽﾃﾑ コウニュウ ジキ カク�� ��� �� 		ｼｽﾃﾑ・ｼｽﾃﾑｶﾊﾞｰ付、受領印なし ツキ ジュリョウイン		「ｼｽﾃﾑ」：扉裏についている施錠ｼｽﾃﾑ トビラ						392181		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100 左開前出 宅配口蓋(錠なし) ｼｽﾃﾑ付		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100 前 宅配扉(ｼｽﾃﾑ付、錠なし）左		43		印なし → （省略） イン		40300		15100		14900		1000				101		101		103		103		62		20		20

				錠など ジョウ		⑥		3‐9510‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ 前出 郵便ﾎﾟｽﾄ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱ×2付) マエ ダシ ユウビン ヒョウジュン				5,800				(ｺｰﾜ)		395100		新　12/18追加 シン ツイカ		44				前出（郵便ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ、宅配取出扉）、後出（ﾎﾟｽﾄ有：取出内扉、ﾎﾟｽﾄ無：取出扉） 共通 マエ ダシ ユウビン タクハイ トリダ トビラ ウシロ ダシ ア トリダ ウチ トビラ ナ トリダシ キョウツウ		※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ				郵便用ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠×1､ｽﾍﾟｱｷｰ×2､※止金付				新 シン		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 前 郵便 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱ×2付) マエ ユウビン ヒョウジュン		43		「郵便ﾎﾟｽﾄ」→「郵便」 ユウビン ユウビン		5800		1500		1500		800		0		102		102		104		104		77		37		37

						⑦		3‐9511‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ 前出 郵便ﾎﾟｽﾄ ｽﾍﾟｱｷｰ(×1) マエ ユウビン		鍵番号をご確認ください
例：○○○（※数字3桁）　
（ｷｰに刻印やﾎﾟｽﾄ内部側面ｼｰﾙに表記があります） カギ バンゴウ カクニン コクイン ソクメン ヒョウキ		3,900				(ｺｰﾜ)		395110		新　12/18追加 シン ツイカ		32		鍵NO.確認　錠番号○○○ カギ カクニン ジョウ バンゴウ		※在庫注意（殆どの鍵No.揃えているが、在庫ない場合は取寄せとなり納期2週間程度必要） ホトン トリヨ シュウカン ヒツヨウ		※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ				ｽﾍﾟｱｷｰ×1				(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ ｽﾍﾟｱｷｰ(1本)		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 前 郵便 ｽﾍﾟｱｷｰ(×1) 　 ユウビン		31		「郵便ﾎﾟｽﾄ」→「郵便」 ユウビン ユウビン		3900		750		750		800				103		103		105		105		78		38		38

						⑧		3‐9512‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ 前出 宅配ﾎﾞｯｸｽ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱ×2付) 右 マエ タクハイ ヒョウジュン				5,800				(ｺｰﾜ)		395120		新　12/18追加 シン ツイカ		48				前出（郵便ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ、宅配取出扉）、後出（ﾎﾟｽﾄ有：取出内扉、ﾎﾟｽﾄ無：取出扉） 共通 マエ ダシ ユウビン タクハイ トリダ トビラ ウシロ ダシ ア トリダ ウチ トビラ ナ トリダシ キョウツウ		※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ				宅配用ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠×1､ｽﾍﾟｱｷｰ×2､※止金付				新 シン		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 前 宅配 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱ×2付) 右 　 タクハイ ヒョウジュン		46		「宅配ﾎﾞｯｸｽ」→「宅配」 タクハイ タクハイ						1500		800		0		104		104		106		106		79		39		39

						⑨		3‐9513‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ 前出 宅配ﾎﾞｯｸｽ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱ×2付) 左 マエ タクハイ ヒョウジュン ヒダリ				5,800				(ｺｰﾜ)		395130		新　12/18追加 シン ツイカ		48				前出（郵便ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ、宅配取出扉）、後出（ﾎﾟｽﾄ有：取出内扉、ﾎﾟｽﾄ無：取出扉） 共通 マエ ダシ ユウビン タクハイ トリダ トビラ ウシロ ダシ ア トリダ ウチ トビラ ナ トリダシ キョウツウ		※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ				〃				新 シン		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 前 宅配 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱ×2付) 左 　 タクハイ ヒョウジュン ヒダリ		46		「宅配ﾎﾞｯｸｽ」→「宅配」 タクハイ タクハイ						1500		800		0		105		105		107		107		80		40		40

						⑩		3‐9224‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ 前出 宅配ﾎﾞｯｸｽ ｽﾍﾟｱｷｰ(×1) マエ タクハイ		鍵番号をご確認ください
例：○○○（※数字3桁）　
（ｷｰに刻印やﾎﾟｽﾄ内部側面ｼｰﾙに表記があります） カギ バンゴウ カクニン コクイン ソクメン ヒョウキ		3,900				(ｺｰﾜ)		392240		ｺﾙﾃﾞｨｱ ｽﾍﾟｱｷｰ(1本)		33		鍵NO.確認　錠番号○○○ カギ カクニン ジョウ バンゴウ		※在庫注意（殆どの鍵No.揃えているが、在庫ない場合は取寄せとなり納期2週間程度必要） ホトン トリヨ シュウカン ヒツヨウ		※品名変更 ヒンメイ ヘンコウ						392241		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ ｽﾍﾟｱｷｰ(1本)		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 前 宅配 ｽﾍﾟｱｷｰ(×1) 　 タクハイ		31		「宅配ﾎﾞｯｸｽ」→「宅配」 タクハイ タクハイ		3900		750		750		800				106		106		108		108		81		41		41

						⑪		3‐9226‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ100 前出 郵便ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ用 化粧ﾊﾟﾈﾙ ヨウ		色をご指定ください。 イロ シテイ		8,800				(ｺｰﾜ)		392260		ｺﾙﾃﾞｨｱ100 前出 郵便ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ化粧ﾊﾟﾈﾙ		38		色確認 イロ カクニン						※「用」+半角ｽﾍﾟｰｽ（見易く） ヨウ ハンカク ミヤス				392261		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100 前出 郵便ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ化粧ﾊﾟﾈﾙ		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ100 前 郵便 ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ用 化粧ﾊﾟﾈﾙ ヨウ		42				6800		1700		2500		1000				107		107		109		109		83		43		43

						⑫		3‐9228‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ 受領印(指定番号なし)				5,300				(ｺｰﾜ)		392280		ｺﾙﾃﾞｨｱ 受領印(指定番号なし)		27												392281		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 受領印(指定番号なし)		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 受領印(指定番号なし)		32				5300		1300		1300		800				108		108		110		110		85		45		45

						⑬		3‐9229‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ 受領印ｽﾄﾗｯﾌﾟ				2,500				(ｺｰﾜ)		392290		ｺﾙﾃﾞｨｱ 受領印ｽﾄﾗｯﾌﾟ		19												392291		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 受領印ｽﾄﾗｯﾌﾟ		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 受領印ｽﾄﾗｯﾌﾟ		24				2500		200		200		800				109		109		111		111		86		46		46

						⑭		3‐9230‐0		ｺﾙﾃﾞｨｱ 転写ｼｰﾙｾｯﾄ(MAIL便ﾛｺﾞ･ﾒｰﾙ便ﾏｰｸ･宅配BOXﾛｺﾞ) テンシャ ビン ビン		購入時期をご確認ください。 コウニュウ ジキ カクニン		2,800				(ｺｰﾜ)		392300		ｺﾙﾃﾞｨｱ ｼｰﾙ(MAILBOX･ﾒｰﾙﾏｰｸ･宅配BOX)		48		購入時期確認 コウニュウ ジキ カクニン		○新旧あり（2017.04仕様変更）
旧（MAILBOX･封筒ﾏｰｸ・宅配BOX）、新（MAIL便・SIZE・宅配BOX）
特に指定なければ新仕様で出荷される シンキュウ シヨウ ヘンコウ キュウ フウトウ タクハイ シン ビン タクハイ トク シテイ シン シヨウ シュッカ		品名変更（ｳﾞｨｺDBｼｰﾙと統一） ヒンメイ ヘンコウ トウイツ				新旧ﾌﾗｯﾌﾟ価格も転写ｼｰﾙで価格変更なし。（新旧同価格） ヘンコウ		392301		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ ｼｰﾙ(MAILBOX･ﾒｰﾙﾏｰｸ･宅配BOX)		(ｺｰﾜ)ｺﾙﾃﾞｨｱ 転写ｼｰﾙｾｯﾄ(MAIL便･ﾒｰﾙ便ﾏｰｸ･宅配BOX) タクハイ		47		「ﾛｺﾞ」「ﾏｰｸ」 →（省略）		2500		200

磯村 典子: 寺島 典子:
2018/11/01修正済
200→300（仕入先の間違い）		300

磯村 典子: 寺島 典子:
2018/11/01修正済
200→300（仕入先の間違い）		800				110		110		112		112		87		47		47

		品群 ヒン グン		品名 ヒンメイ		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		ケイト		ﾎﾟｽﾄ有 ア		①		3‐9316‐0		ｹｲﾄ 郵便投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付) コテイ		色をご指定ください。
購入時期をご確認ください。 イロ シテイ コウニュウ ジキ カクニン		6,300				(曽我)		393160		ｹｲﾄ 郵便投函口蓋(蝶番付)		31		購入時期確認、色確認 コウニュウ ジキ カクニン イロ カクニン		蓋：新旧あり ※互換性なし
（ﾋﾝｼﾞ部位置が外側へ移動）
固定ﾋﾟﾝ：新旧あり ※互換性なし
（旧：樹脂ｷｬｯﾌﾟ→新：Eﾘﾝｸﾞ） フタ シンキュウ ゴカンセイ ブ イチ ソトガワ イドウ ピン シンキュウ ゴカンセイ キュウ ジュシ シン		○新旧あり（2018年6月頃樹脂ｷｬｯﾌﾟ→Eﾘﾝｸﾞ。注文時新旧指示要。） シンキュウ				固定ﾋﾟﾝ(Eﾘﾝｸﾞ､ﾜｯｼｬｰ)付		393161		(曽我)ｹｲﾄ 郵便投函口蓋(蝶番付)		(曽我)ｹｲﾄ 郵便 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付)		38				6300		1500		1500		1000				111		111		113		113		88		149		149

						②		3‐9317‐0		ｹｲﾄ 郵便取出扉(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付､錠なし) トビラ コテイ		色をご指定ください。
購入時期をご確認ください。 イロ シテイ コウニュウ ジキ カクニン		11,300				(曽我)		393170		ｹｲﾄ 郵便取出口蓋(蝶番付､錠なし)		38		購入時期確認、色確認 コウニュウ ジキ カクニン イロ カクニン		蓋：新旧あり ※互換性なし
（ﾋﾝｼﾞ部位置が外側へ移動）
固定ﾋﾟﾝ：新旧あり ※互換性なし
（旧：樹脂ｷｬｯﾌﾟ→新：Eﾘﾝｸﾞ） フタ シンキュウ ゴカンセイ ブ イチ ソトガワ イドウ ピン シンキュウ ゴカンセイ キュウ ジュシ シン						固定ﾋﾟﾝ(Eﾘﾝｸﾞ､ﾜｯｼｬｰ)付		393171		(曽我)ｹｲﾄ 郵便取出口蓋(蝶番付､錠なし)		(曽我)ｹｲﾄ 郵便 取出扉(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付､錠なし) コテイ		45				6300		1500		3500		1000				112		112		114		114		89		150		150

						③		3‐9318‐0		ｹｲﾄ 郵便取出扉用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ トビラ				3,300				(曽我)		393180		ｹｲﾄ 郵便取出口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		22												393181		(曽我)ｹｲﾄ 郵便取出口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(曽我)ｹｲﾄ 郵便 取出扉用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		29				3300		300		300		1000				113		113		115		115		90		151		151

				ﾎﾟｽﾄ有・無
共通 ナ キョウツウ		④		3‐9319‐0		ｹｲﾄ 宅配投函･取出扉(ｽﾗｲﾄﾞ蝶番付､印なし･錠なし) 右 トビラ イン		色をご指定ください。 イロ シテイ		52,500

平野 勝矢: 変更依頼済　4/1予定				(曽我)		393190		ｹｲﾄ 宅配投函･取出口蓋(蝶番付､錠なし) 右開		49		色確認 イロ カクニン		●2ヵ所の錠を1つのｷｰで開くためには、「錠同番号2個ｾｯﾄを注文する」か「1個注文+1個既存の錠を付け直す」
※納期注意：状況次の製作時に一緒に作成。鍵番号を指定してもしなくても工程上最低約１ヶ月。最長6ヶ月 ジョウ ドウ バンゴウ コ チュウモン コ チュウモン コ ノウキ チュウイ ジョウキョウ		※設計価格（+仕切価格）変更
設計7,500円（仕切4,125円）→設計20,000円（仕切11,000円） セッケイ カカク シキリ カカク ヘンコウ セッケイ エン シキリ エン セッケイ エン シキリ エン				受領印なし ジュリョウイン		393191		(曽我)ｹｲﾄ 宅配投函･取出口蓋(蝶番付､錠なし) 右開		(曽我)ｹｲﾄ 宅配扉(ｽﾗｲﾄﾞ蝶番付､錠なし) 右		39		印なし→（省略）
投函・取出→（省略） イン トウカン トリダ		7500		20000		20000

平野 勝矢: P-1修正済		1000				114		114		116		116		91		152		152

						⑤		3‐9320‐0		ｹｲﾄ 宅配投函･取出扉(ｽﾗｲﾄﾞ蝶番付､印なし･錠なし) 左 トビラ イン		色をご指定ください。 イロ シテイ		52,500

平野 勝矢: 変更依頼済　4/1予定				(曽我)		393200		ｹｲﾄ 宅配投函･取出口蓋(蝶番付､錠なし) 左開		49		色確認 イロ カクニン		●2ヵ所の錠を1つのｷｰで開くためには、「錠同番号2個ｾｯﾄを注文する」か「1個注文+1個既存の錠を付け直す」
※納期注意：状況次の製作時に一緒に作成。鍵番号を指定してもしなくても工程上最低約１ヶ月。最長6ヶ月 ジョウ ドウ バンゴウ コ チュウモン コ チュウモン コ ノウキ チュウイ ジョウキョウ		※設計価格（+仕切価格）変更
設計7,500円（仕切4,125円）→設計20,000円（仕切11,000円） セッケイ カカク シキリ カカク ヘンコウ セッケイ エン シキリ エン セッケイ エン シキリ エン				受領印なし ジュリョウイン		393201		(曽我)ｹｲﾄ 宅配投函･取出口蓋(蝶番付､錠なし) 左開		(曽我)ｹｲﾄ 宅配扉(ｽﾗｲﾄﾞ蝶番付､錠なし) 左		39		印なし→（省略）
投函・取出→（省略） イン トウカン トリダ		7500		20000		20000

平野 勝矢: P-1修正済		1000				115		115		117		117		92		153		153

						⑥		3‐9321‐0		ｹｲﾄ 宅配投函･取出扉用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番(×2) トビラ				5,000				(曽我)		393210		ｹｲﾄ 宅配投函･取出口蓋用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番		35				■販売単位：1個→2個 ハンバイ タンイ コ コ								393211		(曽我)ｹｲﾄ 宅配投函･取出口蓋用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番		(曽我)ｹｲﾄ 宅配扉用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番(×2)		32		印なし→（省略）
投函・取出→（省略） イン トウカン トリダ		3800		500		1000		1000				116		116		118		118		93		154		154

				錠など ジョウ		⑦		3‐9323‐0		ｹｲﾄ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 止金不要(本体付属) トメガネ フヨウ ホンタイ フゾク				5,000				(曽我)		393230		ｹｲﾄ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ2本付)		48				○左右なし（止金は錠でなく本体付属）
※止金はﾜｲﾔｰで本体に繋がっている（取外しできない）→止金付属不要→左右区別なし。
※錠交換時、止金はﾜｲﾔｰに繋がったまま錠だけを交換する。 サユウ トメガネ ジョウ ホンタイ フゾク トメガネ ホンタイ ツナ トリハズ トメガネ フゾク フヨウ サユウ クベツ ジョウ コウカン ジ		※品名変更（止金不要（本体付属）） ヒンメイ ヘンコウ トメガネ フヨウ ホンタイ フゾク				止金(ﾍﾞﾛｳ)は現場のものを再利用します		393231		(曽我)ｹｲﾄ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ2本付)		(曽我)ｹｲﾄ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱ2付) 止金不要(本体付属) トメガネ フヨウ ホンタイ フゾク		50				5000		1000		1000		1000		0		117		117		119		119		95		158		158

						⑧		3‐9324‐0		ｹｲﾄ ｽﾍﾟｱｷｰ(×2)		鍵番号をご確認ください
例：○○○○-○○○（※数字7桁）　
（ｷｰに刻印やﾎﾟｽﾄ内部側面ｼｰﾙに表記があります） カギ バンゴウ カクニン コクイン ソクメン ヒョウキ		5,000				(曽我)		393240		ｹｲﾄ ｽﾍﾟｱｷｰ(2本ｾｯﾄ)		15		鍵NO.確認　○○○○-○○○ カギ カクニン		※在庫注意（殆どの鍵No.揃えているが、在庫ない場合は取寄せとなり納期2週間程度必要） ホトン トリヨ シュウカン ヒツヨウ								393241		(曽我)ｹｲﾄ ｽﾍﾟｱｷｰ(2本ｾｯﾄ)		(曽我)ｹｲﾄ ｽﾍﾟｱｷｰ(×2)		21				5000		1000		1000		1000				118		118		120		120		96		161		161

						⑨		3‐9325‐0		ｹｲﾄ 受領印（番号指定なし） バンゴウ シテイ				6,300				(曽我)		393250		ｹｲﾄ 受領印		26												393251		(曽我)ｹｲﾄ 受領印		(曽我)ｹｲﾄ 受領印（番号指定なし）		32				6300		1500		1500		1000				119		119		121		121		97		162		162

						⑩		3‐9326‐0		ｹｲﾄ ｻｲﾝｼｰﾙ				3,400				(曽我)		393260		ｹｲﾄ ｻｲﾝｼｰﾙ		10												393261		(曽我)ｹｲﾄ ｻｲﾝｼｰﾙ		(曽我)ｹｲﾄ ｻｲﾝｼｰﾙ		16				3400		350		350		1000				120		120		122		122		98		163		163

						⑪		3‐9327‐0		ｹｲﾄ 本体用補修塗料		色をご指定ください。 イロ シテイ		3,800				(曽我)		393270		ｹｲﾄ 本体補修塗料		18		色確認 イロ カクニン										393271		(曽我)ｹｲﾄ 本体補修塗料		(曽我)ｹｲﾄ 本体用補修塗料		24				3800		500		500		1000				121		121		123		123		99		164		164

						⑫		3‐9407‐0		ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞｾｯﾄ(×2) トウカン フタ コテイ		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		2,800				(曽我)		394070
(再利用) サイリヨウ		新　※11/1廃番済ｺｰﾄﾞを再利用 シン ハイ バン ズミ サイリヨウ		35		対象ﾎﾟｽﾄ：ｳﾞｨｺWH/DB、ｹｲﾄ、ﾃﾗ
ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。 タイショウ		対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ｳﾞｨｺWH/DB、ｹｲﾄ、ﾃﾗ
※（ｺｰﾜ）ｼﾙﾄ　←要：仕入先別ｺｰﾄﾞ タイショウ ソガ ヨウ シイレ サキ ベツ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ		※「用」+半角ｽﾍﾟｰｽ（見易く）
※11/1廃番済ｺｰﾄﾞ再利用
（売上実績なし、ｺｰﾄﾞが大幅に飛ぶのをさける、ため） ヨウ ハンカク		固定ﾋﾟﾝ・Eﾘﾝｸﾞ・ﾜｯｼｬｰのｾｯﾄ		394071		新 シン		(曽我)ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞｾｯﾄ(×2)		41		半角ｽﾍﾟｰｽ追加 ハンカク ツイカ						100		1000		1		122		122		378		368		388		252		252

		品群 ヒン グン		品名 ヒンメイ		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		アンテ		アンテ		①		3‐9457‐0		ｱﾝﾃ 投函ﾌﾗｯﾌﾟ(軸棒付) ジク ボウ ツキ		色をご指定ください。 イロ シテイ		7,300				(高岡)		394570		ｱﾝﾃ 投函口蓋		21						2019ｶﾀﾛｸﾞ表記変更（投函口蓋→ﾌﾗｯﾌﾟ）※部品は敢えて「投函」付
（ｸﾃｨ、ﾙｰｼﾞｭ、ｸﾞﾗﾌｨｱ、ﾘｰﾀﾞｻｽ、ｵｽﾄ、ｱﾝﾃ） ヒョウキ ヘンコウ トウカン グチ フタ						394571
↓変更
394581 ヘンコウ		(高岡)ｱﾝﾃ 投函口蓋		(高岡)ｱﾝﾃ 投函ﾌﾗｯﾌﾟ(軸棒付)		27				7300		1900		1900		1000				123		123		124		124		100		312		311

						②		3‐9459‐0		ｱﾝﾃ 取出扉用ﾏｸﾞﾈｯﾄ トビラ				2,900				(高岡)		394590		ｱﾝﾃ 取出口蓋ﾏｸﾞﾈｯﾄ		18										ﾏｸﾞﾈｯﾄｷｬｯﾁ･取付ねじ【小ねじﾄﾗｽM4L7､袋ﾅｯﾄM4 各2個】		394591		(高岡)ｱﾝﾃ 取出口蓋ﾏｸﾞﾈｯﾄ		(高岡)ｱﾝﾃ 取出扉用ﾏｸﾞﾈｯﾄ		24				2900		150		150		1000				124		124		125		125		102		315		313

						③		3‐9537‐0		ｱﾝﾃ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 右				5,100				(高岡)		395370		新　追加 シン ツイカ		28						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ										(高岡)ｱﾝﾃ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 右		34				5100		1010		1010		1000		0		125		125		126		126		104		317		315

						④		3‐9538‐0		ｱﾝﾃ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 左				5,100				(高岡)		395380		新 12/25ｺｰﾄﾞ番号追加 シン バンゴウ ツイカ		28						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ										(高岡)ｱﾝﾃ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 左		34						1010		1010		1000		0		126		126		127		127		105		318		316

						⑤		3‐9486‐0		ｱﾝﾃ/ﾚﾌｨﾅ/ｸﾃｨ2B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 右		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		3,700				(ｺｰﾜ)		394860		ｱﾝﾃ/ﾚﾌｨﾅ/ｸﾃｨ2B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄR		42				“「ｱﾙﾌｧ錠」「ｳｴｽﾄ錠」同価格で良いのでは？（確認案内の工数削減できる）”希望あり。寺島 ジョウ ジョウ オナ カカク ヨ カクニン アンナイ コウスウ サクゲン キボウ テラシマ		変更：「LRDU」→「左右下上」
（「上下左右」表記に統一、「「LRDU」より「左右下上」が分かり易い、ため変更） ヘンコウ ヒダリ ミギ シタ ウエ ジョウゲ サユウ ヒョウキ トウイツ ワ ヤス ヘンコウ		※現在は「社内：社外＝１：１」のみのため、専用ｺｰﾄﾞ追加登録中止 ゲンザイ シャナイ シャガイ センヨウ ツイカ トウロク チュウシ		〃		394861		(ｺｰﾜ)ｱﾝﾃ/ﾚﾌｨﾅ/ｸﾃｨ2B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 右		(ｺｰﾜ)ｱﾝﾃ/ﾚﾌｨﾅ/ｸﾃｨ2B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 右 ミギ		47				5000		650		650

平野 勝矢: 在庫するかどうか		800

平野 勝矢: 送料要確認				127		127		128		-		-

						⑥		3‐9485‐0		ｱﾝﾃ/ﾚﾌｨﾅ 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 左		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		3,700				(ｺｰﾜ)		394850		ｱﾝﾃ/ﾚﾌｨﾅ 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄL		36				●「回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠（12桁）」：共通ｺｰﾄﾞ
（ﾕﾆｿﾝ在庫品。管理上の必要性のため共通ｺｰﾄﾞ） カイテン シキ ジョウ ケタ キョウツウ ザイコ ヒン カンリ ジョウ タメ キョウツウ		変更：「LRDU」→「左右下上」
（「上下左右」表記に統一、「「LRDU」より「左右下上」が分かり易い、ため変更） ヘンコウ ヒダリ ミギ シタ ウエ ジョウゲ サユウ ヒョウキ トウイツ ワ ヤス ヘンコウ		※現在は「社内：社外＝１：１」のみのため、専用ｺｰﾄﾞ追加登録中止 ゲンザイ シャナイ シャガイ センヨウ ツイカ トウロク チュウシ		※在庫していませんが箱単位(132ｹ)で購入し､箱単位で販売する事は可能です｡		394851		(ｺｰﾜ)ｱﾝﾃ/ﾚﾌｨﾅ 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 左		(ｺｰﾜ)ｱﾝﾃ/ﾚﾌｨﾅ 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 左 ヒダリ		41				5000		650		650

平野 勝矢: 在庫するかどうか		800

平野 勝矢: 送料要確認				128		128		129		-		-

						⑦		3‐9461‐0		ｱﾝﾃ 透明ｱｸﾘﾙ板 トウメイ イタ				3,400				(高岡)		394610		ｱﾝﾃ 郵便物確認窓用透明ｱｸﾘﾙ版		14				※「（ｻｲﾝｼｰﾙを貼る）透明ｱｸﾘﾙ板」と「郵便物確認窓」の両方ともｱｸﾘﾙ製の板 ハ トウメイ バン リョウホウ セイ イタ								394611		(高岡)ｱﾝﾃ 郵便物確認窓用透明ｱｸﾘﾙ版		(高岡)ｱﾝﾃ 透明ｱｸﾘﾙ板		20				3400		350		350		1000				129		129		130		128		106		319		317

						⑧		3‐9462‐0		ｱﾝﾃ ｻｲﾝｼｰﾙ				4,000				(高岡)		394620		ｱﾝﾃ ｻｲﾝｼｰﾙ		10												394621		(高岡)ｱﾝﾃ ｻｲﾝｼｰﾙ		(高岡)ｱﾝﾃ ｻｲﾝｼｰﾙ		16				4000		600		600		1000				130		130		131		129		107		320		318

						⑨		3‐9463‐0		ｱﾝﾃ 投函ﾌﾗｯﾌﾟ･取出扉用補修塗料 トリダ トビラ		色をご指定ください。 イロ シテイ		5,000				(高岡)		394630		ｱﾝﾃ 投函口･取出口蓋補修塗料		30		色確認 イロ カクニン				2019ｶﾀﾛｸﾞ表記変更（投函口蓋→ﾌﾗｯﾌﾟ）※部品は敢えて「投函」付
（ｸﾃｨ、ﾙｰｼﾞｭ、ｸﾞﾗﾌｨｱ、ﾘｰﾀﾞｻｽ、ｵｽﾄ、ｱﾝﾃ） ヒョウキ ヘンコウ トウカン グチ フタ				補修塗料  (ｵﾚﾝｼﾞ･ｼﾙﾊﾞｰ･ﾌﾞﾗｯｸ･ﾌﾞﾗｳﾝ)		394631		(高岡)ｱﾝﾃ 投函口･取出口蓋補修塗料		(高岡)ｱﾝﾃ 投函ﾌﾗｯﾌﾟ･取出扉用補修塗料		36				5000		1000		1000		1000				131		131		132		130		108		321		319

						⑩		3‐9464‐0		ｱﾝﾃ 本体用補修塗料				5,000				(高岡)		394640		ｱﾝﾃ 本体補修塗料		18		色確認 イロ カクニン								補修塗料(本体用ﾌﾞﾗｯｸ)		394641		(高岡)ｱﾝﾃ 本体補修塗料		(高岡)ｱﾝﾃ 本体用補修塗料		24				5000		1000		1000		1000				132		132		133		131		109		322		320

		品群 ヒン グン		品名 ヒンメイ		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		イオス		ﾋﾟｯﾄ/ｸﾘｯﾌﾟ		①		3‐9412‐0		ｲｵｽﾋﾟｯﾄ/ｸﾘｯﾌﾟ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･ﾎﾞﾙﾄ付) コテイ ツキ				13,700				(勝原)		394120		ｲｵｽﾋﾟｯﾄ/ｸﾘｯﾌﾟ 投函口蓋		36										投函口蓋(ｸｯｼｮﾝ付)1ｾｯﾄ　M3六角穴付ﾎﾞﾀﾝﾎﾞﾙﾄ2個　ｽﾍﾟｰｻｰ2個 トウカン グチ フタ ツキ ロッカク アナ ツ コ コ		394121		(勝原)ｲｵｽﾋﾟｯﾄ/ｸﾘｯﾌﾟ 投函口蓋		(勝原)ｲｵｽﾋﾟｯﾄ/ｸﾘｯﾌﾟ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･ﾎﾞﾙﾄ付)		42				13700		4800		4800		650				133		133		134		132		110		257		257

						②		3‐9413‐0		ｲｵｽﾋﾟｯﾄ/ｸﾘｯﾌﾟ 投函蓋用ﾛｰﾀﾘｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ				2,900				(勝原)		394130		ｲｵｽﾋﾟｯﾄ/ｸﾘｯﾌﾟ 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		33										ﾛｰﾀﾘｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ1個		394131		(勝原)ｲｵｽﾋﾟｯﾄ/ｸﾘｯﾌﾟ 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(勝原)ｲｵｽﾋﾟｯﾄ/ｸﾘｯﾌﾟ 投函蓋用ﾛｰﾀﾘｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ		39				2900		500		500		650				134		134		135		133		111		258		258

						③		3‐9414‐0		ｲｵｽﾋﾟｯﾄ 取出扉/正面ﾊﾟﾈﾙ 右 トビラ		色をご指定ください。 イロ シテイ		23,000				(勝原)		394140		ｲｵｽﾋﾟｯﾄ 取出口正面ﾊﾟﾈﾙ 右開		26		色確認 イロ カクニン								正面ﾊﾟﾈﾙ(ｽﾃｰ･ﾋﾟｯﾄﾊﾟｰﾂ･M4袋ﾅｯﾄ･M4ﾌﾗﾝｼﾞﾅｯﾄ付)1ｾｯﾄ M4六角穴付ﾎﾞﾙﾄ4個		394141		(勝原)ｲｵｽﾋﾟｯﾄ 取出口正面ﾊﾟﾈﾙ 右開		(勝原)ｲｵｽﾋﾟｯﾄ 取出扉/正面ﾊﾟﾈﾙ 右		32				23000		8550		8550		650				135		135		136		134		114		259		259

						④		3‐9415‐0		ｲｵｽﾋﾟｯﾄ 取出扉/正面ﾊﾟﾈﾙ 左 トビラ		色をご指定ください。 イロ シテイ		23,000				(勝原)		394150		ｲｵｽﾋﾟｯﾄ 取出口正面ﾊﾟﾈﾙ 左開		26		色確認 イロ カクニン								正面ﾊﾟﾈﾙ(ｽﾃｰ･ﾋﾟｯﾄﾊﾟｰﾂ･M4袋ﾅｯﾄ･M4ﾌﾗﾝｼﾞﾅｯﾄ付)1ｾｯﾄ M4六角穴付ﾎﾞﾙﾄ4個		394151		(勝原)ｲｵｽﾋﾟｯﾄ 取出口正面ﾊﾟﾈﾙ 左開		(勝原)ｲｵｽﾋﾟｯﾄ 取出扉/正面ﾊﾟﾈﾙ 左		32				23000		8550		8550		650				136		136		137		135		115		260		260

						⑤		3‐9416‐0		ｲｵｽｸﾘｯﾌﾟ 取出扉/正面ﾊﾟﾈﾙ 右		色をご指定ください。 イロ シテイ		25,400				(勝原)		394160		ｲｵｽｸﾘｯﾌﾟ 取出口正面ﾊﾟﾈﾙ 右開		27		色確認 イロ カクニン								正面ﾊﾟﾈﾙ(ｽﾃｰ･ｸﾘｯﾌﾟﾊﾟｰﾂ･M4ﾌﾗﾝｼﾞﾅｯﾄ･M3六角穴付ﾎﾞﾙﾄ付)1ｾｯﾄ M4六角穴付ﾎﾞﾙﾄ4個		394161		(勝原)ｲｵｽｸﾘｯﾌﾟ 取出口正面ﾊﾟﾈﾙ 右開		(勝原)ｲｵｽｸﾘｯﾌﾟ 取出扉/正面ﾊﾟﾈﾙ 右		33				25400		9500		9500		650				137		137		138		136		118		261		261

						⑥		3‐9417‐0		ｲｵｽｸﾘｯﾌﾟ 取出扉/正面ﾊﾟﾈﾙ 左		色をご指定ください。 イロ シテイ		25,400				(勝原)		394170		ｲｵｽｸﾘｯﾌﾟ 取出口正面ﾊﾟﾈﾙ 左開		27		色確認 イロ カクニン								正面ﾊﾟﾈﾙ(ｽﾃｰ･ｸﾘｯﾌﾟﾊﾟｰﾂ･M4ﾌﾗﾝｼﾞﾅｯﾄ･M3六角穴付ﾎﾞﾙﾄ付)1ｾｯﾄ M4六角穴付ﾎﾞﾙﾄ4個		394171		(勝原)ｲｵｽｸﾘｯﾌﾟ 取出口正面ﾊﾟﾈﾙ 左開		(勝原)ｲｵｽｸﾘｯﾌﾟ 取出扉/正面ﾊﾟﾈﾙ 左		33				25400		9500		9500		650				138		138		139		137		119		262		262

						⑦		3‐9530‐0		ｲｵｽﾋﾟｯﾄ/ｸﾘｯﾌﾟ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠(設定ﾋﾟﾝ付) L322右 ピン				4,900				(勝原)		395300		新　追加 シン ツイカ		50				ｳﾞｨﾙｸ・ﾓﾙﾄ・ﾗﾃﾞｨ：新L345
ｲｵｽ・ｺｼﾞｬｸ・ﾛﾜｰﾙ・ｵｽﾄ：L322
鍵区別のため品番入れる カギ クベツ ヒンバン イ		※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ				ﾊﾟｯｷﾝ1個						(勝原)ｲｵｽ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠(設定ﾋﾟﾝ付) L322 右		47		「ﾋﾟｯﾄ/ｸﾘｯﾌﾟ」削除（文字数超過）
「L322」削除（新旧なく区別必要ない）
※他ﾎﾟｽﾄで新L345あり、区別のため入れる。 サクジョ モジ スウ チョウカ サクジョ シンキュウ クベツ ヒツヨウ ホカ シン クベツ イ		4700		1200		1300		650		0		139		139		140		138		121		264		264

						⑧		3‐9531‐0		ｲｵｽﾋﾟｯﾄ/ｸﾘｯﾌﾟ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠(設定ﾋﾟﾝ付) L322左 ピン				4,900				(勝原)		395310		新 12/25ｺｰﾄﾞ番号追加 シン バンゴウ ツイカ		50				　〃		※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ				ﾊﾟｯｷﾝ1個						(勝原)ｲｵｽ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠(設定ﾋﾟﾝ付) L322 左		47		　〃						1300		650		0		140		140		141		139		122		265		265

						⑨		3‐9419‐0		ｲｵｽﾋﾟｯﾄ/ｸﾘｯﾌﾟ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠用 設定ﾋﾟﾝ				1,700				(勝原)		394190		ｲｵｽﾋﾟｯﾄ/ｸﾘｯﾌﾟ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠番号設定ﾋﾟﾝ		42				●錠（ﾋﾟﾝ付）、ﾋﾟﾝ（単体）：それぞれｺｰﾄﾞ有り ジョウ ツ タンタイ ア				※「用」+半角ｽﾍﾟｰｽ（見易く） ヨウ ハンカク				394191		(勝原)ｲｵｽﾋﾟｯﾄ/ｸﾘｯﾌﾟ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠番号設定ﾋﾟﾝ		(勝原)ｲｵｽ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠用 設定ﾋﾟﾝ		38		「ﾋﾟｯﾄ/ｸﾘｯﾌﾟ」削除（文字数超過）		1700		20		20		650				141		141		142		140		123		266		266

						⑩		3‐9420‐0		ｲｵｽﾋﾟｯﾄ/ｸﾘｯﾌﾟ 取出扉/正面ﾊﾟﾈﾙ用補修塗料 トビラ		色をご指定ください。 イロ シテイ		2,400				(勝原)		394200		ｲｵｽﾋﾟｯﾄ/ｸﾘｯﾌﾟ 取出口正面ﾊﾟﾈﾙ用補修塗料		39		色確認 イロ カクニン								20ml容器(塗料入)1個 筆1個		394201		(勝原)ｲｵｽﾋﾟｯﾄ/ｸﾘｯﾌﾟ 取出口正面ﾊﾟﾈﾙ用補修塗料		(勝原)ｲｵｽﾋﾟｯﾄ/ｸﾘｯﾌﾟ 取出扉/正面ﾊﾟﾈﾙ用補修塗料		45				2400		300		300		650				142		142		143		141		124		267		267

						⑪		3‐9421‐0		ｲｵｽﾋﾟｯﾄ/ｸﾘｯﾌﾟ 本体･投函蓋用補修塗料				2,400				(勝原)		394210		ｲｵｽﾋﾟｯﾄ/ｸﾘｯﾌﾟ 本体･投函口蓋用補修塗料		35										20ml容器(塗料入)1個 筆1個		394211		(勝原)ｲｵｽﾋﾟｯﾄ/ｸﾘｯﾌﾟ 本体･投函口蓋用補修塗料		(勝原)ｲｵｽﾋﾟｯﾄ/ｸﾘｯﾌﾟ 本体･投函蓋用補修塗料		41				2400		300		300		650				143		143		144		142		125		268		268

		品群 ヒン グン		品名 ヒンメイ		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		イール		イール		①		3‐9336‐0		ｲｰﾙ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟ付)				6,300				(曽我)		393360		ｲｰﾙ 投函口蓋(蝶番付)		31										固定ﾋﾟﾝ(樹脂ｷｬｯﾌﾟ､ﾜｯｼｬｰ)付		393361		(曽我)ｲｰﾙ 投函口蓋(蝶番付)		(曽我)ｲｰﾙ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟ付)		37				6300		1500		1500		1000				144		144		145		143		126		173		173

						②		3‐9337‐0		ｲｰﾙ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ				3,300				(曽我)		393370		ｲｰﾙ 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		18												393371		(曽我)ｲｰﾙ 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(曽我)ｲｰﾙ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		24				3300		300		300		1000				145		145		146		144		127		174		174

						③		3‐9338‐0		ｲｰﾙ 取出扉(ｽﾗｲﾄﾞ蝶番付、ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙなし) 右 トビラ ツキ トッテ		色をご指定ください。 イロ シテイ		11,300				(曽我)		393380		ｲｰﾙ 取出口蓋 右開(蝶番･ｱﾙﾐ化粧板なし)		43		色確認 イロ カクニン		●錠：蓋になし（本体に付く） ジョウ フタ ホンタイ ツ		※化粧版→取手ﾊﾟﾈﾙ（ｶﾀﾛｸﾞ表記） ケショウ バン トッテ ヒョウキ				蝶番2個ｾｯﾄ(ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付1ﾀﾞﾝﾊﾟｰ無1)		393381		(曽我)ｲｰﾙ 取出口蓋 右開(蝶番･ｱﾙﾐ化粧板なし)		(曽我)ｲｰﾙ 取出扉(ｽﾗｲﾄﾞ蝶番付、ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙなし) 右		49				9500		2800		3500		1000				146		146		147		145		128		175		175

						④		3‐9339‐0		ｲｰﾙ 取出扉(ｽﾗｲﾄﾞ蝶番付、ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙなし) 左 トビラ ツキ		色をご指定ください。 イロ シテイ		11,300				(曽我)		393390		ｲｰﾙ 取出口蓋 左開(蝶番･ｱﾙﾐ化粧板なし)		43		色確認 イロ カクニン		●錠：蓋になし（本体に付く） ジョウ フタ ホンタイ ツ		※化粧版→取手ﾊﾟﾈﾙ（ｶﾀﾛｸﾞ表記） ケショウ バン トッテ ヒョウキ				蝶番2個ｾｯﾄ(ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付1ﾀﾞﾝﾊﾟｰ無1)		393391		(曽我)ｲｰﾙ 取出口蓋 左開(蝶番･ｱﾙﾐ化粧板なし)		(曽我)ｲｰﾙ 取出扉(ｽﾗｲﾄﾞ蝶番付、ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙなし) 左		49				9500		2800		3500		1000				147		147		148		146		129		176		176

						⑤		3‐9340‐0		ｲｰﾙ 取出扉用ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙ 右 トビラ				8,800				(曽我)		393400		ｲｰﾙ 取出口蓋用化粧ﾌﾟﾚｰﾄ  右開		26						※化粧版→取手ﾊﾟﾈﾙ（ｶﾀﾛｸﾞ表記） ケショウ バン トッテ ヒョウキ				取付ﾅｯﾄ付		393401		(曽我)ｲｰﾙ 取出口蓋用化粧ﾌﾟﾚｰﾄ  右開		(曽我)ｲｰﾙ 取出扉用ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙ 右		32				8800		2500		2500		1000				148		148		149		147		130		177		177

						⑥		3‐9341‐0		ｲｰﾙ 取出扉用ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙ 左 トビラ				8,800				(曽我)		393410		ｲｰﾙ 取出口蓋用化粧ﾌﾟﾚｰﾄ  左開		26						※化粧版→取手ﾊﾟﾈﾙ（ｶﾀﾛｸﾞ表記） ケショウ バン トッテ ヒョウキ				取付ﾅｯﾄ付		393411		(曽我)ｲｰﾙ 取出口蓋用化粧ﾌﾟﾚｰﾄ  左開		(曽我)ｲｰﾙ 取出扉用ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙ 左		32				8800		2500		2500		1000				149		149		150		148		131		178		178

						⑦		3‐9342‐0		ｲｰﾙ 取出扉用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番(×2) トビラ				4,000				(曽我)		393420		ｲｰﾙ 取出口蓋用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番		26				※ﾀﾞﾝﾊﾟｰ機能の有無あり（蓋の蝶番2個のうち、ﾀﾞﾝﾊﾞｰ機能があるのは片方のみ。両方ともﾀﾞﾝﾊﾟｰ機能付だと途中から急激に閉まり危険。） キノウ ウム カタホウ リョウホウ						2個ｾｯﾄ(ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付1ﾀﾞﾝﾊﾟｰ無1)		393421		(曽我)ｲｰﾙ 取出口蓋用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番		(曽我)ｲｰﾙ 取出扉用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番(×2)		32				3300		300		600		1000				150		150		151		149		132		179		179

						⑧		3‐9524‐0		ｲｰﾙ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 右 ヒョウジュン				4,800				(曽我)		395240		新　追加 シン ツイカ		32						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ										(曽我)ｲｰﾙ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 右		38		ﾍﾞﾛｳ付 ツキ		3800		500		900		1000		0		151		151		152		150		134		181		181

						⑨		3‐9525‐0		ｲｰﾙ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 左 ヒョウジュン				4,800				(曽我)		395250		新 シン		32						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ								新 シン		(曽我)ｲｰﾙ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 左		38		ﾍﾞﾛｳ付 ツキ						900		1000		0		152		152		153		151		135		182		182

						⑩		3‐9344‐0		ｲｰﾙ ｽﾍﾟｱｷｰ(×2)		鍵番号をご確認ください
例：Ｊ-○○○（※数字3桁）　
（ｷｰに刻印やﾎﾟｽﾄ内部側面ｼｰﾙに表記があります） カギ バンゴウ カクニン コクイン ソクメン ヒョウキ		3,800				(曽我)		393440		ｲｰﾙ ｽﾍﾟｱｷｰ(2本ｾｯﾄ)		15		鍵NO.確認　　J-〇〇〇 カギ カクニン		※在庫注意（殆どの鍵No.揃えているが、在庫ない場合は取寄せとなり納期2週間程度必要） ホトン トリヨ シュウカン ヒツヨウ								393441		(曽我)ｲｰﾙ ｽﾍﾟｱｷｰ(2本ｾｯﾄ)		(曽我)ｲｰﾙ ｽﾍﾟｱｷｰ(×2)		21				3800		500		500		1000				153		153		154		152		136		183		183

						⑪		3‐9345‐0		ｲｰﾙ 本体･投函蓋用補修塗料				3,800				(曽我)		393450		ｲｰﾙ 本体･投函口蓋用補修塗料		25		色確認 イロ カクニン										393451		(曽我)ｲｰﾙ 本体･投函口蓋用補修塗料		(曽我)ｲｰﾙ 本体･投函蓋用補修塗料		31				3800		500		500		1000				154		154		155		153		137		184		184

						⑫		3‐9408‐0		ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ(×2) トウカン フタ コテイ		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		2,800				(曽我)		394080		投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		39		対象ﾎﾟｽﾄ：ｸｰｾﾞ 、ｲｰﾙ、ｸﾙﾑ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ｴﾋﾟ		対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ｸｰｾﾞ /ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ/ﾌﾟﾗｽﾄ/ﾓﾙﾄ/ﾗﾃﾞｨ/ｳﾞｨﾙｸ/ｴﾋﾟ ソガ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ		※「用」+半角ｽﾍﾟｰｽ（見易く） ヨウ ハンカク		固定ﾋﾟﾝ､樹脂ｷｬｯﾌﾟ､ｼﾞｭﾗｺﾝﾌﾞｯｼｭ各2個		394081		(曽我)投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		(曽我)ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ(×2)		45		半角ｽﾍﾟｰｽ追加 ハンカク ツイカ		2800		100		100		1000				155		155		379		369		389		253		253

						⑬		3‐9409‐0		壁掛けﾎﾟｽﾄ 付属部品ｾｯﾄ(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･PCﾌﾟﾗｸﾞ) カベ カ フゾク ブヒン		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		3,800				(曽我)		394090		付属部品ﾋﾞｽ袋(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･ｶｰﾙPCﾌﾟﾗｸﾞ等)		41		対象ﾎﾟｽﾄ：ｳﾞｨｺWH、ﾃﾗ、ｸｰｾﾞ、ｲｰﾙ、ｸﾙﾑ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ｴﾋﾟ		対象ﾎﾟｽﾄ(曽我）
ｳﾞｨｺWH/ﾃﾗ/ｸｰｾﾞ/ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ/ﾌﾟﾗｽﾄ/ﾓﾙﾄ/ﾗﾃﾞｨ/ｳﾞｨﾙｸ/ｴﾋﾟ
※発注時にはﾎﾟｽﾄ名を指定する ソガ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ				木ﾈｼﾞ4本、ﾄﾗｽﾋﾞｽ6本(ｳﾞｨｺ/ﾃﾗ：4本)、ｶｰﾙPCﾌﾟﾗｸﾞ4本		394091		(曽我)投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 付属部品ｾｯﾄ(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･PCﾌﾟﾗｸﾞ)		47				3800

平野 勝矢: 現在の価格　要確認		500		500		1000				156		156		380		370		390		254		254

		品群 ヒン グン		品名 ヒンメイ		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		ヴィコＢＩ		ヴィコＢＩ		①		3‐9302‐0		ｳﾞｨｺBI 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ差込式) コテイ サシコミ シキ		色をご指定ください。 イロ シテイ		10,000				(曽我)		393020		ｳﾞｨｺBI 投函口蓋		28		色確認 イロ カクニン		取付：固定ﾋﾟﾝ差込式
（両側のLｱﾝｸﾞﾙに固定されているﾋﾟﾝを投函蓋の穴に差込んで固定する） トリツケ コテイ サ コ シキ リョウガワノ コテイサレテ フタノ アナニ サシコンデ コテイスル ）								393021		(曽我)ｳﾞｨｺBI 投函口蓋		(曽我)ｳﾞｨｺBI 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ差込式)		34				10000		3000		3000		1000				157		157		156		154		138		133		133

						②		3‐9303‐0		ｳﾞｨｺBI 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ				3,300				(曽我)		393030		ｳﾞｨｺBI 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		21												393031		(曽我)ｳﾞｨｺBI 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(曽我)ｳﾞｨｺBI 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		27				3300		300		300		1000				158		158		157		155		139		134		134

						③		3‐9304‐0		ｳﾞｨｺBI 取出ﾎﾟﾘｶ扉(ﾄﾙｸ蝶番付､錠なし) トビラ				7,800				(曽我)		393040		ｳﾞｨｺBI 取出口PC蓋(蝶番付､錠なし)		35												393041		(曽我)ｳﾞｨｺBI 取出口PC蓋(蝶番付､錠なし)		(曽我)ｳﾞｨｺBI 取出ﾎﾟﾘｶ扉(ﾄﾙｸ蝶番付､錠なし)		41				6300		1500		2100		1000				159		159		158		156		140		135		135

						④		3‐9305‐0		ｳﾞｨｺBI 取出扉用ﾄﾙｸ蝶番(×2) トビラ				4,000				(曽我)		393050		ｳﾞｨｺBI 取出口蓋用ﾄﾙｸ蝶番		27												393051		(曽我)ｳﾞｨｺBI 取出口蓋用ﾄﾙｸ蝶番		(曽我)ｳﾞｨｺBI 取出扉用ﾄﾙｸ蝶番(×2)		33				3200		250		600		1000				160		160		159		157		141		136		136

						⑤		3‐9306‐0		ｳﾞｨｺBI 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 下				6,300				(曽我)		393060		ｳﾞｨｺBI 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧD		31												393061		(曽我)ｳﾞｨｺBI 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧD		(曽我)ｳﾞｨｺBI 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 下		37				6300		1500		1500		1000				161		161		160		158		142		137		137

						⑥		3‐9307‐0		ｳﾞｨｺBI 正面ﾊﾟﾈﾙ（固定ﾋﾟﾝ差込式） コテイ サシコミ シキ		色をご指定ください。 イロ シテイ		12,500				(曽我)		393070		ｳﾞｨｺBI 正面ﾊﾟﾈﾙ		32		色確認 イロ カクニン		取付：固定ﾋﾟﾝ差込式
（両側のLｱﾝｸﾞﾙに固定されているﾋﾟﾝを投函蓋の穴に差込んで固定する） トリツケ コテイ サ コ シキ リョウガワノ コテイサレテ フタノ アナニ サシコンデ コテイスル ）								393071		(曽我)ｳﾞｨｺBI 正面ﾊﾟﾈﾙ		(曽我)ｳﾞｨｺBI 正面ﾊﾟﾈﾙ（固定ﾋﾟﾝ差込式）		38				12500		4000		4000		1000				162		162		161		159		143		138		138

						⑦		3‐9308‐0		ｳﾞｨｺBI W450用側面ｽﾍﾟｰｻｰ(左右ｾｯﾄ)				6,500				(曽我)		393080		ｳﾞｨｺBI 側面ｽﾍﾟｰｻｰ(2個ｾｯﾄ･取付ﾋﾞｽ付)		32		450㎜組積材対応ﾍﾞｰｽﾎﾞｯｸｽ取付用ｽﾍﾟｰｻｰ（ｳﾞｨｺBI・ﾍﾞﾘｴ）		450㎜組積材対応ﾍﾞｰｽﾎﾞｯｸｽ取付用ｽﾍﾟｰｻｰ（ｳﾞｨｺBI・ﾍﾞﾘｴ）								393081		(曽我)ｳﾞｨｺBI 側面ｽﾍﾟｰｻｰ(2個ｾｯﾄ･取付ﾋﾞｽ付)		(曽我)ｳﾞｨｺBI W450用側面ｽﾍﾟｰｻｰ(左右ｾｯﾄ)		38				6500		1600		1600		1000				163		163		162		160		144		139		139

		品群 ヒン グン		品名 ヒンメイ		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		ヴィコＷＨ		ヴィコＷＨ		①		3‐9291‐0		ｳﾞｨｺWH 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付)				10,000				(曽我)		392910		ｳﾞｨｺWH 投函口蓋		30										固定ﾋﾟﾝ(Eﾘﾝｸﾞ､ﾜｯｼｬｰ)付		392911		(曽我)ｳﾞｨｺWH 投函口蓋		(曽我)ｳﾞｨｺWH 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付)		36				10000		3000		3000		1000				164		164		163		161		145		120		120

						②		3‐9292‐0		ｳﾞｨｺWH 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ				3,300				(曽我)		392920		ｳﾞｨｺWH 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		21												392921		(曽我)ｳﾞｨｺWH 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(曽我)ｳﾞｨｺWH 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		27				3300		300		300		1000				165		165		164		162		146		121		121

						③		3‐9293‐0		ｳﾞｨｺWH 取出扉(蝶番付) 右 トビラ		色をご指定ください。 イロ シテイ		14,000				(曽我)		392930		ｳﾞｨｺWH 取出口蓋(蝶番付) 右開		24		色確認 イロ カクニン		●錠：蓋になし（本体に付く） ジョウ フタ ホンタイ ツ								392931		(曽我)ｳﾞｨｺWH 取出口蓋(蝶番付) 右開		(曽我)ｳﾞｨｺWH 取出扉(蝶番付) 右		30				13800		4500		4600		1000				166		166		165		163		147		122		122

						④		3‐9294‐0		ｳﾞｨｺWH 取出扉(蝶番付) 左 トビラ		色をご指定ください。 イロ シテイ		14,000				(曽我)		392940		ｳﾞｨｺWH 取出口蓋(蝶番付) 左開		24		色確認 イロ カクニン		●錠：蓋になし（本体に付く） ジョウ フタ ホンタイ ツ								392941		(曽我)ｳﾞｨｺWH 取出口蓋(蝶番付) 左開		(曽我)ｳﾞｨｺWH 取出扉(蝶番付) 左		30				13800		4500		4600		1000				167		167		166		164		148		123		123

						⑤		3‐9295‐0		ｳﾞｨｺWH 取出扉用上下樹脂ｷｬｯﾌﾟ トビラ				3,800				(曽我)		392950		ｳﾞｨｺWH 取出口蓋用上下樹脂ｷｬｯﾌﾟ		28												392951		(曽我)ｳﾞｨｺWH 取出口蓋用上下樹脂ｷｬｯﾌﾟ		(曽我)ｳﾞｨｺWH 取出扉用上下樹脂ｷｬｯﾌﾟ		34				3800		500		500		1000				168		168		167		165		149		124		124

						⑥		3‐9296‐0		ｳﾞｨｺWH 側面化粧ﾊﾟﾈﾙ(錠穴なし)		色をご指定ください。 イロ シテイ		6,000				(曽我)		392960		ｳﾞｨｺWH 側面化粧ﾊﾟﾈﾙ(錠穴なし)		29		色確認 イロ カクニン										392961		(曽我)ｳﾞｨｺWH 側面化粧ﾊﾟﾈﾙ(錠穴なし)		(曽我)ｳﾞｨｺWH 側面化粧ﾊﾟﾈﾙ(錠穴なし)		35				5500		1200		1400		1000				169		169		168		166		150		125		125

						⑦		3‐9297‐0		ｳﾞｨｺWH 側面化粧ﾊﾟﾈﾙ(錠穴有)		色をご指定ください。
※ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠用orﾀﾞｲﾔﾙ錠用をご指定ください。 イロ シテイ ジョウ ヨウ ジョウ ヨウ シテイ		6,000				(曽我)		392970		ｳﾞｨｺWH 側面化粧ﾊﾟﾈﾙ(錠穴有)		27		購入時期確認、色確認 コウニュウ ジキ カクニン イロ カクニン		※注文時要指定：ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付orﾀﾞｲﾔﾙ錠付 チュウモン ジ ヨウ シテイ ジョウ ツキ ジョウ ツキ								392971		(曽我)ｳﾞｨｺWH 側面化粧ﾊﾟﾈﾙ(錠穴有)		(曽我)ｳﾞｨｺWH 側面化粧ﾊﾟﾈﾙ(錠穴有)		33				5500		1200		1400		1000				170		170		169		167		151		126		126

						⑧		3‐9520‐0		ｳﾞｨｺWH ｶﾑﾛｯｸ式ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 右				4,800				(曽我)		395200		新　追加 シン ツイカ		38						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ				止金付 トメガネ ツキ						(曽我)ｳﾞｨｺWH ｶﾑﾛｯｸ式ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 右		44		ﾍﾞﾛｳ付 ツキ		3800		500		900		1000		0		171		171		170		168		153		128		128

						⑨		3‐9521‐0		ｳﾞｨｺWH ｶﾑﾛｯｸ式ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 左				4,800				(曽我)		395210		新 シン		38						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ				止金付 トメガネ ツキ				新 シン		(曽我)ｳﾞｨｺWH ｶﾑﾛｯｸ式ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 左		44		ﾍﾞﾛｳ付 ツキ						900		1000		0		172		172		171		169		154		129		129

						⑩		3‐9490‐0		ｳﾞｨｺWH ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 新L345 左				6,500				(曽我)		394900		ｳﾞｨｺWH ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 (L345) ﾍﾞﾛｳ付 左		35				止金付 トメガネ ツキ		※「ｳﾞｨｺWH」「ﾓﾙﾄ」円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠のみ左右の順（他は右左の順） エンケイ ジョウ ヒダリ ミギ ジュン ホカ ミギ ヒダリ ジュン		新旧ある場合は「新」「旧」明記する（分かり易い、迷わない） シンキュウ バアイ シン キュウ メイキ ワ ヤス マヨ				394901		(曽我)ｳﾞｨｺWH ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 (L345) ﾍﾞﾛｳ付 左		(曽我)ｳﾞｨｺWH ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 新L345 左 シン		41		「新L345」削除（新旧互換性あり旧→新で対応）
※情報必要のため入れる シン サクジョ シンキュウ ゴカンセイ キュウ シン タイオウ ジョウホウ ヒツヨウ イ		5680		2270

平野 勝矢: 運賃別途へ変更		1600		1000				173		173		172		170		156		352		350

						⑪		3‐9491‐0		ｳﾞｨｺWH ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 新L345 右 ミギ				6,500				(曽我)		394910		ｳﾞｨｺWH ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 (L345) ﾍﾞﾛｳ付 右		35				止金付 トメガネ ツキ		　〃		　〃				394911		(曽我)ｳﾞｨｺWH ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 (L345) ﾍﾞﾛｳ付 右		(曽我)ｳﾞｨｺWH ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 新L345 右 シン ミギ		41		　〃		5680		2270

平野 勝矢: 運賃別途へ変更		1600		1000				174		174		173		171		157		353		351

						⑫		3‐9299‐0		ｳﾞｨｺWH ｽﾍﾟｱｷｰ(×2)		鍵番号をご確認ください
例：Vico-○○○（※数字3桁）　
（ｷｰに刻印やﾎﾟｽﾄ内部側面ｼｰﾙに表記があります） カギ バンゴウ カクニン コクイン ソクメン ヒョウキ		3,800				(曽我)		392990		ｳﾞｨｺWH ｽﾍﾟｱｷｰ(2本ｾｯﾄ)		18		鍵NO.確認　Ｖｉｃｏ-○○○ カギ カクニン		※在庫注意（殆どの鍵No.揃えているが、在庫ない場合は取寄せとなり納期2週間程度必要） ホトン トリヨ シュウカン ヒツヨウ								392991		(曽我)ｳﾞｨｺWH ｽﾍﾟｱｷｰ(2本ｾｯﾄ)		(曽我)ｳﾞｨｺWH ｽﾍﾟｱｷｰ(×2)		24				3800		500		500		1000				175		175		174		172		158		130		130

						⑬		3‐9300‐0		ｳﾞｨｺWH 本体上部樹脂ﾊﾟｰﾂ				4,500				(曽我)		393000		ｳﾞｨｺWH 本体上部樹脂ﾊﾟｰﾂ		23												393001		(曽我)ｳﾞｨｺWH 本体上部樹脂ﾊﾟｰﾂ		(曽我)ｳﾞｨｺWH 本体上部樹脂ﾊﾟｰﾂ		29				4500		800		800		1000				176		176		175		173		159		131		131

						⑭		3‐9301‐0		ｳﾞｨｺWH 本体下部樹脂ﾊﾟｰﾂ				4,300				(曽我)		393010		ｳﾞｨｺWH 本体下部樹脂ﾊﾟｰﾂ		23												393011		(曽我)ｳﾞｨｺWH 本体下部樹脂ﾊﾟｰﾂ		(曽我)ｳﾞｨｺWH 本体下部樹脂ﾊﾟｰﾂ		29				4300		700		700		1000				177		177		176		174		160		132		132

						⑮		3‐9407‐0		ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞｾｯﾄ(×2) トウカン フタ コテイ		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		2,800				(曽我)		394070
(再利用) サイリヨウ		新　※11/1廃番済ｺｰﾄﾞを再利用 シン ハイ バン ズミ サイリヨウ		35		対象ﾎﾟｽﾄ：ｳﾞｨｺWH/DB、ｹｲﾄ、ﾃﾗ
ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。 タイショウ		対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ｳﾞｨｺWH/DB、ｹｲﾄ、ﾃﾗ
※（ｺｰﾜ）ｼﾙﾄ　←要：仕入先別ｺｰﾄﾞ タイショウ ソガ ヨウ シイレ サキ ベツ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ		※「用」+半角ｽﾍﾟｰｽ（見易く）
※11/1廃番済ｺｰﾄﾞ再利用
（売上実績なし、ｺｰﾄﾞが大幅に飛ぶのをさける、ため） ヨウ ハンカク		固定ﾋﾟﾝ・Eﾘﾝｸﾞ・ﾜｯｼｬｰのｾｯﾄ		394071		新 シン		(曽我)ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞｾｯﾄ(×2)		41		半角ｽﾍﾟｰｽ追加 ハンカク ツイカ						100		1000		1		178		178		378		368		388		252		252

						⑯		3‐9409‐0		壁掛けﾎﾟｽﾄ 付属部品ｾｯﾄ(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･PCﾌﾟﾗｸﾞ) カベ カ フゾク ブヒン		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		3,800				(曽我)		394090		付属部品ﾋﾞｽ袋(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･ｶｰﾙPCﾌﾟﾗｸﾞ等)		41		対象ﾎﾟｽﾄ：ｳﾞｨｺWH、ﾃﾗ、ｸｰｾﾞ、ｲｰﾙ、ｸﾙﾑ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ｴﾋﾟ		対象ﾎﾟｽﾄ(曽我）
ｳﾞｨｺWH/ﾃﾗ/ｸｰｾﾞ/ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ/ﾌﾟﾗｽﾄ/ﾓﾙﾄ/ﾗﾃﾞｨ/ｳﾞｨﾙｸ/ｴﾋﾟ
※発注時にはﾎﾟｽﾄ名を指定する ソガ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ				木ﾈｼﾞ4本、ﾄﾗｽﾋﾞｽ6本(ｳﾞｨｺ/ﾃﾗ：4本)、ｶｰﾙPCﾌﾟﾗｸﾞ4本		394091		(曽我)投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 付属部品ｾｯﾄ(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･PCﾌﾟﾗｸﾞ)		47				3800

平野 勝矢: 現在の価格　要確認		500		500		1000				179		179		380		370		390		254		254

						⑰		3‐9411‐0		壁掛けﾎﾟｽﾄ 取付用ｽﾍﾟｰｻｰ トリツケ		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		5,500				(曽我)		394110		壁掛けﾎﾟｽﾄ 標準ｽﾍﾟｰｻｰ(ﾋﾞｽ付)		23		対象ﾎﾟｽﾄ：ｴﾋﾟ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ｸｰｾﾞ、ｳﾞｨｺWH タイショウ		対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ｴﾋﾟ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ｸｰｾﾞ、ｳﾞｨｺWH
※ﾃﾗ：ｽﾍﾟｰｻｰは同じだがﾋﾞｽ袋が違う
※ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ：取付用ｽﾍﾟｰｻｰは付属なし タイショウ ソガ トリツ ヨウ フゾク		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ						394111		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 標準ｽﾍﾟｰｻｰ(ﾋﾞｽ付)		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 取付用ｽﾍﾟｰｻｰ		29				5500		1200		1200		1000				180		180		382		372		392		256		256

		品群 ヒン グン		品名 ヒンメイ		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		ヴィルク		ヴィルク		①		3‐9385‐0		ｳﾞｨﾙｸ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟ付)				6,300				(曽我)		393850		ｳﾞｨﾙｸ 投函口蓋(蝶番付)		33										固定ﾋﾟﾝ(樹脂ｷｬｯﾌﾟ､ﾜｯｼｬｰ)付		393851		(曽我)ｳﾞｨﾙｸ 投函口蓋(蝶番付)		(曽我)ｳﾞｨﾙｸ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟ付)		39				6300		1500		1500		1000				181		181		177		175		161		228		228

						②		3‐9386‐0		ｳﾞｨﾙｸ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ				3,300				(曽我)		393860		ｳﾞｨﾙｸ 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		20												393861		(曽我)ｳﾞｨﾙｸ 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(曽我)ｳﾞｨﾙｸ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		26				3300		300		300		1000				182		182		178		176		162		229		229

						③		3‐9387‐0		ｳﾞｨﾙｸ 取出扉(ﾋﾟﾎﾞｯﾄﾋﾝｼﾞ付) トビラ		色をご指定ください。 イロ シテイ		16,300				(曽我)		393870		ｳﾞｨﾙｸ 取出口蓋(蝶番付)		26		色確認 イロ カクニン		●錠：蓋になし（本体に付く） ジョウ フタ ホンタイ ツ								393871		(曽我)ｳﾞｨﾙｸ 取出口蓋(蝶番付)		(曽我)ｳﾞｨﾙｸ 取出扉(ﾋﾟﾎﾞｯﾄﾋﾝｼﾞ付)		32				16300		5500		5500		1000				183		183		179		177		163		230		230

						④		3‐9388‐0		ｳﾞｨﾙｸ 取出扉用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(×2) トビラ				4,000				(曽我)		393880		ｳﾞｨﾙｸ 取出口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		25				■販売単位：1個→2個 ハンバイ タンイ コ コ								393881		(曽我)ｳﾞｨﾙｸ 取出口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(曽我)ｳﾞｨﾙｸ 取出扉用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(×2)		31				3300		300		600		1000				184		184		180		178		164		231		231

						⑤		3‐9389‐0		ｳﾞｨﾙｸ 取出扉用SUSﾌﾟｯｼｭﾗｯﾁ トビラ				3,500				(曽我)		393890		ｳﾞｨﾙｸ 取出口蓋用ﾏｸﾞﾈｯﾄ(SUSﾌﾟｯｼｭﾗｯﾁ)		25										2017年1月からSUS製に変更		393891		(曽我)ｳﾞｨﾙｸ 取出口蓋用ﾏｸﾞﾈｯﾄ(SUSﾌﾟｯｼｭﾗｯﾁ)		(曽我)ｳﾞｨﾙｸ 取出扉用SUSﾌﾟｯｼｭﾗｯﾁ		31				3400		350		400		1000				185		185		181		179		165		232		232

						⑥		3‐9496‐0		ｳﾞｨﾙｸ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 新L345				6,500				(曽我)		394960		ｳﾞｨﾙｸ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 (L345) ﾍﾞﾛｳ付		31				止金付、上下左右なし トメガネ ツキ ジョウゲ サユウ				新旧ある場合は「新」「旧」明記する（分かり易い、迷わない） シンキュウ バアイ シン キュウ メイキ ワ ヤス マヨ				394961		(曽我)ｳﾞｨﾙｸ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 (L345) ﾍﾞﾛｳ付		(曽我)ｳﾞｨﾙｸ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 新L345 シン		37		　〃		5430		2170

平野 勝矢: 運賃別途へ変更		1600		1000				186		186		182		180		168		358		356

						⑦		3‐9391‐0		ｳﾞｨﾙｸ 取出口ﾌﾚｰﾑ用補修塗料		色をご指定ください。
※ﾗｽﾃｨﾌﾞﾗｳﾝは対応不可です イロ シテイ タイオウ フカ		3,800				(曽我)		393910		ｳﾞｨﾙｸ 取出口ﾌﾚｰﾑ用補修塗料		26		色確認 イロ カクニン						ﾗｽﾃｨﾌﾞﾗｳﾝは塗料無し(あえて出すなら黒と茶の2色。しかし合わないと思われる。） トリョウ ナ ダ クロ チャ イロ ア オモ				393911		(曽我)ｳﾞｨﾙｸ 取出口ﾌﾚｰﾑ用補修塗料		(曽我)ｳﾞｨﾙｸ 取出口ﾌﾚｰﾑ用補修塗料		32				3800		500		500		1000				187		187		183		181		169		234		234

						⑧		3‐9392‐0		ｳﾞｨﾙｸ 本体･投函蓋用補修塗料				3,800				(曽我)		393920		ｳﾞｨﾙｸ 本体･投函口蓋用補修塗料		27												393921		(曽我)ｳﾞｨﾙｸ 本体･投函口蓋用補修塗料		(曽我)ｳﾞｨﾙｸ 本体･投函蓋用補修塗料		33				3800		500		500		1000				188		188		184		182		170		235		235

						⑨		3‐9408‐0		ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ(×2) トウカン フタ コテイ		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		2,800				(曽我)		394080		投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		39		対象ﾎﾟｽﾄ：ｸｰｾﾞ 、ｲｰﾙ、ｸﾙﾑ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ｴﾋﾟ		対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ｸｰｾﾞ /ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ/ﾌﾟﾗｽﾄ/ﾓﾙﾄ/ﾗﾃﾞｨ/ｳﾞｨﾙｸ/ｴﾋﾟ ソガ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ		※「用」+半角ｽﾍﾟｰｽ（見易く） ヨウ ハンカク		固定ﾋﾟﾝ､樹脂ｷｬｯﾌﾟ､ｼﾞｭﾗｺﾝﾌﾞｯｼｭ各2個		394081		(曽我)投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		(曽我)ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ(×2)		45		半角ｽﾍﾟｰｽ追加 ハンカク ツイカ		2800		100		100		1000				189		189		379		369		389		253		253

						⑩		3‐9409‐0		壁掛けﾎﾟｽﾄ 付属部品ｾｯﾄ(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･PCﾌﾟﾗｸﾞ) カベ カ フゾク ブヒン		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		3,800				(曽我)		394090		付属部品ﾋﾞｽ袋(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･ｶｰﾙPCﾌﾟﾗｸﾞ等)		41		対象ﾎﾟｽﾄ：ｳﾞｨｺWH、ﾃﾗ、ｸｰｾﾞ、ｲｰﾙ、ｸﾙﾑ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ｴﾋﾟ		対象ﾎﾟｽﾄ(曽我）
ｳﾞｨｺWH/ﾃﾗ/ｸｰｾﾞ/ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ/ﾌﾟﾗｽﾄ/ﾓﾙﾄ/ﾗﾃﾞｨ/ｳﾞｨﾙｸ/ｴﾋﾟ
※発注時にはﾎﾟｽﾄ名を指定する ソガ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ				木ﾈｼﾞ4本、ﾄﾗｽﾋﾞｽ6本(ｳﾞｨｺ/ﾃﾗ：4本)、ｶｰﾙPCﾌﾟﾗｸﾞ4本		394091		(曽我)投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 付属部品ｾｯﾄ(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･PCﾌﾟﾗｸﾞ)		47				3800

平野 勝矢: 現在の価格　要確認		500		500		1000				190		190		380		370		390		254		254

						⑪		3‐9411‐0		壁掛けﾎﾟｽﾄ 取付用ｽﾍﾟｰｻｰ トリツケ		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		5,500				(曽我)		394110		壁掛けﾎﾟｽﾄ 標準ｽﾍﾟｰｻｰ(ﾋﾞｽ付)		23		対象ﾎﾟｽﾄ：ｴﾋﾟ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ｸｰｾﾞ、ｳﾞｨｺWH タイショウ		対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ｴﾋﾟ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ｸｰｾﾞ、ｳﾞｨｺWH
※ﾃﾗ：ｽﾍﾟｰｻｰは同じだがﾋﾞｽ袋が違う
※ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ：取付用ｽﾍﾟｰｻｰは付属なし タイショウ ソガ トリツ ヨウ フゾク		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ						394111		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 標準ｽﾍﾟｰｻｰ(ﾋﾞｽ付)		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 取付用ｽﾍﾟｰｻｰ		29				5500		1200		1200		1000				191		191		382		372		392		256		256

		品群 ヒン グン		品名 ヒンメイ		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		エピ		エピ		①		3‐9393‐0		ｴﾋﾟ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟ付)				7,500				(曽我)		393930		ｴﾋﾟ 投函口蓋(蝶番付)		31										固定ﾋﾟﾝ(樹脂ｷｬｯﾌﾟ､ﾜｯｼｬｰ)付		393931		(曽我)ｴﾋﾟ 投函口蓋(蝶番付)		(曽我)ｴﾋﾟ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟ付)		37				7500		2000		2000		1000				192		192		185		183		171		236		236

						②		3‐9394‐0		ｴﾋﾟ 取出扉(錠なし) トビラ		色をご指定ください。 イロ シテイ		7,500				(曽我)		393940		ｴﾋﾟ 取出口蓋(錠なし)		18		色確認 イロ カクニン										393941		(曽我)ｴﾋﾟ 取出口蓋(錠なし)		(曽我)ｴﾋﾟ 取出扉(錠なし)		24				7500		2000		2000		1000				193		193		186		184		172		237		237

						③		3‐9395‐0		ｴﾋﾟ 取出扉用SUSﾌﾟｯｼｭﾗｯﾁ トビラ				3,500				(曽我)		393950		ｴﾋﾟ 取出口蓋用ﾏｸﾞﾈｯﾄ(SUSﾌﾟｯｼｭﾗｯﾁ)		23										2017年1月からSUS製に変更		393951		(曽我)ｴﾋﾟ 取出口蓋用ﾏｸﾞﾈｯﾄ(SUSﾌﾟｯｼｭﾗｯﾁ)		(曽我)ｴﾋﾟ 取出扉用SUSﾌﾟｯｼｭﾗｯﾁ		29				3400		350		400		1000				194		194		187		185		173		238		238

						④		3‐9396‐0		ｴﾋﾟ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) ヒョウジュン				5,000				(曽我)		393960		ｴﾋﾟ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ2本付)		29				○上下左右なし（蓋：右方向のみ） ジョウゲ サユウ フタ ミギ ホウコウ						止金付 トメガネ ツキ		393961		(曽我)ｴﾋﾟ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ2本付)		(曽我)ｴﾋﾟ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付)		35		ﾍﾞﾛｳ付 ツキ		3800		500		1000		1000		0		195		195		188		186		174		239		239

						⑤		3‐9397‐0		ｴﾋﾟ ｽﾍﾟｱｷｰ(×2)		鍵番号をご確認ください
例：Ｊ-○○○（※数字3桁）　
（ｷｰに刻印やﾎﾟｽﾄ内部側面ｼｰﾙに表記があります） カギ バンゴウ カクニン コクイン ソクメン ヒョウキ		3,800				(曽我)		393970		ｴﾋﾟ ｽﾍﾟｱｷｰ(2本ｾｯﾄ)		15		鍵NO.確認　　J-〇〇〇 カギ カクニン		※在庫注意（殆どの鍵No.揃えているが、在庫ない場合は取寄せとなり納期2週間程度必要） ホトン トリヨ シュウカン ヒツヨウ								393971		(曽我)ｴﾋﾟ ｽﾍﾟｱｷｰ(2本ｾｯﾄ)		(曽我)ｴﾋﾟ ｽﾍﾟｱｷｰ(×2)		21				3800		500		500		1000				196		196		189		187		175		241		241

						⑥		3‐9398‐0		ｴﾋﾟ 取出扉用補修塗料 トビラ		色をご指定ください。 イロ シテイ		3,800				(曽我)		393980		ｴﾋﾟ 取出口蓋用補修塗料		20		色確認 イロ カクニン										393981		(曽我)ｴﾋﾟ 取出口蓋用補修塗料		(曽我)ｴﾋﾟ 取出扉用補修塗料		26				3800		500		500		1000				197		197		190		188		176		242		242

						⑦		3‐9399‐0		ｴﾋﾟ 本体･投函蓋用補修塗料				3,800				(曽我)		393990		ｴﾋﾟ 本体･投函口蓋用補修塗料		25												393991		(曽我)ｴﾋﾟ 本体･投函口蓋用補修塗料		(曽我)ｴﾋﾟ 本体･投函蓋用補修塗料		31				3800		500		500		1000				198		198		191		189		177		243		243

						⑧		3‐9408‐0		ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ(×2) トウカン フタ コテイ		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		2,800				(曽我)		394080		投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		39		対象ﾎﾟｽﾄ：ｸｰｾﾞ 、ｲｰﾙ、ｸﾙﾑ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ｴﾋﾟ		対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ｸｰｾﾞ /ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ/ﾌﾟﾗｽﾄ/ﾓﾙﾄ/ﾗﾃﾞｨ/ｳﾞｨﾙｸ/ｴﾋﾟ ソガ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ		※「用」+半角ｽﾍﾟｰｽ（見易く） ヨウ ハンカク		固定ﾋﾟﾝ､樹脂ｷｬｯﾌﾟ､ｼﾞｭﾗｺﾝﾌﾞｯｼｭ各2個		394081		(曽我)投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		(曽我)ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ(×2)		45		半角ｽﾍﾟｰｽ追加 ハンカク ツイカ		2800		100		100		1000				199		199		379		369		389		253		253

						⑨		3‐9409‐0		壁掛けﾎﾟｽﾄ 付属部品ｾｯﾄ(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･PCﾌﾟﾗｸﾞ) カベ カ フゾク ブヒン		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		3,800				(曽我)		394090		付属部品ﾋﾞｽ袋(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･ｶｰﾙPCﾌﾟﾗｸﾞ等)		41		対象ﾎﾟｽﾄ：ｳﾞｨｺWH、ﾃﾗ、ｸｰｾﾞ、ｲｰﾙ、ｸﾙﾑ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ｴﾋﾟ		対象ﾎﾟｽﾄ(曽我）
ｳﾞｨｺWH/ﾃﾗ/ｸｰｾﾞ/ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ/ﾌﾟﾗｽﾄ/ﾓﾙﾄ/ﾗﾃﾞｨ/ｳﾞｨﾙｸ/ｴﾋﾟ
※発注時にはﾎﾟｽﾄ名を指定する ソガ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ				木ﾈｼﾞ4本、ﾄﾗｽﾋﾞｽ6本(ｳﾞｨｺ/ﾃﾗ：4本)、ｶｰﾙPCﾌﾟﾗｸﾞ4本		394091		(曽我)投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 付属部品ｾｯﾄ(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･PCﾌﾟﾗｸﾞ)		47				3800

平野 勝矢: 現在の価格　要確認		500		500		1000				200		200		380		370		390		254		254

						⑩		3‐9411‐0		壁掛けﾎﾟｽﾄ 取付用ｽﾍﾟｰｻｰ トリツケ		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		5,500				(曽我)		394110		壁掛けﾎﾟｽﾄ 標準ｽﾍﾟｰｻｰ(ﾋﾞｽ付)		23		対象ﾎﾟｽﾄ：ｴﾋﾟ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ｸｰｾﾞ、ｳﾞｨｺWH タイショウ		対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ｴﾋﾟ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ｸｰｾﾞ、ｳﾞｨｺWH
※ﾃﾗ：ｽﾍﾟｰｻｰは同じだがﾋﾞｽ袋が違う
※ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ：取付用ｽﾍﾟｰｻｰは付属なし タイショウ ソガ トリツ ヨウ フゾク		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ						394111		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 標準ｽﾍﾟｰｻｰ(ﾋﾞｽ付)		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 取付用ｽﾍﾟｰｻｰ		29				5500		1200		1200		1000				201		201		382		372		392		256		256

		品群 ヒン グン		品名 ヒンメイ		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		オスト		ﾀﾃ		①		3‐9441‐0		ｵｽﾄ ﾀﾃ 投函ﾌﾗｯﾌﾟ（口金付） クチガネ ツキ				26,700				(勝原)		394410		ｵｽﾄ ﾀﾃ 投函口蓋(蝶番付)		26						2019ｶﾀﾛｸﾞ表記変更（投函口蓋→ﾌﾗｯﾌﾟ）※部品は敢えて「投函」付
（ｸﾃｨ、ﾙｰｼﾞｭ、ｸﾞﾗﾌｨｱ、ﾘｰﾀﾞｻｽ、ｵｽﾄ、ｱﾝﾃ） ヒョウキ ヘンコウ トウカン グチ フタ				投函口蓋(ﾌﾗｯﾌﾟ・蝶番・M3ﾊﾞｲﾝﾄﾞ小ﾈｼﾞ付)1ｾｯﾄ　ﾌﾞﾗｹｯﾄ2個　M4Sﾀｲﾄﾊﾞｲﾝﾄﾞﾈｼﾞ4個 トウカン グチ フタ チョウバン コ ツ タイト		394411		(勝原)ｵｽﾄ ﾀﾃ 投函口蓋(蝶番付)		(勝原)ｵｽﾄ ﾀﾃ 投函ﾌﾗｯﾌﾟ（口金付）		32				9200		3000		10000		650				202		202		192		190		178		293		291

						②		3‐9442‐0		ｵｽﾄ ﾀﾃ 正面ﾊﾟﾈﾙ（ﾌﾗｯﾌﾟなし）		色をご指定ください。 イロ シテイ		12,400				(勝原)		394420		ｵｽﾄ ﾀﾃ 正面ﾊﾟﾈﾙ		28		色確認 イロ カクニン								正面ﾊﾟﾈﾙ(前後調整部品 A/Bどちらか2個）・M4ﾌﾗﾝｼﾞﾅｯﾄ付)　M3六角穴付ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾀﾝﾎﾞﾙﾄ4個 ショウメン ゼンゴ チョウセイ ブヒン コ ツキ ロッカク アナ ツ コ		394421		(勝原)ｵｽﾄ ﾀﾃ 正面ﾊﾟﾈﾙ		(勝原)ｵｽﾄ ﾀﾃ 正面ﾊﾟﾈﾙ（ﾌﾗｯﾌﾟなし）		34				12400		4300		4300		650				203		203		193		191		179		294		292

						③		3‐9443‐0		ｵｽﾄ ﾀﾃ 取出扉(固定ﾋﾟﾝ･ﾅｯﾄ付、錠付) 右 トビラ コテイ ツキ				21,700				(勝原)		394430		ｵｽﾄ ﾀﾃ 取出口蓋(錠付) 右開		37				※錠付：仕入先の管理上 ジョウ ツキ シイレ サキ カンリ ジョウ						取出口蓋(ﾊﾟｯｷﾝ･窓･両面ﾃｰﾌﾟ･ｸｯｼｮﾝ付)1ｾｯﾄ 六角穴付ﾎﾞﾀﾝﾎﾞﾙﾄ2個 ｽﾍﾟｰｻｰ2個 設定ﾋﾟﾝ1個		394431		(勝原)ｵｽﾄ ﾀﾃ 取出口蓋(錠付) 右開		(勝原)ｵｽﾄ ﾀﾃ 取出扉(固定ﾋﾟﾝ･ﾅｯﾄ付、錠付) 右		43				21700		8000		8000		650				204		204		194		192		180		295		293

						④		3‐9444‐0		ｵｽﾄ ﾀﾃ 取出扉(固定ﾋﾟﾝ･ﾅｯﾄ付、錠付) 左 トビラ ツキ				21,700				(勝原)		394440		ｵｽﾄ ﾀﾃ 取出口蓋(錠付) 左開		37				※錠付：仕入先の管理上 ジョウ ツキ シイレ サキ カンリ ジョウ						取出口蓋(ﾊﾟｯｷﾝ･窓･両面ﾃｰﾌﾟ･ｸｯｼｮﾝ付)1ｾｯﾄ 六角穴付ﾎﾞﾀﾝﾎﾞﾙﾄ2個 ｽﾍﾟｰｻｰ2個 設定ﾋﾟﾝ1個		394441		(勝原)ｵｽﾄ ﾀﾃ 取出口蓋(錠付) 左開		(勝原)ｵｽﾄ ﾀﾃ 取出扉(固定ﾋﾟﾝ･ﾅｯﾄ付、錠付) 左		43				21700		8000		8000		650				205		205		195		193		181		296		294

				ﾖｺ		⑤		3‐9447‐0		ｵｽﾄ ﾖｺ 投函ﾌﾗｯﾌﾟ（口金付） クチガネ ツキ				26,700				(勝原)		394470		ｵｽﾄ ﾖｺ 投函口蓋(蝶番付)		26						2019ｶﾀﾛｸﾞ表記変更（投函口蓋→ﾌﾗｯﾌﾟ）※部品は敢えて「投函」付
（ｸﾃｨ、ﾙｰｼﾞｭ、ｸﾞﾗﾌｨｱ、ﾘｰﾀﾞｻｽ、ｵｽﾄ、ｱﾝﾃ） ヒョウキ ヘンコウ トウカン グチ フタ				投函口口金(ﾌﾗｯﾌﾟ・蝶番・M3ﾊﾞｲﾝﾄﾞ小ﾈｼﾞ・ﾊﾟｯｷﾝ付)1ｾｯﾄ　ﾌﾞﾗｹｯﾄ2個　M4Sﾀｲﾄﾊﾞｲﾝﾄﾞﾈｼﾞ4個　M3ﾊﾞｲﾝﾄﾞ小ﾈｼﾞ4個 トウカン グチ クチガネ チョウバン コ ツ タイト		394471		(勝原)ｵｽﾄ ﾖｺ 投函口蓋(蝶番付)		(勝原)ｵｽﾄ ﾖｺ 投函ﾌﾗｯﾌﾟ（口金付）		32				9200		3000		10000		650				206		206		196		194		182		302		300

						⑥		3‐9448‐0		ｵｽﾄ ﾖｺ 正面ﾊﾟﾈﾙ（ﾌﾗｯﾌﾟなし）		色をご指定ください。 イロ シテイ		12,400				(勝原)		394480		ｵｽﾄ ﾖｺ 正面ﾊﾟﾈﾙ		28		色確認 イロ カクニン								正面ﾊﾟﾈﾙ(前後調整部品 A/Bどちらか2個・M4ﾌﾗﾝｼﾞﾅｯﾄ付)　M3六角穴付ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾀﾝﾎﾞﾙﾄ4個 ショウメン コ ツキ ロッカク アナ ツ コ		394481		(勝原)ｵｽﾄ ﾖｺ 正面ﾊﾟﾈﾙ		(勝原)ｵｽﾄ ﾖｺ 正面ﾊﾟﾈﾙ（ﾌﾗｯﾌﾟなし）		34				12400		4300		4300		650				207		207		197		195		183		303		301

						⑦		3‐9449‐0		ｵｽﾄ ﾖｺ 取出扉(蝶番付･錠付) トビラ ツキ				21,700				(勝原)		394490		ｵｽﾄ ﾖｺ 取出口蓋(蝶番･錠付)		26				※錠付：仕入先の管理上						取出口蓋(ﾊﾟｯｷﾝ･M3平ﾜｯｼｬｰ･M3ﾊﾞｲﾝﾄﾞ小ﾈｼﾞ･ｸｯｼｮﾝ･窓･両面ﾃｰﾌﾟ付) M3ﾊﾞｲﾝﾄﾞ小ﾈｼﾞ4個 設定ﾋﾟﾝ1個		394491		(勝原)ｵｽﾄ ﾖｺ 取出口蓋(蝶番･錠付)		(勝原)ｵｽﾄ ﾖｺ 取出扉(蝶番付･錠付)		32				21700		8000		8000		650				208		208		198		196		184		304		302

						⑧		3‐9450‐0		ｵｽﾄ ﾖｺ 取出扉用蝶番(×2) トビラ				3,200				(勝原)		394500		ｵｽﾄﾀﾃ/ﾖｺ 取出口蓋用蝶番		24								※蝶番種類不明（普通の蝶番？） チョウバン シュルイ フメイ フツウ チョウバン		M3平ﾜｯｼｬｰ8個 M3ﾊﾞｲﾝﾄﾞ小ﾈｼﾞ8個		394501		(勝原)ｵｽﾄﾀﾃ/ﾖｺ 取出口蓋用蝶番		(勝原)ｵｽﾄ ﾖｺ 取出扉用蝶番(×2)		30				3200		600		600		650				209		209		199		197		185		305		303

				錠など ジョウ		⑨		3‐9534‐0		ｵｽﾄ ﾀﾃ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠(設定ﾋﾟﾝ付) L322 右 セッテイ				4,900				(勝原)		395340		新　追加 シン ツイカ		44				ｳﾞｨﾙｸ・ﾓﾙﾄ・ﾗﾃﾞｨ：新L345
ｲｵｽ・ｺｼﾞｬｸ・ﾛﾜｰﾙ・ｵｽﾄ：L322
鍵区別のため品番入れる カギ クベツ ヒンバン イ		※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ				ﾊﾟｯｷﾝ1個						(勝原)ｵｽﾄ ﾀﾃ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠(設定ﾋﾟﾝ付) L322 右		50		「L322」削除（新旧なく区別必要ない）
※他ﾎﾟｽﾄで新L345あり。区別のため入れる。 サクジョ シンキュウ クベツ ヒツヨウ		4800		1250		1300		650		0		210		210		200		198		187		298		296

						⑩		3‐9535‐0		ｵｽﾄ ﾀﾃ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠(設定ﾋﾟﾝ付) L322 左 セッテイ				4,900				(勝原)		395350		新 12/25ｺｰﾄﾞ番号追加 シン バンゴウ ツイカ		44						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ				ﾊﾟｯｷﾝ1個						(勝原)ｵｽﾄ ﾀﾃ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠(設定ﾋﾟﾝ付) L322 左		50		　〃				1250		1300		650		0		211		211		201		199		188		299		297

						⑪		3‐9536‐0		ｵｽﾄ ﾖｺ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠(設定ﾋﾟﾝ付) L322 セッテイ				4,700				(勝原)		395360		新 12/25ｺｰﾄﾞ番号追加 シン バンゴウ ツイカ		41				○上下左右なし（下開のみ） ジョウゲ サユウ シタ ヒラキ		※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ										(勝原)ｵｽﾄ ﾖｺ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠(設定ﾋﾟﾝ付) L322		47		　〃				1250		1200		650		0		212		212		202		200		189		300		298

						⑫		3‐9446‐0		ｵｽﾄﾀﾃ/ﾖｺ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠用 設定ﾋﾟﾝ				1,700				(勝原)		394460		ｵｽﾄﾀﾃ/ﾖｺ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠番号設定ﾋﾟﾝ		37				●錠（ﾋﾟﾝ付）、ﾋﾟﾝ（単体）：それぞれｺｰﾄﾞ有り ジョウ ツ タンタイ ア				※「用」+半角ｽﾍﾟｰｽ（見易く） ヨウ ハンカク				394461		(勝原)ｵｽﾄﾀﾃ/ﾖｺ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠番号設定ﾋﾟﾝ		(勝原)ｵｽﾄﾀﾃ/ﾖｺ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠用 設定ﾋﾟﾝ		43		「ﾀﾃ/ﾖｺ」削除しない		1700		20		20		650				213		213		203		201		190		301		299

						⑬		3‐9451‐0		ｵｽﾄ ﾀﾃ/ﾖｺ 正面ﾊﾟﾈﾙ用補修塗料		色をご指定ください。 イロ シテイ		2,400				(勝原)		394510		ｵｽﾄ 正面ﾊﾟﾈﾙ用補修塗料		28		色確認 イロ カクニン								20ml容器(塗料入)1個 筆1個		394511		(勝原)ｵｽﾄ 正面ﾊﾟﾈﾙ用補修塗料		(勝原)ｵｽﾄ ﾀﾃ/ﾖｺ 正面ﾊﾟﾈﾙ用補修塗料		34				2400		300		300		650				214		214		204		202		191		306		304

		品群 ヒン グン		品名 ヒンメイ		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		クーゼ		クーゼ		①		3‐9328‐0		ｸｰｾﾞ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟ付)				6,300				(曽我)		393280		ｸｰｾﾞ 投函口蓋(蝶番付)		32										固定ﾋﾟﾝ(樹脂ｷｬｯﾌﾟ､ﾜｯｼｬｰ)付		393281		(曽我)ｸｰｾﾞ 投函口蓋(蝶番付)		(曽我)ｸｰｾﾞ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟ付)		38				6300		1500		1500		1000				215		215		205		203		192		165		165

						②		3‐9329‐0		ｸｰｾﾞ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ				3,300				(曽我)		393290		ｸｰｾﾞ 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		19												393291		(曽我)ｸｰｾﾞ 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(曽我)ｸｰｾﾞ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		25				3300		300		300		1000				216		216		206		204		193		166		166

						③		3‐9330‐0		ｸｰｾﾞ 取出扉(SUSﾄﾙｸ蝶番付) トビラ		色をご指定ください。
購入時期をご確認ください。 イロ シテイ コウニュウ ジキ カクニン		17,500				(曽我)		393300		ｸｰｾﾞ 取出口蓋(蝶番付)		25		購入時期確認、色確認 コウニュウ ジキ カクニン イロ カクニン		●錠：蓋になし（本体に付く） ジョウ フタ ホンタイ ツ		○新旧あり（金属、樹脂）※互換性なし シンキュウ キンゾク ジュシ ゴカンセイ						393301		(曽我)ｸｰｾﾞ 取出口蓋(蝶番付)		(曽我)ｸｰｾﾞ 取出扉(SUSﾄﾙｸ蝶番付)		31				15000		5000		6000		1000				217		217		207		205		194		167		167

						④		3‐9331‐0		ｸｰｾﾞ 取出扉用SUSﾌﾟｯｼｭﾗｯﾁ トビラ				3,500				(曽我)		393310		ｸｰｾﾞ 取出口蓋用ﾌﾟｯｼｭﾗｯﾁ		24										2017年1月からSUS製に変更		393311		(曽我)ｸｰｾﾞ 取出口蓋用ﾌﾟｯｼｭﾗｯﾁ		(曽我)ｸｰｾﾞ 取出扉用SUSﾌﾟｯｼｭﾗｯﾁ		30				3400		350		400		1000				218		218		208		206		195		168		168

						⑤		3‐9332‐0		ｸｰｾﾞ 取出扉用SUSﾄﾙｸ蝶番(×2) トビラ		色をご指定ください。
購入時期をご確認ください。 イロ シテイ コウニュウ ジキ カクニン		5,000				(曽我)		393320		ｸｰｾﾞ 取出口蓋用SUSﾄﾙｸ蝶番		28		購入時期確認、色確認 コウニュウ ジキ カクニン イロ カクニン		〇新旧あり：2013.10仕様変更。発注時購入時期要確認。※互換性あり
■販売単位：1個→2個 シンキュウ ゴカンセイ コ		旧ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ蝶番は現ｽﾃﾝﾚｽ蝶番に変更可能だが互換性がない為、発注時は「ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ蝶番用のｽﾃﾝﾚｽ蝶番」で発注すること。　？？？（詳細情報に記入あり。記名なし） キュウ ゲン ショウサイ ジョウホウ キニュウ キメイ						393321		(曽我)ｸｰｾﾞ 取出口蓋用SUSﾄﾙｸ蝶番		(曽我)ｸｰｾﾞ 取出扉用SUSﾄﾙｸ蝶番(×2)		34				3800		500		1000		1000				219		219		209		207		196		169		169

						⑥		3‐9333‐0		ｸｰｾﾞ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) ヒョウジュン				4,800				(曽我)		393330		ｸｰｾﾞ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ2本付)		30				○上下左右なし（蓋：下方向のみ） ジョウゲ サユウ フタ シタ ホウコウ						止金付 トメガネ ツキ		393331		(曽我)ｸｰｾﾞ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ2本付)		(曽我)ｸｰｾﾞ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付)		36		ﾍﾞﾛｳ付 ツキ		3800		500		900		1000				220		220		210		208		197		170		170

						⑦		3‐9334‐0		ｸｰｾﾞ ｽﾍﾟｱｷｰ(×2)		鍵番号をご確認ください
例：Ｊ-○○○（※数字3桁）　
（ｷｰに刻印やﾎﾟｽﾄ内部側面ｼｰﾙに表記があります） カギ バンゴウ カクニン コクイン ソクメン ヒョウキ		3,800				(曽我)		393340		ｸｰｾﾞ ｽﾍﾟｱｷｰ(2本ｾｯﾄ)		16		鍵NO.確認　　J-〇〇〇 カギ カクニン		※在庫注意（殆どの鍵No.揃えているが、在庫ない場合は取寄せとなり納期2週間程度必要） ホトン トリヨ シュウカン ヒツヨウ								393341		(曽我)ｸｰｾﾞ ｽﾍﾟｱｷｰ(2本ｾｯﾄ)		(曽我)ｸｰｾﾞ ｽﾍﾟｱｷｰ(×2)		22				3800		500		500		1000				221		221		211		209		198		171		171

						⑧		3‐9335‐0		ｸｰｾﾞ 本体･投函蓋用補修塗料				3,800				(曽我)		393350		ｸｰｾﾞ 本体･投函口蓋用補修塗料		26												393351		(曽我)ｸｰｾﾞ 本体･投函口蓋用補修塗料		(曽我)ｸｰｾﾞ 本体･投函蓋用補修塗料		32				3800		500		500		1000				222		222		212		210		199		172		172

						⑨		3‐9408‐0		ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ(×2) トウカン フタ コテイ		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		2,800				(曽我)		394080		投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		39		対象ﾎﾟｽﾄ：ｸｰｾﾞ 、ｲｰﾙ、ｸﾙﾑ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ｴﾋﾟ		対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ｸｰｾﾞ /ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ/ﾌﾟﾗｽﾄ/ﾓﾙﾄ/ﾗﾃﾞｨ/ｳﾞｨﾙｸ/ｴﾋﾟ ソガ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ		※「用」+半角ｽﾍﾟｰｽ（見易く） ヨウ ハンカク		固定ﾋﾟﾝ､樹脂ｷｬｯﾌﾟ､ｼﾞｭﾗｺﾝﾌﾞｯｼｭ各2個		394081		(曽我)投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		(曽我)ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ(×2)		45		半角ｽﾍﾟｰｽ追加 ハンカク ツイカ		2800		100		100		1000				223		223		379		369		389		253		253

						⑩		3‐9409‐0		壁掛けﾎﾟｽﾄ 付属部品ｾｯﾄ(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･PCﾌﾟﾗｸﾞ) カベ カ フゾク ブヒン		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		3,800				(曽我)		394090		付属部品ﾋﾞｽ袋(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･ｶｰﾙPCﾌﾟﾗｸﾞ等)		41		対象ﾎﾟｽﾄ：ｳﾞｨｺWH、ﾃﾗ、ｸｰｾﾞ、ｲｰﾙ、ｸﾙﾑ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ｴﾋﾟ		対象ﾎﾟｽﾄ(曽我）
ｳﾞｨｺWH/ﾃﾗ/ｸｰｾﾞ/ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ/ﾌﾟﾗｽﾄ/ﾓﾙﾄ/ﾗﾃﾞｨ/ｳﾞｨﾙｸ/ｴﾋﾟ
※発注時にはﾎﾟｽﾄ名を指定する ソガ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ				木ﾈｼﾞ4本、ﾄﾗｽﾋﾞｽ6本(ｳﾞｨｺ/ﾃﾗ：4本)、ｶｰﾙPCﾌﾟﾗｸﾞ4本		394091		(曽我)投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 付属部品ｾｯﾄ(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･PCﾌﾟﾗｸﾞ)		47				3800

平野 勝矢: 現在の価格　要確認		500		500		1000				224		224		380		370		390		254		254

						⑪		3‐9411‐0		壁掛けﾎﾟｽﾄ 取付用ｽﾍﾟｰｻｰ トリツケ		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		5,500				(曽我)		394110		壁掛けﾎﾟｽﾄ 標準ｽﾍﾟｰｻｰ(ﾋﾞｽ付)		23		対象ﾎﾟｽﾄ：ｴﾋﾟ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ｸｰｾﾞ、ｳﾞｨｺWH タイショウ		対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ｴﾋﾟ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ｸｰｾﾞ、ｳﾞｨｺWH
※ﾃﾗ：ｽﾍﾟｰｻｰは同じだがﾋﾞｽ袋が違う
※ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ：取付用ｽﾍﾟｰｻｰは付属なし タイショウ ソガ トリツ ヨウ フゾク		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ						394111		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 標準ｽﾍﾟｰｻｰ(ﾋﾞｽ付)		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 取付用ｽﾍﾟｰｻｰ		29				5500		1200		1200		1000				225		225		382		372		392		256		256

		品群 ヒン グン		品名 ヒンメイ		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		クティ		クティ
１B/2B		①		3‐9247‐0		ｸﾃｨ1B/2B 投函ﾌﾗｯﾌﾟ(ﾊﾞﾈ付） トウカン ツキ				5,000				(ｺｰﾜ)		392470		ｸﾃｨ1B/2B 投函口蓋 ﾌﾗｯﾌﾟ･ﾊﾞﾈ･ﾜｯｼｬｰ		26						2019ｶﾀﾛｸﾞ表記変更（投函口蓋→ﾌﾗｯﾌﾟ）※部品は敢えて「投函」付
（ｸﾃｨ、ﾙｰｼﾞｭ、ｸﾞﾗﾌｨｱ、ﾘｰﾀﾞｻｽ、ｵｽﾄ、ｱﾝﾃ） ヒョウキ ヘンコウ トウカン グチ フタ				ﾌﾗｯﾌﾟ+軸心2本+ﾊﾞﾈ2ｹ+ﾜｯｼｬｰ2ｹ		392471		(ｺｰﾜ)ｸﾃｨ1B/2B 投函口蓋 ﾌﾗｯﾌﾟ･ﾊﾞﾈ･ﾜｯｼｬｰ		(ｺｰﾜ)ｸﾃｨ1B/2B 投函ﾌﾗｯﾌﾟ(ﾊﾞﾈ付）		31				5000		1000		1000		1000				226		226		213		211		200		66		66

						②		3‐9252‐0		ｸﾃｨ1B 正面ﾊﾟﾈﾙ		色をご指定ください。 イロ シテイ		8,500				(ｺｰﾜ)		392520		ｸﾃｨ1B 正面ﾊﾟﾈﾙ		14		色確認 イロ カクニン								ｽﾍﾟｰｻｰ 4ｹ､M5袋ﾅｯﾄ 4ｹ､M5ﾜｯｼｬｰ 8ｹ､M5ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ 4ｹ		392521		(ｺｰﾜ)ｸﾃｨ1B 正面ﾊﾟﾈﾙ		(ｺｰﾜ)ｸﾃｨ1B 正面ﾊﾟﾈﾙ		19				12000		3800		2400		1000				227		227		214		212		201		75		75

						③		3‐9253‐0		ｸﾃｨ2B 正面ﾊﾟﾈﾙ		色をご指定ください。 イロ シテイ		11,800				(ｺｰﾜ)		392530		ｸﾃｨ2B 正面ﾊﾟﾈﾙ		14		色確認 イロ カクニン								ｽﾍﾟｰｻｰ 4ｹ､M5袋ﾅｯﾄ 4ｹ､M5ﾜｯｼｬｰ 8ｹ､M5ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ 4ｹ		392531		(ｺｰﾜ)ｸﾃｨ2B 正面ﾊﾟﾈﾙ		(ｺｰﾜ)ｸﾃｨ2B 正面ﾊﾟﾈﾙ		19				14800		4900		3700		1000				228		228		215		213		202		76		76

						④		3‐9248‐0		ｸﾃｨ1B 取出扉(錠なし、ﾋﾟﾎﾞｯﾄ･ﾊﾞﾈ付) トビラ ツキ		購入時期をご確認ください。 コウニュウ ジキ カクニン		8,800				(ｺｰﾜ)		392480		ｸﾃｨ1B 取出口蓋(錠なし)		34				★新旧あり（2015.11変更）
（※互換性有無不明）
（旧：ｳｴｽﾄ付/新：ｱﾙﾌｧ付） シンキュウ ヘンコウ キュウ ツキ シン ツキ						扉にﾋﾟﾝ及びﾊﾞﾈ付。ﾅｲﾛﾝﾜｯｼｬｰ2ケ附属。 トビラ オヨ ツ フゾク		392481		(ｺｰﾜ)ｸﾃｨ1B 取出口蓋(錠なし)		(ｺｰﾜ)ｸﾃｨ1B 取出扉(錠なし、ﾋﾟﾎﾞｯﾄ･ﾊﾞﾈ付)		39				8800		2500		2500		1000				229		229		216		214		203		67		67

						⑤		3‐9249‐0		ｸﾃｨ2B 取出扉(錠なし、ﾋﾟﾎﾞｯﾄ･ﾊﾞﾈ付) トビラ		購入時期をご確認ください。 コウニュウ ジキ カクニン		11,000				(ｺｰﾜ)		392490		ｸﾃｨ2B 取出口蓋(錠なし)		34				★新旧あり（2015.11変更）
（※互換性有無不明）
（旧：ｳｴｽﾄ付/新：ｱﾙﾌｧ付） シンキュウ ヘンコウ キュウ ツキ シン ツキ						扉にﾋﾟﾝ及びﾊﾞﾈ付。ﾅｲﾛﾝﾜｯｼｬｰ2ケ附属。 トビラ オヨ ツ フゾク		392491		(ｺｰﾜ)ｸﾃｨ2B 取出口蓋(錠なし)		(ｺｰﾜ)ｸﾃｨ2B 取出扉(錠なし、ﾋﾟﾎﾞｯﾄ･ﾊﾞﾈ付)		39				11000		3400		3400		1000				230		230		217		215		204		68		68

						⑥		3‐9514‐0		ｸﾃｨ1B 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 上				5,800				(ｺｰﾜ)		395140		新　追加 シン ツイカ		30						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ								新 シン		(ｺｰﾜ)ｸﾃｨ1B 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 上		35				5800		1500		1500		800		0		231		231		218		216		206		70		70

						⑦		3‐9515‐0		ｸﾃｨ2B 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 右				5,800				(ｺｰﾜ)		395150		新 シン		30						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ								新 シン		(ｺｰﾜ)ｸﾃｨ2B 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 右		35								1500		800		0		232		232		219		217		207		71		71

						⑧		3‐9488‐0		ﾙｰｼﾞｭ/ﾍﾞﾘｴ/ｸﾃｨ1B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 上		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		3,700				(ｺｰﾜ)		394880		ﾙｰｼﾞｭ/ﾍﾞﾘｴ/ｸﾃｨ1B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄU		44						変更：「LRDU」→「左右下上」
（「上下左右」表記に統一、「「LRDU」より「左右下上」が分かり易い、ため変更） ヘンコウ ヒダリ ミギ シタ ウエ ジョウゲ サユウ ヒョウキ トウイツ ワ ヤス ヘンコウ		※現在は「社内：社外＝１：１」のみのため、専用ｺｰﾄﾞ追加登録中止 ゲンザイ シャナイ シャガイ センヨウ ツイカ トウロク チュウシ		〃		394881		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭ/ﾍﾞﾘｴ/ｸﾃｨ1B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 上		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭ/ﾍﾞﾘｴ/ｸﾃｨ1B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 上 ウエ		49				5000		650		650

平野 勝矢: 在庫するかどうか		800

平野 勝矢: 送料要確認				233		233		220		-		-

						⑨		3‐9486‐0		ｱﾝﾃ/ﾚﾌｨﾅ/ｸﾃｨ2B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 右		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		3,700				(ｺｰﾜ)		394860		ｱﾝﾃ/ﾚﾌｨﾅ/ｸﾃｨ2B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄR		42				“「ｱﾙﾌｧ錠」「ｳｴｽﾄ錠」同価格で良いのでは？（確認案内の工数削減できる）”希望あり。寺島 ジョウ ジョウ オナ カカク ヨ カクニン アンナイ コウスウ サクゲン キボウ テラシマ		変更：「LRDU」→「左右下上」
（「上下左右」表記に統一、「「LRDU」より「左右下上」が分かり易い、ため変更） ヘンコウ ヒダリ ミギ シタ ウエ ジョウゲ サユウ ヒョウキ トウイツ ワ ヤス ヘンコウ		※現在は「社内：社外＝１：１」のみのため、専用ｺｰﾄﾞ追加登録中止 ゲンザイ シャナイ シャガイ センヨウ ツイカ トウロク チュウシ		〃		394861		(ｺｰﾜ)ｱﾝﾃ/ﾚﾌｨﾅ/ｸﾃｨ2B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 右		(ｺｰﾜ)ｱﾝﾃ/ﾚﾌｨﾅ/ｸﾃｨ2B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 右 ミギ		47				5000		650		650

平野 勝矢: 在庫するかどうか		800

平野 勝矢: 送料要確認				234		234		221		-		-

						⑩		3‐9516‐0		ｸﾃｨ1B 回転ﾀﾞｲﾔﾙ錠(10桁) ﾀｼﾞﾏ(ﾀﾃ)				5,800				(ｺｰﾜ)		395160		新　追加 シン ツイカ		32						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ								新 シン		(ｺｰﾜ)ｸﾃｨ1B 回転ﾀﾞｲﾔﾙ錠(10桁) ﾀｼﾞﾏ(ﾀﾃ)		37				5800		1500		1500		800		0		235		235		222		218		209		73		73

						⑪		3‐9517‐0		ｸﾃｨ2B 回転ﾀﾞｲﾔﾙ錠(10桁) ﾀｼﾞﾏ(ﾖｺ)				5,800				(ｺｰﾜ)		395170		新 シン		32						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ								新 シン		(ｺｰﾜ)ｸﾃｨ2B 回転ﾀﾞｲﾔﾙ錠(10桁) ﾀｼﾞﾏ(ﾖｺ)		37								1500		800		0		236		236		223		219		210		74		74

		品群 ヒン グン		品名 ヒンメイ		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		グラフィア		グラフィア		①		3‐9276‐0		ｸﾞﾗﾌｨｱ 投函ﾌﾗｯﾌﾟ(ﾊﾞﾈ付) トウカン				4,700				(ｺｰﾜ)		392760		ｸﾞﾗﾌｨｱ 投函口蓋/ﾌﾗｯﾌﾟ(ﾊﾞﾈ･交換用工具付)		23				■変更：交換用工具付→なし
（仕入先より「全て工具付にするのは在庫数量的に難しい」） ヘンコウ コウカンヨウ コウグ ツキ シイレ サキ スベ コウグ ツキ ザイコ スウリョウ テキ ムズカ		2019ｶﾀﾛｸﾞ表記変更（投函口蓋→ﾌﾗｯﾌﾟ）※部品は敢えて「投函」付
（ｸﾃｨ、ﾙｰｼﾞｭ、ｸﾞﾗﾌｨｱ、ﾘｰﾀﾞｻｽ、ｵｽﾄ、ｱﾝﾃ） ヒョウキ ヘンコウ トウカン グチ フタ		※交換用工具
ｺｰﾜ様より「今後全て工具付にするなら別手間（在庫手配）が必要となる」と有り。社内より工具要望あり。（販売実績：過去28ｹ月で14個）。
→他ﾎﾟｽﾄのﾌﾗｯﾌﾟ交換に使用できるなら「共通ｺｰﾄﾞ」作成するも、ｸﾞﾗﾌｨｱ専用だったため、「交換用ｺｰﾄﾞ」作成もなし。 コウカンヨウ コウグ サマ コンゴ スベ コウグ ツキ ベツ テマ ザイコ テハイ ヒツヨウ ア シャナイ コウグ ヨウボウ ハンバイ ジッセキ カコ ゲツ コ シヨウ キョウツウ サクセイ センヨウ コウカンヨウ サクセイ		軸芯 2本､圧縮ﾊﾞﾈ 1ｹ､押えﾊﾞﾈ 2ｹ､ﾜｯｼｬｰ 1ｹ		392761		(ｺｰﾜ)ｸﾞﾗﾌｨｱ 投函口蓋/ﾌﾗｯﾌﾟ(ﾊﾞﾈ･交換用工具付)		(ｺｰﾜ)ｸﾞﾗﾌｨｱ 投函ﾌﾗｯﾌﾟ(ﾊﾞﾈ付)		28				4400		950		850		1000

寺島 典子: 送料800→1000 変更あり				237		237		224		220		211		100		100

						②		3‐9277‐0		ｸﾞﾗﾌｨｱ 取出扉(軸ﾋﾟﾝ溶接付､錠なし) 右 トビラ ジク ヨウセツ				10,300				(ｺｰﾜ)		392770		ｸﾞﾗﾌｨｱ 取出口蓋(蝶番付､錠なし) 右開		36										軸ﾋﾟﾝ：扉に溶接		392771		(ｺｰﾜ)ｸﾞﾗﾌｨｱ 取出口蓋(蝶番付､錠なし) 右開		(ｺｰﾜ)ｸﾞﾗﾌｨｱ 取出扉(軸ﾋﾟﾝ溶接付､錠なし) 右		41				10300		3120		3120		1000				238		238		225		221		215		102		102

						③		3‐9278‐0		ｸﾞﾗﾌｨｱ 取出扉(軸ﾋﾟﾝ溶接付､錠なし) 左 トビラ				10,300				(ｺｰﾜ)		392780		ｸﾞﾗﾌｨｱ 取出口蓋(蝶番付､錠なし) 左開		36										軸ﾋﾟﾝ：扉に溶接		392781		(ｺｰﾜ)ｸﾞﾗﾌｨｱ 取出口蓋(蝶番付､錠なし) 左開		(ｺｰﾜ)ｸﾞﾗﾌｨｱ 取出扉(軸ﾋﾟﾝ溶接付､錠なし) 左		41				10300		3120		3120		1000				239		239		226		222		216		103		103

						④		3‐9518‐0		ｸﾞﾗﾌｨｱ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 右				5,800				(ｺｰﾜ)		395180		新　追加 シン ツイカ		31						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ										(ｺｰﾜ)ｸﾞﾗﾌｨｱ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 右		36				5800		1500		1500		800		0		240		240		227		223		218		105		105

						⑤		3‐9519‐0		ｸﾞﾗﾌｨｱ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 左				5,800				(ｺｰﾜ)		395190		新 シン		31						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ								新 シン		(ｺｰﾜ)ｸﾞﾗﾌｨｱ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 左		36								1500		800		0		241		241		228		224		219		106		106

		品群 ヒン グン		品名 ヒンメイ		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		グリートⅡ		グリートⅡ		①		3‐9479‐0		ｸﾞﾘｰﾄⅡ 投函蓋（固定ﾋﾟﾝ･ﾅｯﾄ付） コテイ ツキ		色をご指定ください。 イロ シテイ		9,800				(高岡)		394790
(再利用) サイリヨウ		新　※11/1廃番済ｺｰﾄﾞを再利用 シン ハイ バン ズミ サイリヨウ		31		色確認 イロ カクニン				※ｺｰﾄﾞ追加（交換可能判明のため） コウカン カノウ ハンメイ		※11/1廃番済ｺｰﾄﾞ再利用
（売上実績なし、ｺｰﾄﾞが大幅に飛ぶのをさける、ため） ハイ バン ズミ サイリヨウ ウリアゲ ジッセキ オオハバ ト		 取付ねじ【六角穴付きﾎﾞﾙﾄM4L14 2本､樹脂ﾜｯｼｬｰ 6個､UﾅｯﾄM4 2個】		394791		新 シン		(高岡)ｸﾞﾘｰﾄⅡ 投函蓋（固定ﾋﾟﾝ･ﾅｯﾄ付）		37								2900		1000				242		242		229		225		220		332		330

						②		3‐9473‐0		ｸﾞﾘｰﾄⅡ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ				3,000				(高岡)		394730		ｸﾞﾘｰﾄⅡ 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		22												394731		(高岡)ｸﾞﾘｰﾄⅡ 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(高岡)ｸﾞﾘｰﾄⅡ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		28				3000		200		200		1000				243		243		230		226		221		333		331

						③		3‐9474‐0		ｸﾞﾘｰﾄⅡ 取出扉(蝶番付) トビラ				17,000				(高岡)		394740		ｸﾞﾘｰﾄⅡ 取出口蓋(蝶番付)		22				●錠：蓋になし（本体に付く） ジョウ フタ ホンタイ ツ						取付ねじ【六角ﾅｯﾄM4   4個､小ねじﾄﾗｽM4L7 4本 】		394741		(高岡)ｸﾞﾘｰﾄⅡ 取出口蓋(蝶番付)		(高岡)ｸﾞﾘｰﾄⅡ 取出扉(蝶番付)		28				17000		5800		5800		1000				244		244		231		227		222		334		332

						④		3‐9475‐0		ｸﾞﾘｰﾄⅡ 取出扉用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ トビラ				3,000				(高岡)		394750		ｸﾞﾘｰﾄⅡ 取出口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		22												394751		(高岡)ｸﾞﾘｰﾄⅡ 取出口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(高岡)ｸﾞﾘｰﾄⅡ 取出扉用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		28				3000		200		200		1000				245		245		232		228		223		335		333

						⑤		3‐9476‐0		ｸﾞﾘｰﾄⅡ ｶﾑﾛｯｸ式横長ﾀﾞｲﾔﾙ錠				5,500				(高岡)		394760		ｸﾞﾘｰﾄⅡ ｶﾑﾛｯｸ式横長ﾀﾞｲﾔﾙ錠		26				○上下左右なし（蓋：下方向のみ） ジョウゲ サユウ フタ シタ ホウコウ						専用ﾍﾞﾛｳ付（ﾘｰﾀﾞ、ﾊﾟﾄﾞﾗ、ｸﾞﾘｰﾄﾞ共通） キョウツウ		394761		(高岡)ｸﾞﾘｰﾄⅡ ｶﾑﾛｯｸ式横長ﾀﾞｲﾔﾙ錠		(高岡)ｸﾞﾘｰﾄⅡ ｶﾑﾛｯｸ式横長ﾀﾞｲﾔﾙ錠		32				4200		650		1200		1000				246		246		233		229		224		336		334

						⑥		3‐9477‐0		ｸﾞﾘｰﾄⅡ 投函蓋･本体ﾌﾚｰﾑ用補修塗料 フタ		色をご指定ください。 イロ シテイ		5,000				(高岡)		394770		ｸﾞﾘｰﾄⅡ 投函口･本体ﾌﾚｰﾑ補修塗料		33		色確認 イロ カクニン								補修塗料 (ｼﾙﾊﾞｰ･ﾌﾞﾗｯｸ･ﾌﾞﾗｳﾝ･ﾌﾟﾗﾑﾚｯﾄﾞ)		394771		(高岡)ｸﾞﾘｰﾄⅡ 投函口･本体ﾌﾚｰﾑ補修塗料		(高岡)ｸﾞﾘｰﾄⅡ 投函蓋･本体ﾌﾚｰﾑ用補修塗料		39				5000		1000		1000		1000				247		247		234		230		225		337		335

						⑦		3‐9478‐0		ｸﾞﾘｰﾄⅡ 本体･取出扉用補修塗料 トビラ				5,000				(高岡)		394780		ｸﾞﾘｰﾄⅡ 本体･取出口蓋補修塗料		29										補修塗料 (ｼﾙﾊﾞｰ)		394781		(高岡)ｸﾞﾘｰﾄⅡ 本体･取出口蓋補修塗料		(高岡)ｸﾞﾘｰﾄⅡ 本体･取出扉用補修塗料		35				5000		1000		1000		1000				248		248		235		231		226		338		336

		品群 ヒン グン		品名 ヒンメイ		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		クルム		クルム		①		3‐9346‐0		ｸﾙﾑ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟ付)		購入時期をご確認ください。 コウニュウ ジキ カクニン		6,300				(曽我)		393460		ｸﾙﾑ 投函口蓋(蝶番付)		31		購入時期確認		○左右あり（ﾀﾞﾝﾊﾟｰ位置異なる）
○新旧あり（2016.4ﾀﾞﾝﾊﾟｰ追加）
※発注時要指定： 年数・左右必要。 サユウ コト シンキュウ ツイカ ヨウ シテイ サユウ						固定ﾋﾟﾝ(樹脂ｷｬｯﾌﾟ､ﾜｯｼｬｰ)付		393461		(曽我)ｸﾙﾑ 投函口蓋(蝶番付)		(曽我)ｸﾙﾑ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟ付)		37				6300		1500		1500		1000				249		249		236		232		228		185		185

						②		3‐9347‐0		ｸﾙﾑ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ				3,300				(曽我)		393470		ｸﾙﾑ 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		18				○新旧あり（2016.4ﾀﾞﾝﾊﾟｰ追加）
※発注時要指定： 年数・左右必要。 シンキュウ ツイカ ヨウ シテイ サユウ								393471		(曽我)ｸﾙﾑ 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(曽我)ｸﾙﾑ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		24				3300		300		300		1000				250		250		237		233		229		186		186

						③		3‐9348‐0		ｸﾙﾑ 取出扉(ｽﾗｲﾄﾞ蝶番付、ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙなし) 塗装 右 トビラ ツキ トソウ		色をご指定ください。 イロ シテイ		9,800				(曽我)		393480		ｸﾙﾑ 取出口蓋塗装 右開(蝶番･ｱﾙﾐ化粧板なし)		48		色確認 イロ カクニン		●錠：蓋になし（本体に付く） ジョウ フタ ホンタイ ツ		※化粧版→取手ﾊﾟﾈﾙ（ｶﾀﾛｸﾞ表記） ケショウ バン トッテ ヒョウキ						393481		(曽我)ｸﾙﾑ 取出口蓋塗装 右開(蝶番･ｱﾙﾐ化粧板なし)		(曽我)ｸﾙﾑ 取出扉(蝶番付、ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙ無) 塗装 右 トビラ ツキ トソウ		47		「ｽﾗｲﾄﾞ」削除(文字数超過） サクジョ モジスウ チョウカ		8000		2200		2900		1000				251		251		238		234		230		187		187

						④		3‐9349‐0		ｸﾙﾑ 取出扉(ｽﾗｲﾄﾞ蝶番付、ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙなし) 塗装 左 トビラ ツキ トソウ		色をご指定ください。 イロ シテイ		9,800				(曽我)		393490		ｸﾙﾑ 取出口蓋塗装 左開(蝶番･ｱﾙﾐ化粧板なし)		48		色確認 イロ カクニン		●錠：蓋になし（本体に付く） ジョウ フタ ホンタイ ツ		※化粧版→取手ﾊﾟﾈﾙ（ｶﾀﾛｸﾞ表記） ケショウ バン トッテ ヒョウキ						393491		(曽我)ｸﾙﾑ 取出口蓋塗装 左開(蝶番･ｱﾙﾐ化粧板なし)		(曽我)ｸﾙﾑ 取出扉(蝶番付、ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙ無) 塗装 左 トビラ ツキ トソウ		47		「ｽﾗｲﾄﾞ」削除(文字数超過） サクジョ モジスウ チョウカ		8000		2200		2900		1000				252		252		239		235		231		188		188

						⑤		3‐9350‐0		ｸﾙﾑ 取出扉(ｽﾗｲﾄﾞ蝶番付、ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙなし) 木目 右 トビラ ツキ モクメ		色をご指定ください。 イロ シテイ		11,300				(曽我)		393500		ｸﾙﾑ 取出口蓋木目 右開(蝶番･ｱﾙﾐ化粧板なし)		48		色確認 イロ カクニン		●錠：蓋になし（本体に付く） ジョウ フタ ホンタイ ツ		※化粧版→取手ﾊﾟﾈﾙ（ｶﾀﾛｸﾞ表記） ケショウ バン トッテ ヒョウキ						393501		(曽我)ｸﾙﾑ 取出口蓋木目 右開(蝶番･ｱﾙﾐ化粧板なし)		(曽我)ｸﾙﾑ 取出扉(蝶番付、ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙ無) 木目 右 トビラ ツキ モクメ		47		「ｽﾗｲﾄﾞ」削除(文字数超過） サクジョ モジスウ チョウカ		9500		2800		3500		1000				253		253		240		236		232		189		189

						⑥		3‐9351‐0		ｸﾙﾑ 取出扉(ｽﾗｲﾄﾞ蝶番付、ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙなし) 木目 左 トビラ ツキ モクメ		色をご指定ください。 イロ シテイ		11,300				(曽我)		393510		ｸﾙﾑ 取出口蓋木目 左開(蝶番･ｱﾙﾐ化粧板なし)		48		色確認 イロ カクニン		●錠：蓋になし（本体に付く） ジョウ フタ ホンタイ ツ		※化粧版→取手ﾊﾟﾈﾙ（ｶﾀﾛｸﾞ表記） ケショウ バン トッテ ヒョウキ						393511		(曽我)ｸﾙﾑ 取出口蓋木目 左開(蝶番･ｱﾙﾐ化粧板なし)		(曽我)ｸﾙﾑ 取出扉(蝶番付、ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙ無) 木目 左 トビラ ツキ モクメ		47		「ｽﾗｲﾄﾞ」削除(文字数超過） サクジョ モジスウ チョウカ		9500		2800		3500		1000				254		254		241		237		233		190		190

						⑦		3‐9352‐0		ｸﾙﾑ 取出扉用ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙ 右 トビラ				8,800				(曽我)		393520		ｸﾙﾑ 取出口蓋用ｱﾙﾐ化粧板 右開		26		本体色確認 ホンタイ イロ カクニン		○要色指定　※塗装、木目調でﾃﾞｻﾞｲﾝ違い有。 ヨウ イロ シテイ トソウ モクメ チョウ チガ アリ		※化粧版→取手ﾊﾟﾈﾙ（ｶﾀﾛｸﾞ表記） ケショウ バン トッテ ヒョウキ						393521		(曽我)ｸﾙﾑ 取出口蓋用ｱﾙﾐ化粧板 右開		(曽我)ｸﾙﾑ 取出扉用ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙ 右		32				8800		2500		2500		1000				255		255		242		238		234		191		191

						⑧		3‐9353‐0		ｸﾙﾑ 取出扉用ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙ 左 トビラ				8,800				(曽我)		393530		ｸﾙﾑ 取出口蓋用ｱﾙﾐ化粧板 左開		26		本体色確認 ホンタイ イロ カクニン		○要色指定　※塗装、木目調でﾃﾞｻﾞｲﾝ違い有。 ヨウ イロ シテイ トソウ モクメ チョウ チガ アリ		※化粧版→取手ﾊﾟﾈﾙ（ｶﾀﾛｸﾞ表記） ケショウ バン トッテ ヒョウキ						393531		(曽我)ｸﾙﾑ 取出口蓋用ｱﾙﾐ化粧板 左開		(曽我)ｸﾙﾑ 取出扉用ｱﾙﾐ取手ﾊﾟﾈﾙ 左		32				8800		2500		2500		1000				256		256		243		239		235		192		192

						⑨		3‐9355‐0		ｸﾙﾑ 取出扉用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番 新 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ機能内蔵(×2) トビラ キノウ ナイゾウ		購入時期をご確認ください。 コウニュウ ジキ カクニン		4,000				(曽我)		393550		ｸﾙﾑ 取出口蓋用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番(新ﾍﾃｨﾋ)		44		購入時期（〇年〇月～〇年〇月） コウニュウ ジキ ネン ツキ ネン ツキ		■販売単位：1個→2個
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ機能内蔵
※ﾀﾞﾝﾊﾟｰ機能の有無に注意！（蓋の蝶番2個のうち、ﾀﾞﾝﾊﾞｰ機能があるのは片方のみ。両方ともﾀﾞﾝﾊﾟｰ機能付だと途中から急激に閉まり危険。） キノウ ナイゾウ		「付」でなく「内蔵」（付だとそういう部品が形として付いている様に感じる。例：保持機能付） ツ ツキ カタチ ツ カン		※「旧」「新」の表現変更
（販売期間もしくは枝番への紐付けを明記）
→「旧」「新」+品番情報 キュウ シン ヒョウゲン ヘンコウ ハンバイ キカン エダバン ヒモ ヅ メイキ ヒンバン ジョウホウ		ﾍﾃｨﾋ製2個ｾｯﾄ
(ﾀﾞﾝﾊﾟｰ機能付1+ﾀﾞﾝﾊﾟｰ機能無1) セイ キノウ キノウ		393551		(曽我)ｸﾙﾑ 取出口蓋用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番(新ﾍﾃｨﾋ)		(曽我)ｸﾙﾑ 取出扉用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番 新 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ機能内蔵(×2) キノウ ナイゾウ		50		※ﾀﾞﾝﾊﾟｰ機能有無情報必要。
もし仕入先が「ﾍﾃｨﾋ」必要なら「ｽﾗｲﾄﾞ」削除 キノウ ウム ジョウホウ ヒツヨウ シイレ サキ ヒツヨウ サクジョ		3300		300		600		1000				258		258		245		241		237		194		194

						⑩		3‐9354‐0		ｸﾙﾑ 取出扉用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番 旧 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ機能なし(×2) トビラ キノウ		購入時期をご確認ください。 コウニュウ ジキ カクニン		4,000				(曽我)		393540		ｸﾙﾑ 取出口蓋用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番(旧ｽｶﾞﾂﾈ)		44		購入時期（〇年〇月～〇年〇月） コウニュウ ジキ ネン ツキ ネン ツキ		■販売単位：1個→2個
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ機能ない（要別途用意） ハンバイ タンイ コ コ キノウ ヨウ ベット ヨウイ						ﾂｶﾞﾂﾈ製2個ｾｯﾄ
(ﾀﾞﾝﾊﾟｰ機能無×2) セイ キノウ		393541		(曽我)ｸﾙﾑ 取出口蓋用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番(旧ｽｶﾞﾂﾈ)		(曽我)ｸﾙﾑ 取出扉用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番 旧 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ機能なし(×2) キノウ		50		※ﾀﾞﾝﾊﾟｰ機能有無情報必要。
もし仕入先が「ｽｶﾞﾂﾈ」必要なら「ｽﾗｲﾄﾞ」削除 キノウ ウム ジョウホウ ヒツヨウ シイレ サキ ヒツヨウ サクジョ		2900		150		600		1000				257		257		244		240		236		193		193

						⑪		3‐9356‐0		ｸﾙﾑ 取出扉用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ トビラ				3,300				(曽我)		393560		ｸﾙﾑ 取出口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		18				「旧ｽｶﾞﾂﾈ（ﾀﾞﾝﾊﾟｰ別途）」の場合に必要
（「新ﾍﾃｨﾋ（ﾀﾞﾝﾊﾟｰ内蔵）」では不要） ベット バアイ ヒツヨウ ナイゾウ ゴカン セイ								393561		(曽我)ｸﾙﾑ 取出口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(曽我)ｸﾙﾑ 取出扉用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		24				3300		300		300		1000				259		259		246		242		238		195		195

						⑫		3‐9526‐0		ｸﾙﾑ ｶﾑﾛｯｸ式ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 右				4,800				(曽我)		395260		新　追加 シン ツイカ		35						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ										(曽我)ｸﾙﾑ ｶﾑﾛｯｸ式ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 右		41		ﾍﾞﾛｳ付 ツキ		3800		500		900		1000		0		260		260		247		243		240		197		197

						⑬		3‐9527‐0		ｸﾙﾑ ｶﾑﾛｯｸ式ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 左				4,800				(曽我)		395270		新 12/25ｺｰﾄﾞ番号追加 シン バンゴウ ツイカ		35						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ										(曽我)ｸﾙﾑ ｶﾑﾛｯｸ式ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 左		41		ﾍﾞﾛｳ付 ツキ						900		1000		0		261		261		248		244		241		198		198

						⑭		3‐9358‐0		ｸﾙﾑ ｽﾍﾟｱｷｰ(×2)		鍵番号をご確認ください
例：CLUM-○○○（※数字3桁）　
（ｷｰに刻印やﾎﾟｽﾄ内部側面ｼｰﾙに表記があります） カギ バンゴウ カクニン コクイン ソクメン ヒョウキ		3,800				(曽我)		393580		ｸﾙﾑ ｽﾍﾟｱｷｰ(2本ｾｯﾄ)		15		鍵NO.確認　CLUM-〇〇〇		※在庫注意（殆どの鍵No.揃えているが、在庫ない場合は取寄せとなり納期2週間程度必要。 2/21寺島 ホトン トリヨ シュウカン ヒツヨウ テラシマ		鍵番号（ﾎﾟｽﾄ内部ｼｰﾙに記載、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠に刻印）
例：clum-○○○(2～3桁） ：英数字3桁　 カギ バンゴウ キサイ ジョウ コクイン						393581		(曽我)ｸﾙﾑ ｽﾍﾟｱｷｰ(2本ｾｯﾄ)		(曽我)ｸﾙﾑ ｽﾍﾟｱｷｰ(×2)		21				3800		500		500		1000				262		262		249		245		242		199		199

						⑮		3‐9359‐0		ｸﾙﾑ 本体前面下部化粧ﾊﾟﾈﾙ(焼付塗装)		色をご指定ください。 イロ シテイ		6,300				(曽我)		393590		ｸﾙﾑ 本体前面下部化粧ﾊﾟﾈﾙ(焼付塗装)		34		色確認 イロ カクニン										393591		(曽我)ｸﾙﾑ 本体前面下部化粧ﾊﾟﾈﾙ(焼付塗装)		(曽我)ｸﾙﾑ 本体前面下部化粧ﾊﾟﾈﾙ(焼付塗装)		40				6300		1500		1500		1000				263		263		250		246		243		200		200

						⑯		3‐9360‐0		ｸﾙﾑ 本体･投函蓋用補修塗料				3,800				(曽我)		393600		ｸﾙﾑ 本体･投函口蓋補修塗料		25		色確認 イロ カクニン		ｼﾙﾊﾞｰ色：約50ｍｌ入り イロ ヤク イ								393601		(曽我)ｸﾙﾑ 本体･投函口蓋補修塗料		(曽我)ｸﾙﾑ 本体･投函蓋用補修塗料		31				3800		500		500		1000				264		264		251		247		244		201		201

						⑰		3‐9408‐0		ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ(×2) トウカン フタ コテイ		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		2,800				(曽我)		394080		投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		39		対象ﾎﾟｽﾄ：ｸｰｾﾞ 、ｲｰﾙ、ｸﾙﾑ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ｴﾋﾟ		対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ｸｰｾﾞ /ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ/ﾌﾟﾗｽﾄ/ﾓﾙﾄ/ﾗﾃﾞｨ/ｳﾞｨﾙｸ/ｴﾋﾟ ソガ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ		※「用」+半角ｽﾍﾟｰｽ（見易く） ヨウ ハンカク		固定ﾋﾟﾝ､樹脂ｷｬｯﾌﾟ､ｼﾞｭﾗｺﾝﾌﾞｯｼｭ各2個		394081		(曽我)投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		(曽我)ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ(×2)		45		半角ｽﾍﾟｰｽ追加 ハンカク ツイカ		2800		100		100		1000				265		265		379		369		389		253		253

						⑱		3‐9409‐0		壁掛けﾎﾟｽﾄ 付属部品ｾｯﾄ(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･PCﾌﾟﾗｸﾞ) カベ カ フゾク ブヒン		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		3,800				(曽我)		394090		付属部品ﾋﾞｽ袋(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･ｶｰﾙPCﾌﾟﾗｸﾞ等)		41		対象ﾎﾟｽﾄ：ｳﾞｨｺWH、ﾃﾗ、ｸｰｾﾞ、ｲｰﾙ、ｸﾙﾑ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ｴﾋﾟ		対象ﾎﾟｽﾄ(曽我）
ｳﾞｨｺWH/ﾃﾗ/ｸｰｾﾞ/ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ/ﾌﾟﾗｽﾄ/ﾓﾙﾄ/ﾗﾃﾞｨ/ｳﾞｨﾙｸ/ｴﾋﾟ
※発注時にはﾎﾟｽﾄ名を指定する ソガ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ				木ﾈｼﾞ4本、ﾄﾗｽﾋﾞｽ6本(ｳﾞｨｺ/ﾃﾗ：4本)、ｶｰﾙPCﾌﾟﾗｸﾞ4本		394091		(曽我)投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 付属部品ｾｯﾄ(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･PCﾌﾟﾗｸﾞ)		47				3800

平野 勝矢: 現在の価格　要確認		500		500		1000				266		266		380		370		390		254		254

		品群 ヒン グン		品名 ヒンメイ		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		コジャク		GE/SD		①		3‐9422‐0		ｺｼﾞｬｸGE/SD 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･ﾎﾞﾙﾄ付)		色をご指定ください。 イロ シテイ		13,700				(勝原)		394220		ｺｼﾞｬｸGE/SD 投函口蓋		33				×蓋受けるｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ：使用なし フタ ウ シヨウ						投函口蓋(ｸｯｼｮﾝ付)1ｾｯﾄ　M3六角穴付ﾎﾞﾀﾝﾎﾞﾙﾄ2個　ｽﾍﾟｰｻｰ2個 トウカン グチ フタ ツキ ロッカク アナ ツ コ コ		394221		(勝原)ｺｼﾞｬｸGE/SD 投函口蓋		(勝原)ｺｼﾞｬｸGE/SD 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･ﾎﾞﾙﾄ付)		39				13700		4800		4800		650				267		267		252		248		245		269		269

						②		3‐9423‐0		ｺｼﾞｬｸGE/SD 投函蓋用ﾛｰﾀﾘｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ				2,900				(勝原)		394230		ｺｼﾞｬｸGE/SD 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		30										ﾛｰﾀﾘｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ1個		394231		(勝原)ｺｼﾞｬｸGE/SD 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(勝原)ｺｼﾞｬｸGE/SD 投函蓋用ﾛｰﾀﾘｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ		36				2900		500		500		650				268		268		253		249		246		270		270

						③		3‐9426‐0		ｺｼﾞｬｸSD 取出扉/正面ﾊﾟﾈﾙ 右 トビラ		色をご指定ください。 イロ シテイ		25,200				(勝原)		394260		ｺｼﾞｬｸSD 取出口正面ﾊﾟﾈﾙ 右開		26		色確認 イロ カクニン								M4六角穴付ﾎﾞﾙﾄ4個		394261		(勝原)ｺｼﾞｬｸSD 取出口正面ﾊﾟﾈﾙ 右開		(勝原)ｺｼﾞｬｸSD 取出扉/正面ﾊﾟﾈﾙ 右		32				25200		9400		9400		650				269		269		254		250		251		273		273

						④		3‐9427‐0		ｺｼﾞｬｸSD 取出扉/正面ﾊﾟﾈﾙ 左 トビラ		色をご指定ください。 イロ シテイ		25,200				(勝原)		394270		ｺｼﾞｬｸSD 取出口正面ﾊﾟﾈﾙ 左開		26		色確認 イロ カクニン								M4六角穴付ﾎﾞﾙﾄ4個		394271		(勝原)ｺｼﾞｬｸSD 取出口正面ﾊﾟﾈﾙ 左開		(勝原)ｺｼﾞｬｸSD 取出扉/正面ﾊﾟﾈﾙ 左		32				25200		9400		9400		650				270		270		255		251		252		274		274

						⑤		3‐9532‐0		ｺｼﾞｬｸGE/SD ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠(設定ﾋﾟﾝ付) L322 右 ピン				4,900				(勝原)		395320		新　追加 シン ツイカ		48				ｳﾞｨﾙｸ・ﾓﾙﾄ・ﾗﾃﾞｨ：新L345
ｲｵｽ・ｺｼﾞｬｸ・ﾛﾜｰﾙ・ｵｽﾄ：L322
鍵区別のため品番入れる カギ クベツ ヒンバン イ		※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ				ﾊﾟｯｷﾝ1個						(勝原)ｺｼﾞｬｸ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠(設定ﾋﾟﾝ付) L322 右		49		「GE/SD」削除（文字数超過）
「L322」削除（新旧なく区別必要ない）
※他ﾎﾟｽﾄで新L345あり。区別のため入れる。 サクジョ モジ スウ チョウカ サクジョ シンキュウ クベツ ヒツヨウ		4800		1250		1300		650		0		271		271		256		252		254		276		276

						⑥		3‐9533‐0		ｺｼﾞｬｸGE/SD ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠(設定ﾋﾟﾝ付) L322 左 セッテイ				4,900				(勝原)		395330		新 12/25ｺｰﾄﾞ番号追加 シン バンゴウ ツイカ		48				　〃		※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ				ﾊﾟｯｷﾝ1個						(勝原)ｺｼﾞｬｸ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠(設定ﾋﾟﾝ付) L322 左		49		　〃						1300		650		0		272		272		257		253		255		277		277

						⑦		3‐9429‐0		ｺｼﾞｬｸGE/SD ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠用 設定ﾋﾟﾝ				1,700				(勝原)		394290		ｺｼﾞｬｸGE/SD ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠番号設定ﾋﾟﾝ		39				●錠（ﾋﾟﾝ付）、ﾋﾟﾝ（単体）：それぞれｺｰﾄﾞ有り ジョウ ツ タンタイ ア				※「用」+半角ｽﾍﾟｰｽ（見易く） ヨウ ハンカク				394291		(勝原)ｺｼﾞｬｸGE/SD ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠番号設定ﾋﾟﾝ		(勝原)ｺｼﾞｬｸ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠用 設定ﾋﾟﾝ		40		「GE/SD」削除（文字数超過）		1700		20		20		650				273		273		258		254		256		278		278

						⑧		3‐9430‐0		ｺｼﾞｬｸGE/SD 取出扉用補修塗料 トビラ		色をご指定ください。 イロ シテイ		2,400				(勝原)		394300		ｺｼﾞｬｸGE/SD 取出口蓋用補修塗料		27		色確認 イロ カクニン								20ml容器(塗料入)1個 筆1個		394301		(勝原)ｺｼﾞｬｸGE/SD 取出口蓋用補修塗料		(勝原)ｺｼﾞｬｸGE/SD 取出扉用補修塗料		33				2400		300		300		650				274		274		259		255		257		279		279

						⑨		3‐9431‐0		ｺｼﾞｬｸGE/SD 本体･投函扉用補修塗料 トビラ				2,400				(勝原)		394310		ｺｼﾞｬｸGE/SD 本体･投函口蓋用補修塗料		32										20ml容器(塗料入)1個 筆1個		394311		(勝原)ｺｼﾞｬｸGE/SD 本体･投函口蓋用補修塗料		(勝原)ｺｼﾞｬｸGE/SD 本体･投函扉用補修塗料		38				2400		300		300		650				275		275		260		256		258		280		280

		品群 ヒン グン		品名 ヒンメイ		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		コラーナ		コラーナ		①		3‐9400‐0		ｺﾗｰﾅ 投函蓋用樹脂ｶﾊﾞｰ(左右ｾｯﾄ) サユウ		色をご指定ください。
購入時期をご確認ください。 イロ シテイ コウニュウ ジキ カクニン		3,300				(曽我)		394000		ｺﾗｰﾅ 投函口ｱﾙﾐ化粧蓋用両端樹脂ｶﾊﾞｰ		30		購入時期確認、色確認 コウニュウジキカクニン イロ カクニン		■販売単位：1個→左右ｾｯﾄ								394001		(曽我)ｺﾗｰﾅ 投函口ｱﾙﾐ化粧蓋用両端樹脂ｶﾊﾞｰ		(曽我)ｺﾗｰﾅ 投函蓋用樹脂ｶﾊﾞｰ(左右ｾｯﾄ)		36				3300		300		300		1000				276		276		261		257		259		245		245

						②		3‐9401‐0		ｺﾗｰﾅ 投函蓋(蝶番付･樹脂ｶﾊﾞｰ左右ｾｯﾄ付) チョウバン ツキ サユウ		色をご指定ください。 イロ シテイ		6,000				(曽我)		394010		ｺﾗｰﾅ 投函口ｱﾙﾐ化粧蓋(両端樹脂ｶﾊﾞｰ付)		37		色確認 イロ カクニン		■蝶番：口金に埋まっているﾛｰﾀﾘｰﾀﾞﾝﾊﾟｰが蝶番の役目
○新旧あり（2016.04：ﾀﾞﾝﾊﾟｰ位置変更） クチガネ ウ イチ ヘンコウ								394011		(曽我)ｺﾗｰﾅ 投函口ｱﾙﾐ化粧蓋(両端樹脂ｶﾊﾞｰ付)		(曽我)ｺﾗｰﾅ 投函蓋(蝶番付･樹脂ｶﾊﾞｰ左右ｾｯﾄ付)		43				6000		1400

寺島 典子: 【誤】￥1,400（※樹脂ｶﾊﾞｰ価格加算忘れ）
【正】￥2,000（※樹脂ｶﾊﾞｰ価格加算 ＠300×2個+蓋1500）送料￥1,000 2018/3/14永瀬
★修正完了（販売価格：据え置き） 3/19寺島		1400		1000				277		277		262		258		260		244		244

						③		3‐9402‐0		ｺﾗｰﾅ 投函蓋（口金付) フタ		色をご指定ください。 イロ シテイ		15,000				(曽我)		394020		ｺﾗｰﾅ 投函口口金(ｱﾙﾐ化粧蓋付)		20		色確認 イロ カクニン				★「投函蓋」と「投函蓋（口金付）」のｺｰﾄﾞあり。口金付ｺｰﾄﾞは不要と思われるが蓋だけ（ｺｰﾄﾞ3-9401）の半分程の売上実績あり（品名が分かりにくかったため？）、ｺｰﾄﾞ削除しない（様子見る）。 トウカン フタ トウカン フタ クチガネ ツキ クチガネ ツキ フヨウ オモ フタ ハンブン ホド ウリアゲ ジッセキ ヒンメイ ワ サクジョ ヨウス ミ		※ﾙｰｼﾞｭ・ｺﾗｰﾅのみ口金を含んだｺｰﾄﾞ作成 フク				394021		(曽我)ｺﾗｰﾅ 投函口口金(ｱﾙﾐ化粧蓋付)		(曽我)ｺﾗｰﾅ 投函蓋（口金付)		26				15000		5000		5000		1000				278		278		263		259		261		246		246

						④		3‐9403‐0		ｺﾗｰﾅ 取出ﾎﾟﾘｶ取出扉(ﾄﾙｸ蝶番付､錠なし) トリダシ		購入時期をご確認ください。 コウニュウ ジキ カクニン		7,800				(曽我)		394030		ｺﾗｰﾅ 取出口PC蓋(蝶番･錠なし)		37		購入時期確認
○新旧あり（互換性なし）：　2015.12変更（ｳｴｽﾄ錠付→ｱﾙﾌｧ錠付） 
※ご発注時、付属している錠の種類（番号の桁数）をご指定ください コウニュウジキカクニン シン キュウ ゴカンセイ ヘンコウ ジョウ ツ ジョウ ツキ ハッチュウ ジ フゾク ジョウ シュルイ バンゴウ ケタスウ シテイ		○新旧あり：　2015.12変更（旧：ｳｴｽﾄ錠付→新：ｱﾙﾌｧ錠付）。指示ない場合は新扉で出荷される。
※新旧互換性なし： 錠により錠受け口が異なる。受け口は本体から外れず交換不可。
※旧扉在庫： A品終了。B品（微かな黒い点･擦り傷がある程度）30～40枚程。追加生産不可（金型が既にない）。在庫終了後の対応については商企/細野さんにて検討中。 シン キュウ ヘンコウ キュウ ジョウ ツ シン ジョウ ツキ シジ バアイ シン トビラ シュッカ シン キュウ ゴカンセイ ジョウ ジョウ ウ クチ コト ウ クチ ホンタイ ハズ コウカン フカ キュウ トビラ ザイコ ヒン シュウリョウ ヒン カス クロ テン ス キズ テイド マイ ツイカ セイサン フカ カナガタ スデ ザイコ シュウリョウ ゴ タイオウ ショウキ ホソノ ケントウチュウ		※取出ﾎﾟﾘｶ取出扉： 取出が重複 トリダシ ガ ジュウフク						394031		(曽我)ｺﾗｰﾅ 取出口PC蓋(蝶番･錠なし)		(曽我)ｺﾗｰﾅ 取出ﾎﾟﾘｶ取出扉(ﾄﾙｸ蝶番付､錠なし)		43				6300		1500		2100		1000				279		279		264		260		262		247		247

						⑤		3‐9404‐0		ｺﾗｰﾅ 取出扉用ﾄﾙｸ蝶番(×2) トビラ				4,000				(曽我)		394040		ｺﾗｰﾅ 取出口蓋用ﾄﾙｸ蝶番		25				○新旧あり（互換性あり）　旧樹脂製→新金属製。金属製のみ手配可。
■販売単位：1個→2個 シンキュウ ゴカンセイ キュウ ジュシ セイ シン キンゾク セイ キンゾク セイ テハイ カ								394041		(曽我)ｺﾗｰﾅ 取出口蓋用ﾄﾙｸ蝶番		(曽我)ｺﾗｰﾅ 取出扉用ﾄﾙｸ蝶番(×2)		31				3200		250		600		1000				280		280		265		261		263		248		248

						⑥		3‐9405‐0		ｺﾗｰﾅ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 下				6,300				(曽我)		394050		ｺﾗｰﾅ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧD		29				○上下左右なし（蓋：下方向のみ） ジョウゲ サユウ フタ シタ ホウコウ								394051		(曽我)ｺﾗｰﾅ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧD		(曽我)ｺﾗｰﾅ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 下		35				6300		1500		1500		1000				281		281		266		262		264		249		249

						⑦		3‐9487‐0		ｺﾗｰﾅ/ﾘｰﾀﾞ後出 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 下		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		3,700				(ｺｰﾜ)		394870		ｺﾗｰﾅ/ﾘｰﾀﾞ後出 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄD		41				※R/LでなくでDで正しい
（ﾌｯｸが上にあり「D」） タダ		変更：「LRDU」→「左右下上」
（「上下左右」表記に統一、「「LRDU」より「左右下上」が分かり易い、ため変更） ヘンコウ ヒダリ ミギ シタ ウエ ジョウゲ サユウ ヒョウキ トウイツ ワ ヤス ヘンコウ		※現在は「社内：社外＝１：１」のみのため、専用ｺｰﾄﾞ追加登録中止 ゲンザイ シャナイ シャガイ センヨウ ツイカ トウロク チュウシ		〃		394871		(ｺｰﾜ)ｺﾗｰﾅ/ﾘｰﾀﾞ後出 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 下		(ｺｰﾜ)ｺﾗｰﾅ/ﾘｰﾀﾞ後出 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 下 シタ		46				5000		650		650

平野 勝矢: 在庫するかどうか		800

平野 勝矢: 送料要確認				282		282		267		-		-

						⑧		3‐9406‐0		ｺﾗｰﾅ 投函口金用補修塗料		色をご指定ください。 イロ シテイ		3,800				(曽我)		394060		ｺﾗｰﾅ 投函口口金用補修塗料		23		色確認 イロ カクニン										394061		(曽我)ｺﾗｰﾅ 投函口口金用補修塗料		(曽我)ｺﾗｰﾅ 投函口金用補修塗料		29				3800		500		500		1000				283		283		268		263		265		250		250

		品群 ヒン グン		品名 ヒンメイ		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		シルト		シルト		①		3‐9231‐0		ｼﾙﾄ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付） コテイ ツキ				10,500				(ｺｰﾜ)		392310		ｼﾙﾄ 投函口蓋 ﾋﾝｼﾞﾋﾟﾝ/Eﾘﾝｸﾞ/ﾜｯｼｬｰ		28				×蓋受けるｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ：使用なし						ﾋﾝｼﾞﾋﾟﾝ2ｹ､Eﾘﾝｸﾞ2ｹ､ﾅｲﾛﾝﾜｯｼｬｰ2ｹ		392311		(ｺｰﾜ)ｼﾙﾄ 投函口蓋 ﾋﾝｼﾞﾋﾟﾝ/Eﾘﾝｸﾞ/ﾜｯｼｬｰ		(ｺｰﾜ)ｼﾙﾄ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付）		33				10500		3200		3200		1000				284		284		269		264		267		48		48

						②		3‐9232‐0		ｼﾙﾄ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ				2,500				(ｺｰﾜ)		392320		ｼﾙﾄ 投函口蓋ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		18												392321		(ｺｰﾜ)ｼﾙﾄ 投函口蓋ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(ｺｰﾜ)ｼﾙﾄ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		23				2500		200		200		800				285		285		270		265		268		49		49

						③		3‐9233‐0		ｼﾙﾄ 取出扉(蝶番付) トビラ		色をご指定ください。 イロ シテイ		23,300				(ｺｰﾜ)		392330		ｼﾙﾄ 取出口蓋(蝶番付) ﾋﾞｽ･ﾜｯｼｬｰ･Sﾜｯｼｬｰ･ﾅｯﾄ		18		色確認 イロ カクニン		●錠：蓋になし（本体に付く） ジョウ フタ ホンタイ ツ						取付ﾋﾞｽ：M5ﾜｯｼｬｰ4ｹ､M5ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ4ｹ､M5袋ﾅｯﾄ4ｹ		392331		(ｺｰﾜ)ｼﾙﾄ 取出口蓋(蝶番付) ﾋﾞｽ･ﾜｯｼｬｰ･Sﾜｯｼｬｰ･ﾅｯﾄ		(ｺｰﾜ)ｼﾙﾄ 取出扉(蝶番付)		23				23300		8300		8300		1000				286		286		271		266		269		50		50

						④		3‐9234‐0		ｼﾙﾄ 取出扉用ﾏｸﾞﾈｯﾄ トビラ				2,300				(ｺｰﾜ)		392340		ｼﾙﾄ 取出口蓋ﾏｸﾞﾈｯﾄ		18												392341		(ｺｰﾜ)ｼﾙﾄ 取出口蓋ﾏｸﾞﾈｯﾄ		(ｺｰﾜ)ｼﾙﾄ 取出扉用ﾏｸﾞﾈｯﾄ		23				2300		100		100		800				287		287		272		267		270		51		51

						⑤		3‐9235‐0		ｼﾙﾄ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付)  ヒョウジュン				5,800				(ｺｰﾜ)		392350		ｼﾙﾄ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ2本付)		30				○上下左右なし（蓋：右方向のみ） ジョウゲ サユウ フタ ミギ ホウコウ						止金付 トメガネ ツキ		392351		(ｺｰﾜ)ｼﾙﾄ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ2本付)		(ｺｰﾜ)ｼﾙﾄ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 		35				5800		1500		1500		800		0		288		288		273		268		271		52		52

						⑥		3‐9236‐0		ｼﾙﾄ ｽﾍﾟｱｷｰ(×1)		鍵番号をご確認ください
例：Ｋ○○○（※数字3桁）　
（ｷｰに刻印やﾎﾟｽﾄ外側底面ｼｰﾙに表記があります） カギ バンゴウ カクニン コクイン ソトガワ シール ヒョウキ		3,900				(ｺｰﾜ)		392360		ｼﾙﾄ ｽﾍﾟｱｷｰ(1本)		15		鍵NO.確認　Ｋ○○○ カギ カクニン		※在庫注意（殆どの鍵No.揃えているが、在庫ない場合は取寄せとなり納期2週間程度必要） ホトン トリヨ シュウカン ヒツヨウ								392361		(ｺｰﾜ)ｼﾙﾄ ｽﾍﾟｱｷｰ(1本)		(ｺｰﾜ)ｼﾙﾄ ｽﾍﾟｱｷｰ(×1)		20				3900		750		750		800				289		289		274		269		272		54		54

						⑦		3‐9237‐0		ｼﾙﾄ 取出扉補修塗料 トビラ		色をご指定ください。 イロ シテイ		3,300				(ｺｰﾜ)		392370		ｼﾙﾄ 取出口蓋補修塗料		18		色確認 イロ カクニン										392371		(ｺｰﾜ)ｼﾙﾄ 取出口蓋補修塗料		(ｺｰﾜ)ｼﾙﾄ 取出扉補修塗料		23				3300		500		500		800				290		290		275		270		273		55		55

		品群 ヒン グン		品名 ヒンメイ		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		テラ		テラ		①		3‐9309‐0		ﾃﾗ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付) コテイ ツキ		色をご指定ください。 イロ シテイ		6,800				(曽我)		393090		ﾃﾗ 投函口蓋(蝶番付)		26		色確認 イロ カクニン								固定ﾋﾟﾝ(Eﾘﾝｸﾞ､ﾜｯｼｬｰ)付		393091		(曽我)ﾃﾗ 投函口蓋(蝶番付)		(曽我)ﾃﾗ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞ付)		32				6800		1700		1700		1000				291		291		276		271		274		140		140

						②		3‐9310‐0		ﾃﾗ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ				3,300				(曽我)		393100		ﾃﾗ 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		17												393101		(曽我)ﾃﾗ 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(曽我)ﾃﾗ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		23				3300		300		300		1000				292		292		277		272		275		141		141

						③		3‐9311‐0		ﾃﾗ 取出扉(軸棒付、錠なし) 右 トビラ ジク ボウ ツ		色をご指定ください。 イロ シテイ		9,000				(曽我)		393110		ﾃﾗ 取出口蓋(錠なし) 右開		28		色確認 イロ カクニン								軸棒､ﾜｯｼｬｰ付		393111		(曽我)ﾃﾗ 取出口蓋(錠なし) 右開		(曽我)ﾃﾗ 取出扉(軸棒付、錠なし) 右		34				8300		2300		2600		1000				293		293		278		273		276		142		142

						④		3‐9312‐0		ﾃﾗ 取出扉(軸棒付、錠なし) 左 トビラ ジク ボウ ツ		色をご指定ください。 イロ シテイ		9,000				(曽我)		393120		ﾃﾗ 取出口蓋(錠なし) 左開		28		色確認 イロ カクニン								軸棒､ﾜｯｼｬｰ付		393121		(曽我)ﾃﾗ 取出口蓋(錠なし) 左開		(曽我)ﾃﾗ 取出扉(軸棒付、錠なし) 左		34				8300		2300		2600		1000				294		294		279		274		277		143		143

						⑤		3‐9522‐0		ﾃﾗ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(1桁) ｼﾞｮｰﾌﾟﾘﾝｽ 右				6,300				(曽我)		395220		新　追加 シン ツイカ		32						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ		品番削除（新旧ない） ヒンバン ヒンバン サクジョ シンキュウ						新 シン		(曽我)ﾃﾗ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(1桁) ｼﾞｮｰﾌﾟﾘﾝｽ 右		38				6300		1500		1500		1000		0		295		295		280		275		279		145		145

						⑥		3‐9523‐0		ﾃﾗ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(1桁) ｼﾞｮｰﾌﾟﾘﾝｽ 左				6,300				(曽我)		395230		新 シン		32						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ		品番削除（新旧ない） ヒンバン ヒンバン サクジョ シンキュウ						新 シン		(曽我)ﾃﾗ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(1桁) ｼﾞｮｰﾌﾟﾘﾝｽ 左		38								1500		1000		0		296		296		281		276		280		146		146

						⑦		3‐9314‐0		ﾃﾗ ｻｲﾝｼｰﾙ				3,400				(曽我)		393140		ﾃﾗ ｻｲﾝｼｰﾙ		9												393141		(曽我)ﾃﾗ ｻｲﾝｼｰﾙ		(曽我)ﾃﾗ ｻｲﾝｼｰﾙ		15				3400		350		350		1000				297		297		282		277		281		147		147

						⑧		3‐9407‐0		ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞｾｯﾄ(×2) トウカン フタ コテイ		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		2,800				(曽我)		394070
(再利用) サイリヨウ		新　※11/1廃番済ｺｰﾄﾞを再利用 シン ハイ バン ズミ サイリヨウ		35		対象ﾎﾟｽﾄ：ｳﾞｨｺWH/DB、ｹｲﾄ、ﾃﾗ
ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。 タイショウ		対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ｳﾞｨｺWH/DB、ｹｲﾄ、ﾃﾗ
※（ｺｰﾜ）ｼﾙﾄ　←要：仕入先別ｺｰﾄﾞ タイショウ ソガ ヨウ シイレ サキ ベツ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ		※「用」+半角ｽﾍﾟｰｽ（見易く）
※11/1廃番済ｺｰﾄﾞ再利用
（売上実績なし、ｺｰﾄﾞが大幅に飛ぶのをさける、ため） ヨウ ハンカク		固定ﾋﾟﾝ・Eﾘﾝｸﾞ・ﾜｯｼｬｰのｾｯﾄ		394071		新 シン		(曽我)ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･Eﾘﾝｸﾞｾｯﾄ(×2)		41		半角ｽﾍﾟｰｽ追加 ハンカク ツイカ						100		1000		1		298		298		378		368		388		252		252

						⑨		3‐9409‐0		壁掛けﾎﾟｽﾄ 付属部品ｾｯﾄ(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･PCﾌﾟﾗｸﾞ) カベ カ フゾク ブヒン		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		3,800				(曽我)		394090		付属部品ﾋﾞｽ袋(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･ｶｰﾙPCﾌﾟﾗｸﾞ等)		41		対象ﾎﾟｽﾄ：ｳﾞｨｺWH、ﾃﾗ、ｸｰｾﾞ、ｲｰﾙ、ｸﾙﾑ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ｴﾋﾟ		対象ﾎﾟｽﾄ(曽我）
ｳﾞｨｺWH/ﾃﾗ/ｸｰｾﾞ/ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ/ﾌﾟﾗｽﾄ/ﾓﾙﾄ/ﾗﾃﾞｨ/ｳﾞｨﾙｸ/ｴﾋﾟ
※発注時にはﾎﾟｽﾄ名を指定する ソガ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ				木ﾈｼﾞ4本、ﾄﾗｽﾋﾞｽ6本(ｳﾞｨｺ/ﾃﾗ：4本)、ｶｰﾙPCﾌﾟﾗｸﾞ4本		394091		(曽我)投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 付属部品ｾｯﾄ(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･PCﾌﾟﾗｸﾞ)		47				3800

平野 勝矢: 現在の価格　要確認		500		500		1000				299		299		380		370		390		254		254

						⑩		3‐9410‐0		壁掛けﾎﾟｽﾄ 取付用ｽﾍﾟｰｻｰ ﾃﾗ用 トリツ				5,500				(曽我)		394100		壁掛けﾎﾟｽﾄ 標準ｽﾍﾟｰｻｰ(ﾋﾞｽ付) ﾃﾗ用		28				対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ﾃﾗ（ｽﾍﾟｰｻｰは同じだがﾋﾞｽ袋が違う） タイショウ ソガ				※「取付用ｽﾍﾟｰｻｰ」汎用ｺｰﾄﾞでなくﾃﾗ専用なのは、同じ物でない（袋異なる）、既に売上実績あり、のため削除できず。 トリツケヨウ ハンヨウ センヨウ オナ モノ フクロ コト スデ ウリアゲ ジッセキ サクジョ				394101		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 標準ｽﾍﾟｰｻｰ(ﾋﾞｽ付) ﾃﾗ用		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 取付用ｽﾍﾟｰｻｰ ﾃﾗ用		34				5500		1200		1200		1000				300		300		381		371		391		255		255

		品群 ヒン グン		品名 ヒンメイ		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		パドラ		パドラ		①		3‐9452‐0		ﾊﾟﾄﾞﾗ 投函蓋(ﾄﾙｸ蝶番付)		色をご指定ください。 イロ シテイ		33,000				(高岡)		394520		ﾊﾟﾄﾞﾗ 投函口蓋(蝶番付)		23		色確認 イロ カクニン										394521		(高岡)ﾊﾟﾄﾞﾗ 投函口蓋(蝶番付)		(高岡)ﾊﾟﾄﾞﾗ 投函蓋(ﾄﾙｸ蝶番付)		29				33000		12200		12200		1000				301		301		283		278		283		307		305

						②		3‐9454‐0		ﾊﾟﾄﾞﾗ 投函蓋用ﾄﾙｸ蝶番(×2) フタ				5,300				(高岡)		394540		ﾊﾟﾄﾞﾗ 投函口蓋･取出口蓋共通 蝶番		26				※「取出口蓋蝶番」と「投函口蓋蝶番」同じﾄﾙｸ蝶番だが強さが違う。 オナ チョウバン ツヨ チガ								394541		(高岡)ﾊﾟﾄﾞﾗ 投函口蓋･取出口蓋共通 蝶番		(高岡)ﾊﾟﾄﾞﾗ 投函蓋用ﾄﾙｸ蝶番(×2)		32				5300		1100		1100		1000		0		302		302		284		279		284		309		307

						③		3‐9453‐0		ﾊﾟﾄﾞﾗ 取出扉(ﾄﾙｸ蝶番付､錠なし) トビラ		色をご指定ください。 イロ シテイ		17,200				(高岡)		394530		ﾊﾟﾄﾞﾗ 取出口蓋(蝶番付､錠なし)		30		色確認 イロ カクニン								ﾏｸﾞﾈｯﾄｷｬｯﾁ、ｸｯｼｮﾝ材付		394531		(高岡)ﾊﾟﾄﾞﾗ 取出口蓋(蝶番付､錠なし)		(高岡)ﾊﾟﾄﾞﾗ 取出扉(ﾄﾙｸ蝶番付､錠なし)		36				17200		5850		5850		1000				303		303		285		280		285		308		306

						④		3‐9458‐0		ﾊﾟﾄﾞﾗ 取出扉用ﾄﾙｸ蝶番(×2) トリダ トビラ				5,300				(高岡)		394580
（再利用） サイリヨウ		新　※11/1廃番済ｺｰﾄﾞを再利用 シン ハイ バン ズミ サイリヨウ		26				※「取出口蓋蝶番」と「投函口蓋蝶番」同じﾄﾙｸ蝶番だが強さが違う。 オナ チョウバン ツヨ チガ		※ｺｰﾄﾞ追加 ツイカ		※11/1廃番済ｺｰﾄﾞ再利用
（売上実績なし、ｺｰﾄﾞが大幅に飛ぶのをさける、ため） ハイ バン ズミ サイリヨウ ウリアゲ ジッセキ オオハバ ト				394551				(高岡)ﾊﾟﾄﾞﾗ 取出扉用ﾄﾙｸ蝶番(×2)		32								1100		1000		0		304		304		286		281		286		313		308

						⑤		3‐9455‐0		ﾊﾟﾄﾞﾗ ｶﾑﾛｯｸ式横長ﾀﾞｲﾔﾙ錠				5,500				(高岡)		394550		ﾊﾟﾄﾞﾗ ｶﾑﾛｯｸ式横長ﾀﾞｲﾔﾙ錠		24				○上下左右なし（蓋：下方向のみ） ジョウゲ サユウ フタ シタ ホウコウ						専用ﾍﾞﾛｳ付（ﾘｰﾀﾞ、ﾊﾟﾄﾞﾗ、ｸﾞﾘｰﾄﾞ共通） キョウツウ		394551
↓変更
394561 ヘンコウ		(高岡)ﾊﾟﾄﾞﾗ ｶﾑﾛｯｸ式横長ﾀﾞｲﾔﾙ錠		(高岡)ﾊﾟﾄﾞﾗ ｶﾑﾛｯｸ式横長ﾀﾞｲﾔﾙ錠		30				5500		1200		1200		1000				305		305		287		282		287		310		309

						⑥		3‐9456‐0		ﾊﾟﾄﾞﾗ 本体･投函蓋用補修塗料		色をご指定ください。 イロ シテイ		6,300				(高岡)		394560		ﾊﾟﾄﾞﾗ 本体･投函口蓋補修塗料		27		色確認 イロ カクニン								補修塗料 (ﾌﾞﾗｯｸ･ﾌﾞﾗｳﾝ)		394561
↓変更
394571 ヘンコウ		(高岡)ﾊﾟﾄﾞﾗ 本体･投函口蓋補修塗料		(高岡)ﾊﾟﾄﾞﾗ 本体･投函蓋用補修塗料		33				6300		1500		1500		1000				306		306		288		283		288		311		310

		品群 ヒン グン		品名 ヒンメイ		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		プラスト		プラスト		①		3‐9361‐0		ﾌﾟﾗｽﾄ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟ付)				6,500				(曽我)		393610		ﾌﾟﾗｽﾄ 投函口蓋(蝶番付)		33												393611		(曽我)ﾌﾟﾗｽﾄ 投函口蓋(蝶番付)		(曽我)ﾌﾟﾗｽﾄ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟ付)		39				6500		1600		1600		1000				307		307		289		284		289		202		202

						②		3‐9362‐0		ﾌﾟﾗｽﾄ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ				3,300				(曽我)		393620		ﾌﾟﾗｽﾄ 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		20												393621		(曽我)ﾌﾟﾗｽﾄ 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(曽我)ﾌﾟﾗｽﾄ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		26				3300		300		300		1000				308		308		290		285		290		203		203

						③		3‐9363‐0		ﾌﾟﾗｽﾄ 取出扉(ｽﾗｲﾄﾞ蝶番付) 右 トビラ ツキ		色をご指定ください。 イロ シテイ		18,300				(曽我)		393630		ﾌﾟﾗｽﾄ 取出口蓋(蝶番なし) 右開		28		色確認 イロ カクニン		●錠：蓋になし（本体に付く） ジョウ フタ ホンタイ ツ								393631		(曽我)ﾌﾟﾗｽﾄ 取出口蓋(蝶番なし) 右開		(曽我)ﾌﾟﾗｽﾄ 取出扉(ｽﾗｲﾄﾞ蝶番付) 右		34				15800		5300		6300		1000				309		309		291		286		291		204		204

						④		3‐9364‐0		ﾌﾟﾗｽﾄ 取出扉(ｽﾗｲﾄﾞ蝶番付) 左 トビラ		色をご指定ください。 イロ シテイ		18,300				(曽我)		393640		ﾌﾟﾗｽﾄ 取出口蓋(蝶番なし) 左開		28		色確認 イロ カクニン		●錠：蓋になし（本体に付く） ジョウ フタ ホンタイ ツ								393641		(曽我)ﾌﾟﾗｽﾄ 取出口蓋(蝶番なし) 左開		(曽我)ﾌﾟﾗｽﾄ 取出扉(ｽﾗｲﾄﾞ蝶番付) 左		34				15800		5300		6300		1000				310		310		292		287		292		205		205

						⑤		3‐9365‐0		ﾌﾟﾗｽﾄ 取出扉用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ トビラ				3,300				(曽我)		393650		ﾌﾟﾗｽﾄ 取出口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		20												393651		(曽我)ﾌﾟﾗｽﾄ 取出口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(曽我)ﾌﾟﾗｽﾄ 取出扉用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		26				3300		300		300		1000				311		311		293		288		293		206		206

						⑥		3‐9366‐0		ﾌﾟﾗｽﾄ 取出扉用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番(×2) トビラ				5,000				(曽我)		393660		ﾌﾟﾗｽﾄ 取出口蓋用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番		28												393661		(曽我)ﾌﾟﾗｽﾄ 取出口蓋用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番		(曽我)ﾌﾟﾗｽﾄ 取出扉用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番(×2)		34				3800		500		1000		1000				312		312		294		289		294		207		207

						⑦		3‐9528‐0		ﾌﾟﾗｽﾄ ｶﾑﾛｯｸ式ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 右				4,800				(曽我)		395280		新　追加 シン ツイカ		37						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ										(曽我)ﾌﾟﾗｽﾄ ｶﾑﾛｯｸ式ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 右		43		ﾍﾞﾛｳ付 ツキ		3800		500		900		1000		0		313		313		295		290		296		209		209

						⑧		3‐9529‐0		ﾌﾟﾗｽﾄ ｶﾑﾛｯｸ式ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 左				4,800				(曽我)		395290		新 12/25ｺｰﾄﾞ番号追加 シン バンゴウ ツイカ		37						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ										(曽我)ﾌﾟﾗｽﾄ ｶﾑﾛｯｸ式ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 左		43		ﾍﾞﾛｳ付 ツキ						900		1000		0		314		314		296		291		297		210		210

						⑨		3‐9368‐0		ﾌﾟﾗｽﾄ ｽﾍﾟｱｷｰ(×2)		鍵番号をご確認ください
例：PLAST-○○○（※数字3桁）　
（ｷｰに刻印やﾎﾟｽﾄ内部側面ｼｰﾙに表記があります） カギ バンゴウ カクニン コクイン ソクメン ヒョウキ		3,800				(曽我)		393680		ﾌﾟﾗｽﾄ ｽﾍﾟｱｷｰ(2本ｾｯﾄ)		17		鍵NO.確認　PLAST-○○○ カギ カクニン		※在庫注意（殆どの鍵No.揃えているが、在庫ない場合は取寄せとなり納期2週間程度必要） ホトン トリヨ シュウカン ヒツヨウ								393681		(曽我)ﾌﾟﾗｽﾄ ｽﾍﾟｱｷｰ(2本ｾｯﾄ)		(曽我)ﾌﾟﾗｽﾄ ｽﾍﾟｱｷｰ(×2)		23				3800		500		500		1000				315		315		297		292		298		211		211

						⑩		3‐9369‐0		ﾌﾟﾗｽﾄ 本体･投函蓋用補修塗料				3,800				(曽我)		393690		ﾌﾟﾗｽﾄ 本体･投函口蓋用補修塗料		27												393691		(曽我)ﾌﾟﾗｽﾄ 本体･投函口蓋用補修塗料		(曽我)ﾌﾟﾗｽﾄ 本体･投函蓋用補修塗料		33				3800		500		500		1000				316		316		298		293		299		212		212

						⑪		3‐9408‐0		ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ(×2) トウカン フタ コテイ		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		2,800				(曽我)		394080		投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		39		対象ﾎﾟｽﾄ：ｸｰｾﾞ 、ｲｰﾙ、ｸﾙﾑ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ｴﾋﾟ		対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ｸｰｾﾞ /ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ/ﾌﾟﾗｽﾄ/ﾓﾙﾄ/ﾗﾃﾞｨ/ｳﾞｨﾙｸ/ｴﾋﾟ ソガ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ		※「用」+半角ｽﾍﾟｰｽ（見易く） ヨウ ハンカク		固定ﾋﾟﾝ､樹脂ｷｬｯﾌﾟ､ｼﾞｭﾗｺﾝﾌﾞｯｼｭ各2個		394081		(曽我)投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		(曽我)ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ(×2)		45		半角ｽﾍﾟｰｽ追加 ハンカク ツイカ		2800		100		100		1000				317		317		379		369		389		253		253

						⑫		3‐9409‐0		壁掛けﾎﾟｽﾄ 付属部品ｾｯﾄ(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･PCﾌﾟﾗｸﾞ) カベ カ フゾク ブヒン		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		3,800				(曽我)		394090		付属部品ﾋﾞｽ袋(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･ｶｰﾙPCﾌﾟﾗｸﾞ等)		41		対象ﾎﾟｽﾄ：ｳﾞｨｺWH、ﾃﾗ、ｸｰｾﾞ、ｲｰﾙ、ｸﾙﾑ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ｴﾋﾟ		対象ﾎﾟｽﾄ(曽我）
ｳﾞｨｺWH/ﾃﾗ/ｸｰｾﾞ/ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ/ﾌﾟﾗｽﾄ/ﾓﾙﾄ/ﾗﾃﾞｨ/ｳﾞｨﾙｸ/ｴﾋﾟ
※発注時にはﾎﾟｽﾄ名を指定する ソガ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ				木ﾈｼﾞ4本、ﾄﾗｽﾋﾞｽ6本(ｳﾞｨｺ/ﾃﾗ：4本)、ｶｰﾙPCﾌﾟﾗｸﾞ4本		394091		(曽我)投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 付属部品ｾｯﾄ(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･PCﾌﾟﾗｸﾞ)		47				3800

平野 勝矢: 現在の価格　要確認		500		500		1000				318		318		380		370		390		254		254

						⑬		3‐9411‐0		壁掛けﾎﾟｽﾄ 取付用ｽﾍﾟｰｻｰ トリツケ		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		5,500				(曽我)		394110		壁掛けﾎﾟｽﾄ 標準ｽﾍﾟｰｻｰ(ﾋﾞｽ付)		23		対象ﾎﾟｽﾄ：ｴﾋﾟ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ｸｰｾﾞ、ｳﾞｨｺWH タイショウ		対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ｴﾋﾟ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ｸｰｾﾞ、ｳﾞｨｺWH
※ﾃﾗ：ｽﾍﾟｰｻｰは同じだがﾋﾞｽ袋が違う
※ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ：取付用ｽﾍﾟｰｻｰは付属なし タイショウ ソガ トリツ ヨウ フゾク		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ						394111		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 標準ｽﾍﾟｰｻｰ(ﾋﾞｽ付)		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 取付用ｽﾍﾟｰｻｰ		29				5500		1200		1200		1000				319		319		382		372		392		256		256

		品群 ヒン グン		品名 ヒンメイ		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		ベリエ		ベリエ		①		3‐9267‐0		ﾍﾞﾘｴ 取出扉(保持機能付･蝶番付､錠なし) トビラ キノウ ヅケ ・ ツキ		購入時期をご確認ください。 コウニュウ ジキ カクニン		11,000				(ｺｰﾜ)		392670		ﾍﾞﾘｴ 取出口蓋(蝶番付､錠なし)		37		購入時期確認 コウニュウ ジキ カクニン		★新旧あり（2015.11変更）
（※互換性有無不明）
（旧：ｳｴｽﾄ付/新：ｱﾙﾌｧ付） シンキュウ ヘンコウ キュウ ツキ シン ツキ				保持機能（ﾙｰｼﾞｭ、ﾍﾞﾘｴ、ｲｵｽ）
既に社内外ともに呼び名定着している。ｶﾀﾛｸﾞに表記ない。（今後、ｶﾀﾛｸﾞ表記されたら合わせる）				392671		(ｺｰﾜ)ﾍﾞﾘｴ 取出口蓋(蝶番付､錠なし)		(ｺｰﾜ)ﾍﾞﾘｴ 取出扉(保持機能付･蝶番付､錠なし)		42				11000		3400		3400		1000				320		320		299		294		300		91		91

						②		3‐9268‐0		ﾍﾞﾘｴ 取出扉用保持機能 トビラ				3,700				(ｺｰﾜ)		392680		ﾍﾞﾘｴ 取出口蓋保持機能		21				※⑨「取出口蓋」ｺｰﾄﾞは“保持機能付”（⑩「保持機能」単品の別手配は不要） トリダ クチ フタ ホジ キノウ ツ ホジ キノウ タンピン ベツ テハイ フヨウ				　〃				392681		(ｺｰﾜ)ﾍﾞﾘｴ 取出口蓋保持機能		(ｺｰﾜ)ﾍﾞﾘｴ 取出扉用保持機能		26				3700		650		650		800				321		321		300		295		301		92		92

						③		3‐9269‐0		ﾍﾞﾘｴ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 上				5,800

平野 勝矢: 前回の価格違い？				(ｺｰﾜ)		392690		ﾍﾞﾘｴ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧU		29												392691		(ｺｰﾜ)ﾍﾞﾘｴ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧU		(ｺｰﾜ)ﾍﾞﾘｴ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 上		34				3800		1500		1500		800				322		322		301		296		302		93		93

						④		3‐9488‐0		ﾙｰｼﾞｭ/ﾍﾞﾘｴ/ｸﾃｨ1B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 上		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		3,700				(ｺｰﾜ)		394880		ﾙｰｼﾞｭ/ﾍﾞﾘｴ/ｸﾃｨ1B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄU		44						変更：「LRDU」→「左右下上」
（「上下左右」表記に統一、「「LRDU」より「左右下上」が分かり易い、ため変更） ヘンコウ ヒダリ ミギ シタ ウエ ジョウゲ サユウ ヒョウキ トウイツ ワ ヤス ヘンコウ		※現在は「社内：社外＝１：１」のみのため、専用ｺｰﾄﾞ追加登録中止 ゲンザイ シャナイ シャガイ センヨウ ツイカ トウロク チュウシ		〃		394881		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭ/ﾍﾞﾘｴ/ｸﾃｨ1B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 上		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭ/ﾍﾞﾘｴ/ｸﾃｨ1B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 上 ウエ		49				5000		650		650

平野 勝矢: 在庫するかどうか		800

平野 勝矢: 送料要確認				323		323		302		-		-

						⑤		3‐9270‐0		ﾍﾞﾘｴ 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(10桁) ﾀｼﾞﾏ(ﾀﾃ)				5,800				(ｺｰﾜ)		392700		ﾍﾞﾘｴ 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(10桁) ﾀｼﾞﾏ(ﾀﾃ)		33												392701		(ｺｰﾜ)ﾍﾞﾘｴ 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(10桁) ﾀｼﾞﾏ(ﾀﾃ)		(ｺｰﾜ)ﾍﾞﾘｴ 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(10桁) ﾀｼﾞﾏ(ﾀﾃ)		38				5800		1500		1500		800				324		324		303		297		303		94		94

						⑤		3‐9273‐0		ﾍﾞﾘｴ W450用側面ｽﾍﾟｰｻｰ(左右ｾｯﾄ) サユウ				7,000				(ｺｰﾜ)		392730		ﾍﾞﾘｴ 側面ｽﾍﾟｰｻｰ(2個ｾｯﾄ･取付ﾋﾞｽ付)		30				450㎜組積材対応ﾍﾞｰｽﾎﾞｯｸｽ取付用ｽﾍﾟｰｻｰ（ｳﾞｨｺBI・ﾍﾞﾘｴ）								392731		(ｺｰﾜ)ﾍﾞﾘｴ 側面ｽﾍﾟｰｻｰ(2個ｾｯﾄ･取付ﾋﾞｽ付)		(ｺｰﾜ)ﾍﾞﾘｴ W450用側面ｽﾍﾟｰｻｰ(左右ｾｯﾄ)		35				7000		1773		1800		1000				325		325		304		298		306		97		97

		品群 ヒン グン		品名 ヒンメイ		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		モルト		モルト		①		3‐9370‐0		ﾓﾙﾄ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟ付)		色をご指定ください。 イロ シテイ		8,800				(曽我)		393700		ﾓﾙﾄ 投函口蓋(蝶番付)		31		色確認 イロ カクニン						ﾗｽﾃｨ色：仕入価格異なるが区別しない イロ シイレ カカク コト クベツ		固定ﾋﾟﾝ(樹脂ｷｬｯﾌﾟ､ﾜｯｼｬｰ)付		393701		(曽我)ﾓﾙﾄ 投函口蓋(蝶番付)		(曽我)ﾓﾙﾄ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟ付)		37				8800		2500		2500		1000				326		326		305		299		307		213		213

						②		3‐9371‐0		ﾓﾙﾄ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ				3,300				(曽我)		393710		ﾓﾙﾄ 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		18												393711		(曽我)ﾓﾙﾄ 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(曽我)ﾓﾙﾄ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		24				3300		300		300		1000				327		327		306		300		308		214		214

						③		3‐9372‐0		ﾓﾙﾄ 取出扉(ｽﾗｲﾄﾞ蝶番付) 右 トビラ		色をご指定ください。 イロ シテイ		17,800				(曽我)		393720		ﾓﾙﾄ 取出口蓋(蝶番付) 右開		26		色確認 イロ カクニン		●錠：蓋になし（本体に付く） ジョウ フタ ホンタイ ツ						ﾗｽﾃｨ色：仕入価格異なるが区別しない　？？→同価格になった？？ ドウ カカク		393721		(曽我)ﾓﾙﾄ 取出口蓋(蝶番付) 右開		(曽我)ﾓﾙﾄ 取出扉(ｽﾗｲﾄﾞ蝶番付) 右		32				16300		5500		6100		1000				328		328		307		301		309		215		215

						④		3‐9373‐0		ﾓﾙﾄ 取出扉(ｽﾗｲﾄﾞ蝶番付) 左 トビラ		色をご指定ください。 イロ シテイ		17,800				(曽我)		393730		ﾓﾙﾄ 取出口蓋(蝶番付) 左開		26		色確認 イロ カクニン		●錠：蓋になし（本体に付く） ジョウ フタ ホンタイ ツ						ﾗｽﾃｨ色：仕入価格異なるが区別しない　？？→同価格になった？？ ドウ カカク		393731		(曽我)ﾓﾙﾄ 取出口蓋(蝶番付) 左開		(曽我)ﾓﾙﾄ 取出扉(ｽﾗｲﾄﾞ蝶番付) 左		32				16300		5500		6100		1000				329		329		308		302		310		216		216

						⑤		3‐9374‐0		ﾓﾙﾄ 取出扉用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番(×2) トビラ				4,000				(曽我)		393740		ﾓﾙﾄ 取出口蓋用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番		26												393741		(曽我)ﾓﾙﾄ 取出口蓋用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番		(曽我)ﾓﾙﾄ 取出扉用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番(×2)		32				3300		300		600		1000				330		330		309		303		311		217		217

						⑥		3‐9493‐0		ﾓﾙﾄ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 新L345 左				6,500				(曽我)		394930		ﾓﾙﾄ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 (L345) ﾍﾞﾛｳ付 左		32				止金付 トメガネ ツキ		※「ｳﾞｨｺWH」「ﾓﾙﾄ」円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠のみ左右の順（他は右左の順） エンケイ ジョウ ヒダリ ミギ ジュン ホカ ミギ ヒダリ ジュン		新旧ある場合は「新」「旧」明記する（分かり易い、迷わない） シンキュウ バアイ シン キュウ メイキ ワ ヤス マヨ				394931		(曽我)ﾓﾙﾄ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 (L345) ﾍﾞﾛｳ付 左		(曽我)ﾓﾙﾄ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 新L345 左 シン		38		　〃		5430		2170

平野 勝矢: 運賃別途へ変更		1600		1000				331		331		310		304		314		355		353

						⑦		3‐9494‐0		ﾓﾙﾄ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 新L345 右 ミギ				6,500				(曽我)		394940		ﾓﾙﾄ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 (L345) ﾍﾞﾛｳ付 右		32				止金付 トメガネ ツキ		　〃		　〃				394941		(曽我)ﾓﾙﾄ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 (L345) ﾍﾞﾛｳ付 右		(曽我)ﾓﾙﾄ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 新L345 右 シン ミギ		38		　〃		5430		2170

平野 勝矢: 運賃別途へ変更		1600		1000				332		332		311		305		315		356		354

						⑧		3‐9376‐0		ﾓﾙﾄ 本体用補修塗料		色をご指定ください。 イロ シテイ		3,800				(曽我)		393760		ﾓﾙﾄ 本体用補修塗料		18		色確認 イロ カクニン						ﾌﾞﾗｳﾝのみ下塗と上塗の2色必要（値段倍）他は1色のみででＯＫ				393761		(曽我)ﾓﾙﾄ 本体用補修塗料		(曽我)ﾓﾙﾄ 本体用補修塗料		24				3800		500		500		1000				333		333		312		306		316		219		219

						⑨		3‐9408‐0		ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ(×2) トウカン フタ コテイ		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		2,800				(曽我)		394080		投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		39		対象ﾎﾟｽﾄ：ｸｰｾﾞ 、ｲｰﾙ、ｸﾙﾑ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ｴﾋﾟ		対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ｸｰｾﾞ /ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ/ﾌﾟﾗｽﾄ/ﾓﾙﾄ/ﾗﾃﾞｨ/ｳﾞｨﾙｸ/ｴﾋﾟ ソガ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ		※「用」+半角ｽﾍﾟｰｽ（見易く） ヨウ ハンカク		固定ﾋﾟﾝ､樹脂ｷｬｯﾌﾟ､ｼﾞｭﾗｺﾝﾌﾞｯｼｭ各2個		394081		(曽我)投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		(曽我)ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ(×2)		45		半角ｽﾍﾟｰｽ追加 ハンカク ツイカ		2800		100		100		1000				334		334		379		369		389		253		253

						⑩		3‐9409‐0		壁掛けﾎﾟｽﾄ 付属部品ｾｯﾄ(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･PCﾌﾟﾗｸﾞ) カベ カ フゾク ブヒン		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		3,800				(曽我)		394090		付属部品ﾋﾞｽ袋(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･ｶｰﾙPCﾌﾟﾗｸﾞ等)		41		対象ﾎﾟｽﾄ：ｳﾞｨｺWH、ﾃﾗ、ｸｰｾﾞ、ｲｰﾙ、ｸﾙﾑ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ｴﾋﾟ		対象ﾎﾟｽﾄ(曽我）
ｳﾞｨｺWH/ﾃﾗ/ｸｰｾﾞ/ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ/ﾌﾟﾗｽﾄ/ﾓﾙﾄ/ﾗﾃﾞｨ/ｳﾞｨﾙｸ/ｴﾋﾟ
※発注時にはﾎﾟｽﾄ名を指定する ソガ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ				木ﾈｼﾞ4本、ﾄﾗｽﾋﾞｽ6本(ｳﾞｨｺ/ﾃﾗ：4本)、ｶｰﾙPCﾌﾟﾗｸﾞ4本		394091		(曽我)投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 付属部品ｾｯﾄ(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･PCﾌﾟﾗｸﾞ)		47				3800

平野 勝矢: 現在の価格　要確認		

平野 勝矢: 現在の価格　要確認		500		500		1000				335		335		380		370		390		254		254

						⑪		3‐9411‐0		壁掛けﾎﾟｽﾄ 取付用ｽﾍﾟｰｻｰ トリツケ		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		5,500				(曽我)		394110		壁掛けﾎﾟｽﾄ 標準ｽﾍﾟｰｻｰ(ﾋﾞｽ付)		23		対象ﾎﾟｽﾄ：ｴﾋﾟ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ｸｰｾﾞ、ｳﾞｨｺWH タイショウ		対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ｴﾋﾟ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ｸｰｾﾞ、ｳﾞｨｺWH
※ﾃﾗ：ｽﾍﾟｰｻｰは同じだがﾋﾞｽ袋が違う
※ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ：取付用ｽﾍﾟｰｻｰは付属なし タイショウ ソガ トリツ ヨウ フゾク		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ						394111		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 標準ｽﾍﾟｰｻｰ(ﾋﾞｽ付)		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 取付用ｽﾍﾟｰｻｰ		29				5500		1200		1200		1000				336		336		382		372		392		256		256

		品群 ヒン グン		品名 ヒンメイ		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		ラディ		ラディ		①		3‐9377‐0		ﾗﾃﾞｨ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟ付)				6,300				(曽我)		393770		ﾗﾃﾞｨ 投函口蓋(蝶番付)		32										固定ﾋﾟﾝ(樹脂ｷｬｯﾌﾟ､ﾜｯｼｬｰ)付		393771		(曽我)ﾗﾃﾞｨ 投函口蓋(蝶番付)		(曽我)ﾗﾃﾞｨ 投函蓋(固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟ付)		38				6300		1500		1500		1000				337		337		313		307		317		220		220

						②		3‐9378‐0		ﾗﾃﾞｨ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ				3,300				(曽我)		393780		ﾗﾃﾞｨ 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		19												393781		(曽我)ﾗﾃﾞｨ 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(曽我)ﾗﾃﾞｨ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		25				3300		300		300		1000				338		338		314		308		318		221		221

						③		3‐9379‐0		ﾗﾃﾞｨ 取出扉(ｽﾗｲﾄﾞ蝶番付) トビラ		※正面ﾊﾟﾈﾙは付属していません ショウメン フゾク		11,800				(曽我)		393790		ﾗﾃﾞｨ 取出口蓋(蝶番付)		24		※正面ﾊﾟﾈﾙ：付属なし（要別途購入） ショウメン フゾク ヨウ ベット コウニュウ		●錠：蓋になし（本体に付く）
※正面ﾊﾟﾈﾙ：付属なし（必要な場合は別途購入） ジョウ フタ ホンタイ ツ ショウメン フゾク ヒツヨウ バアイ ベット コウニュウ						化粧板なし		393791		(曽我)ﾗﾃﾞｨ 取出口蓋(蝶番付)		(曽我)ﾗﾃﾞｨ 取出扉(ｽﾗｲﾄﾞ蝶番付)		30				10000		3000		3700		1000				339		339		315		309		319		222		222

						④		3‐9380‐0		ﾗﾃﾞｨ 取出扉用正面ﾊﾟﾈﾙ トビラ		色をご指定ください。
※ﾊﾟﾈﾙのみ。扉は付属していません。 イロ シテイ トビラ フゾク		8,800				(曽我)		393800		ﾗﾃﾞｨ 取出口蓋用化粧ﾌﾟﾚｰﾄ		21		色確認 イロ カクニン				※化粧ﾌﾟﾚｰﾄ→正面ﾊﾟﾈﾙ（ｶﾀﾛｸﾞ表記） ケショウ ショウメン ヒョウキ		ﾗｽﾃｨ色：仕入価格異なるが区別しない イロ シイレ カカク コト クベツ				393801		(曽我)ﾗﾃﾞｨ 取出口蓋用化粧ﾌﾟﾚｰﾄ		(曽我)ﾗﾃﾞｨ 取出扉用正面ﾊﾟﾈﾙ		27				8800		2500		2500		1000				340		340		316		310		320		223		223

						⑤		3‐9381‐0		ﾗﾃﾞｨ 取出扉用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番(×2) トビラ				4,000				(曽我)		393810		ﾗﾃﾞｨ 取出口蓋用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番		27												393811		(曽我)ﾗﾃﾞｨ 取出口蓋用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番		(曽我)ﾗﾃﾞｨ 取出扉用ｽﾗｲﾄﾞ蝶番(×2)		33				3300		300		600		1000				341		341		317		311		321		224		224

						⑥		3‐9498‐0		ﾗﾃﾞｨ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 新L345				6,500				(曽我)		394980		ﾗﾃﾞｨ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 (L345) ﾍﾞﾛｳ付		30				止金付、上下左右なし トメガネ ツキ ジョウゲ サユウ				新旧ある場合は「新」「旧」明記する（分かり易い、迷わない） シンキュウ バアイ シン キュウ メイキ ワ ヤス マヨ				394981		(曽我)ﾗﾃﾞｨ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 (L345) ﾍﾞﾛｳ付		(曽我)ﾗﾃﾞｨ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 新L345 シン		36		　〃		5430		2170

平野 勝矢: 運賃別途へ変更		

磯村 典子: 寺島 典子:
2018/11/01修正済
200→300（仕入先の間違い）		

磯村 典子: 寺島 典子:
2018/11/01修正済
200→300（仕入先の間違い）		1600		1000				342		342		318		312		324		360		358

						⑦		3‐9383‐0		ﾗﾃﾞｨ 取出扉用補修塗料 トビラ		色をご指定ください。 イロ シテイ		3,800				(曽我)		393830		ﾗﾃﾞｨ 取出口蓋用補修塗料		21		色確認 イロ カクニン										393831		(曽我)ﾗﾃﾞｨ 取出口蓋用補修塗料		(曽我)ﾗﾃﾞｨ 取出扉用補修塗料		27				3800		500		500		1000				343		343		319		313		325		226		226

						⑧		3‐9384‐0		ﾗﾃﾞｨ 本体･投函蓋用補修塗料				3,800				(曽我)		393840		ﾗﾃﾞｨ 本体･投函口蓋用補修塗料		26												393841		(曽我)ﾗﾃﾞｨ 本体･投函口蓋用補修塗料		(曽我)ﾗﾃﾞｨ 本体･投函蓋用補修塗料		32				3800		500		500		1000				344		344		320		314		326		227		227

						⑨		3‐9408‐0		ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ(×2) トウカン フタ コテイ		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		2,800				(曽我)		394080		投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		39		対象ﾎﾟｽﾄ：ｸｰｾﾞ 、ｲｰﾙ、ｸﾙﾑ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ｴﾋﾟ		対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ｸｰｾﾞ /ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ/ﾌﾟﾗｽﾄ/ﾓﾙﾄ/ﾗﾃﾞｨ/ｳﾞｨﾙｸ/ｴﾋﾟ ソガ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ		※「用」+半角ｽﾍﾟｰｽ（見易く） ヨウ ハンカク		固定ﾋﾟﾝ､樹脂ｷｬｯﾌﾟ､ｼﾞｭﾗｺﾝﾌﾞｯｼｭ各2個		394081		(曽我)投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		(曽我)ﾎﾟｽﾄ 投函蓋用 固定ﾋﾟﾝ･樹脂ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ(×2)		45		半角ｽﾍﾟｰｽ追加 ハンカク ツイカ		2800		100		100		1000				345		345		379		369		389		253		253

						⑩		3‐9409‐0		壁掛けﾎﾟｽﾄ 付属部品ｾｯﾄ(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･PCﾌﾟﾗｸﾞ) カベ カ フゾク ブヒン		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		3,800				(曽我)		394090		付属部品ﾋﾞｽ袋(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･ｶｰﾙPCﾌﾟﾗｸﾞ等)		41		対象ﾎﾟｽﾄ：ｳﾞｨｺWH、ﾃﾗ、ｸｰｾﾞ、ｲｰﾙ、ｸﾙﾑ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ｴﾋﾟ		対象ﾎﾟｽﾄ(曽我）
ｳﾞｨｺWH/ﾃﾗ/ｸｰｾﾞ/ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ/ﾌﾟﾗｽﾄ/ﾓﾙﾄ/ﾗﾃﾞｨ/ｳﾞｨﾙｸ/ｴﾋﾟ
※発注時にはﾎﾟｽﾄ名を指定する ソガ		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ				木ﾈｼﾞ4本、ﾄﾗｽﾋﾞｽ6本(ｳﾞｨｺ/ﾃﾗ：4本)、ｶｰﾙPCﾌﾟﾗｸﾞ4本		394091		(曽我)投函口蓋ﾋﾞｽｾｯﾄ (ｲｰﾙ･ｸﾙﾑ･ｴﾋﾟ用)		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 付属部品ｾｯﾄ(木ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ･PCﾌﾟﾗｸﾞ)		47				3800

平野 勝矢: 現在の価格　要確認				

平野 勝矢: P-1修正済		

平野 勝矢: P-1修正済		

平野 勝矢: 在庫するかどうか		

平野 勝矢: 送料要確認		

平野 勝矢: 在庫するかどうか		

平野 勝矢: 送料要確認		

寺島 典子: 送料800→1000 変更あり		500		500		1000				346		346		380		370		390		254		254

						⑪		3‐9411‐0		壁掛けﾎﾟｽﾄ 取付用ｽﾍﾟｰｻｰ トリツケ		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		5,500				(曽我)		394110		壁掛けﾎﾟｽﾄ 標準ｽﾍﾟｰｻｰ(ﾋﾞｽ付)		23		対象ﾎﾟｽﾄ：ｴﾋﾟ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ｸｰｾﾞ、ｳﾞｨｺWH タイショウ		対象ﾎﾟｽﾄ（曽我）
ｴﾋﾟ、ﾓﾙﾄ、ﾗﾃﾞｨ、ｳﾞｨﾙｸ、ﾌﾟﾗｽﾄ、ｸｰｾﾞ、ｳﾞｨｺWH
※ﾃﾗ：ｽﾍﾟｰｻｰは同じだがﾋﾞｽ袋が違う
※ｲｰﾙ/ｸﾙﾑ：取付用ｽﾍﾟｰｻｰは付属なし タイショウ ソガ トリツ ヨウ フゾク		汎用ｺｰﾄﾞ（発注時にﾎﾟｽﾄ指定する） ハンヨウ ハッチュウ ジ シテイ						394111		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 標準ｽﾍﾟｰｻｰ(ﾋﾞｽ付)		(曽我)壁掛けﾎﾟｽﾄ 取付用ｽﾍﾟｰｻｰ		29				5500		1200		1200		1000				347		347		382		372		392		256		256

		品群 ヒン グン		品名 ヒンメイ		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		ラティコ		ラティコ		①		3‐9465‐0		ﾗﾃｨｺ 投函蓋（固定ﾋﾟﾝ･ﾅｯﾄ付) コテイ ツキ				6,500				(高岡)		394650		ﾗﾃｨｺ 投函口蓋		27										取付ねじ【小ねじﾄﾗｽ M4L10､ﾅｲﾛﾝﾜｯｼｬｰ､UﾅｯﾄM4】		394651		(高岡)ﾗﾃｨｺ 投函口蓋		(高岡)ﾗﾃｨｺ 投函蓋（固定ﾋﾟﾝ･ﾅｯﾄ付)		33				6500		1600		1600		1000				348		348		321		315		327		323		321

						②		3‐9466‐0		ﾗﾃｨｺ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ				3,000				(高岡)		394660		ﾗﾃｨｺ 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		19												394661		(高岡)ﾗﾃｨｺ 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(高岡)ﾗﾃｨｺ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		25				3000		200		200		1000				349		349		322		316		328		324		322

						③		3‐9468‐0		ﾗﾃｨｺ 取出扉typeA/B共通(軸棒付、錠なし) トビラ キョウツウ ジク ボウ ツキ				7,300				(高岡)		394680		ﾗﾃｨｺ 取出口蓋typeB(錠なし)		38				○左右共通　取付場所に合わせて左右変更できる。（ｶﾀﾛｸﾞ記載あり、取説に変更方法あり） サユウ キョウツウ トリツケ バショ ア サユウ ヘンコウ キサイ アリ トリセツ トリセツ ヘンコウ ホウホウ						取出口L字ﾊﾟﾈﾙ / ﾎﾟﾘｶﾜｯｼｬｰ2個 / ﾊﾞﾝﾎﾟﾝ材 / 取出口軸 ジ		394681		(高岡)ﾗﾃｨｺ 取出口蓋typeB(錠なし)		(高岡)ﾗﾃｨｺ 取出扉typeA/B共通(軸棒付、錠なし)		44				7300		1900		1900		1000				350		350		323		317		330		326		324

						④		3‐9469‐0		ﾗﾃｨｺ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 typeA/B共通 キョウツウ				5,500				(高岡)		394690		ﾗﾃｨｺ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠		35				○左右共通　取付場所に合わせて左右変更できる。（取説に変更方法あり：ﾋﾞｽ外して止金の向き逆にするだけ） サユウ キョウツウ トリツケ バショ ア サユウ ヘンコウ ハズ トメガネ ム ギャク						●番号設定ﾋﾟﾝ：使用なし（取説：“画鋲などのﾋﾟﾝ”使用）
○左右なし 扉にあわせ左右変更できる。（取説に変更方法あり） 2019.01寺島
※ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠のうち「ﾓﾙﾄ・ﾗﾃﾞｨ･ｳﾞｨﾙｸ(曽我)」は2018/7/2仕様変更。「ﾗﾃｨｺ」は仕様変更なし。
※止金： 現状は止金付 バンゴウ セッテイ シヨウ トリセツ ガビョウ シヨウ サユウ トビラ サユウ ヘンコウ トリセツ ヘンコウ ホウホウ テラシマ ソガ トメガネ ゲンジョウ トメガネ ツキ		394691		(高岡)ﾗﾃｨｺ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠		(高岡)ﾗﾃｨｺ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠 typeA/B共通		41		「L322」削除（新旧なく区別必要ない） サクジョ シンキュウ クベツ ヒツヨウ		5500		1200		1200		1000				351		351		324		318		331		327		325

						⑤		3‐9470‐0		ﾗﾃｨｺ 本体L字ﾊﾟﾈﾙ ジ		色をご指定ください。 イロ シテイ		15,800				(高岡)		394700		ﾗﾃｨｺ 本体化粧ﾊﾟﾈﾙ		16		色確認 イロ カクニン				※化粧ﾊﾟﾈﾙ→L字ﾊﾟﾈﾙ（ｶﾀﾛｸﾞ表記） ケショウ ジ ヒョウキ				ﾊﾟﾈﾙにｽﾀｯﾄﾞ付。ｽﾍﾟｰｻｰ4個、ﾌﾗﾝｼﾞﾅｯﾄM5 4個付属 ツキ コ コ フゾク		394701		(高岡)ﾗﾃｨｺ 本体化粧ﾊﾟﾈﾙ		(高岡)ﾗﾃｨｺ 本体L字ﾊﾟﾈﾙ ジ		22				15800		5300		5300		1000				352		352		325		319		332		329		327

						⑥		3‐9471‐0		ﾗﾃｨｺ 本体L字ﾊﾟﾈﾙ用補修塗料 ホンタイ		色をご指定ください。 イロ シテイ		5,000				(高岡)		394710		ﾗﾃｨｺ 化粧ﾊﾟﾈﾙ補修塗料		26		色確認 イロ カクニン				※化粧ﾊﾟﾈﾙ→L字ﾊﾟﾈﾙ（ｶﾀﾛｸﾞ表記） ケショウ ジ ヒョウキ				補修塗料  (ｱﾙﾐｼﾙﾊﾞｰ･ﾌﾟﾗﾑﾚｯﾄﾞ･ﾁｮｺﾌﾞﾗｳﾝ･ｼｰｶﾞﾙﾍﾞｰｼﾞｭ)		394711		(高岡)ﾗﾃｨｺ 化粧ﾊﾟﾈﾙ補修塗料		(高岡)ﾗﾃｨｺ 本体L字ﾊﾟﾈﾙ用補修塗料 ホンタイ		32				5000		1000		1000		1000				353		353		326		320		333		330		328

						⑦		3‐9472‐0		ﾗﾃｨｺ 本体･投函蓋用補修塗料				5,000				(高岡)		394720		ﾗﾃｨｺ 本体･投函口蓋補修塗料		26										補修塗料  (乳白色)		394721		(高岡)ﾗﾃｨｺ 本体･投函口蓋補修塗料		(高岡)ﾗﾃｨｺ 本体･投函蓋用補修塗料		32				5000		1000		1000		1000				354		354		327		321		334		331		329

		品群 ヒン グン		品名 ヒンメイ		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		リーダ後出 ウシロ ダシ		ｻｽﾚｻﾞｰ		①		3‐9282‐0		ﾘｰﾀﾞｻｽﾚｻﾞｰ後出 投函ﾌﾗｯﾌﾟ（口金付） トウカン クチガネ ツキ		色をご指定ください。 イロ シテイ		18,800				(ｺｰﾜ)		392820		ﾘｰﾀﾞｻｽﾚｻﾞｰ後出 投函口蓋		34		色確認 イロ カクニン				2019ｶﾀﾛｸﾞ表記変更（投函口蓋→ﾌﾗｯﾌﾟ）※部品は敢えて「投函」付
（ｸﾃｨ、ﾙｰｼﾞｭ、ｸﾞﾗﾌｨｱ、ﾘｰﾀﾞｻｽ、ｵｽﾄ、ｱﾝﾃ） ヒョウキ ヘンコウ トウカン グチ フタ		※削除：後出（ｻｽﾚｻﾞｰは後出のみ） サクジョ ウシロ ウシロ ダシ		※ﾌﾗｯﾌﾟのみ交換：口金ごと外してからであれば交換可能		392821		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞｻｽﾚｻﾞｰ後出 投函口蓋		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞｻｽﾚｻﾞｰ後出 投函ﾌﾗｯﾌﾟ（口金付）		39				18800		6500		6500		1000				355		355		328		322		335		107		107

						②		3‐9283‐0		ﾘｰﾀﾞｻｽﾚｻﾞｰ/ﾑﾝﾄ後出 取出扉(錠なし) 右 トビラ		購入時期をご確認ください。 コウニュウ ジキ カクニン		12,300				(ｺｰﾜ)		392830		ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ/ｻｽﾚｻﾞｰ後出 取出口蓋(錠なし) 右開		36				★新旧あり（2015.11変更）
（※互換性有無不明）
（旧：ｳｴｽﾄ付/新：ｱﾙﾌｧ付） シンキュウ ヘンコウ キュウ ツキ シン ツキ						軸芯：上下金具に溶接｡
ｽﾄｯﾊﾟｰ､下部金具付		392831		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ/ｻｽﾚｻﾞｰ後出 取出口蓋(錠なし) 右開		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞｻｽﾚｻﾞｰ/ﾑﾝﾄ後出 取出扉(錠なし) 右		41				12300		3900		3900		1000				356		356		329		323		336		108		108

						③		3‐9284‐0		ﾘｰﾀﾞｻｽﾚｻﾞｰ/ﾑﾝﾄ後出 取出扉(錠なし) 左 トビラ		購入時期をご確認ください。 コウニュウ ジキ カクニン		12,300				(ｺｰﾜ)		392840		ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ/ｻｽﾚｻﾞｰ後出 取出口蓋(錠なし) 左開		36				★新旧あり（2015.11変更）
（※互換性有無不明）
（旧：ｳｴｽﾄ付/新：ｱﾙﾌｧ付） シンキュウ ヘンコウ キュウ ツキ シン ツキ						軸芯：上下金具に溶接｡
ｽﾄｯﾊﾟｰ､下部金具付		392841		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ/ｻｽﾚｻﾞｰ後出 取出口蓋(錠なし) 左開		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞｻｽﾚｻﾞｰ/ﾑﾝﾄ後出 取出扉(錠なし) 左		41				12300		3900		3900		1000				357		357		330		324		337		109		109

						④		3‐9285‐0		ﾘｰﾀﾞｻｽﾚｻﾞｰ/ﾑﾝﾄ後出 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 下 シキ				5,800				(ｺｰﾜ)		392850		ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ/ｻｽﾚｻﾞｰ後出 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧD シキ		43				※R/LでなくでDで正しい
（ﾌｯｸが上にあり「D」） タダ								392851		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ/ｻｽﾚｻﾞｰ後出 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧD シキ		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞｻｽﾚｻﾞｰ/ﾑﾝﾄ後出 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 下		48				5800		1500		1500		800		0		358		358		331		325		338		110		110

						⑤		3‐9487‐0		ｺﾗｰﾅ/ﾘｰﾀﾞ後出 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 下		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		3,700				(ｺｰﾜ)		394870		ｺﾗｰﾅ/ﾘｰﾀﾞ後出 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄD		41				※R/LでなくでDで正しい
（ﾌｯｸが上にあり「D」） タダ		変更：「LRDU」→「左右下上」
（「上下左右」表記に統一、「「LRDU」より「左右下上」が分かり易い、ため変更） ヘンコウ ヒダリ ミギ シタ ウエ ジョウゲ サユウ ヒョウキ トウイツ ワ ヤス ヘンコウ		※現在は「社内：社外＝１：１」のみのため、専用ｺｰﾄﾞ追加登録中止 ゲンザイ シャナイ シャガイ センヨウ ツイカ トウロク チュウシ		〃		394871		(ｺｰﾜ)ｺﾗｰﾅ/ﾘｰﾀﾞ後出 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 下		(ｺｰﾜ)ｺﾗｰﾅ/ﾘｰﾀﾞ後出 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 下 シタ		46				5000		650		650
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				ﾑﾝﾄ		⑥		3‐9280‐0		ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ 投函扉(ﾏｸﾞﾈｯﾄ付) 左 トビラ ヒダリ		色をご指定ください。 イロ シテイ		10,500				(ｺｰﾜ)		392800		ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ前出/後出 投函口蓋(ﾏｸﾞﾈｯﾄ付)		27		色確認 イロ カクニン		後出/前出 共通 ウシロ マエ キョウツウ				※2/14修正：「後出」削除、右→左（併せて8-9281廃番）
※削除：左（左右ない） シュウセイ ウシロ サクジョ ミギ ヒダリ アワ ハイバン サクジョ ヒダリ サユウ		軸芯：上下金具に溶接
ｽﾄｯﾊﾟｰ､下部金具付		392801		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ前出/後出 投函口蓋(ﾏｸﾞﾈｯﾄ付)		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ後出 投函扉(ﾏｸﾞﾈｯﾄ付) 右		36				9400		2750		3200		1000		0		360		361		334		327		340		112		112

						⑦		3‐9288‐0		ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ 投函扉ｽﾄｯﾊﾟｰ(下部金具付) トウカン トビラ シタ ブ カナグ ツキ				3,000				(ｺｰﾜ)		392880		ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ 投函口蓋ｽﾄｯﾊﾟｰ		32				後出/前出 共通 ウシロ マエ キョウツウ						ﾜｯｼｬｰ付		392881		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ 投函口蓋ｽﾄｯﾊﾟｰ		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ 投函扉ｽﾄｯﾊﾟｰ(下部金具付)		37				2400		150		400		800				361		-		336		329		344		115		115

						⑧		3‐9289‐0		ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ 投函扉｢MAILBOX｣ﾌﾟﾚｰﾄ トビラ				3,300				(ｺｰﾜ)		392890		ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ 投函口蓋｢MAILBOX｣ﾌﾟﾚｰﾄ		28				後出/前出 共通 ウシロ マエ キョウツウ								392891		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ 投函口蓋｢MAILBOX｣ﾌﾟﾚｰﾄ		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ 投函扉｢MAILBOX｣ﾌﾟﾚｰﾄ		33				3300		500		500		800				362		-		337		330		345		116		116

				共通 キョウツウ		⑨		3‐9290‐0		ﾘｰﾀﾞｻｽﾚｻﾞｰ/ﾑﾝﾄ ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ				4,000				(ｺｰﾜ)		392900		ﾘｰﾀﾞ ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ(前出･後出･ｻｽﾚｻﾞｰ共通)		23				後出/前出 共通 ウシロ マエ キョウツウ								392901		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞ ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ(前出･後出･ｻｽﾚｻﾞｰ共通)		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞｻｽﾚｻﾞｰ/ﾑﾝﾄ ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ		28				4000		600		600		1000				363		-		338		331		346		119		119

		品群 ヒン グン		品名 ヒンメイ		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		リーダ前出 マエ ダシ		ﾑﾝﾄ		①		3‐9280‐0		ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ 投函扉(ﾏｸﾞﾈｯﾄ付) 左 トビラ ヒダリ		色をご指定ください。 イロ シテイ		10,500				(ｺｰﾜ)		392800		ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ前出/後出 投函口蓋(ﾏｸﾞﾈｯﾄ付)		27		色確認 イロ カクニン		後出/前出 共通 ウシロ マエ キョウツウ				※2/14修正：「後出」削除、右→左（併せて8-9281廃番）
※削除：左（左右ない） シュウセイ ウシロ サクジョ ミギ ヒダリ アワ ハイバン サクジョ ヒダリ サユウ		軸芯：上下金具に溶接
ｽﾄｯﾊﾟｰ､下部金具付		392801		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ前出/後出 投函口蓋(ﾏｸﾞﾈｯﾄ付)		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ後出 投函扉(ﾏｸﾞﾈｯﾄ付) 右		36				9400		2750		3200		1000		0		364		-		334		327		340		112		112

						②		3‐9287‐0		ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ前出 ｶﾑﾛｯｸ式縦長ﾀﾞｲﾔﾙ錠				5,800				(ｺｰﾜ)		392870		ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ前出 ｶﾑﾛｯｸ式縦長ﾀﾞｲﾔﾙ錠		30				○上下左右なし（扉：左右なし） ジョウゲ サユウ トビラ サユウ						専用ﾍﾞﾛｳ付（ﾘｰﾀﾞ、ﾊﾟﾄﾞﾗ、ｸﾞﾘｰﾄﾞ共通） キョウツウ		392871		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ前出 ｶﾑﾛｯｸ式縦長ﾀﾞｲﾔﾙ錠		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ前出 ｶﾑﾛｯｸ式縦長ﾀﾞｲﾔﾙ錠		35				5800		1500		1500		800				365		360		333		326		339		118		118

						③		3‐9288‐0		ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ 投函扉ｽﾄｯﾊﾟｰ(下部金具付) トウカン トビラ シタ ブ カナグ ツキ				3,000				(ｺｰﾜ)		392880		ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ 投函口蓋ｽﾄｯﾊﾟｰ		32				後出/前出 共通 ウシロ マエ キョウツウ						ﾜｯｼｬｰ付		392881		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ 投函口蓋ｽﾄｯﾊﾟｰ		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ 投函扉ｽﾄｯﾊﾟｰ(下部金具付)		37				2400		150		400		800				366		363		336		329		344		115		115

						④		3‐9289‐0		ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ 投函扉｢MAILBOX｣ﾌﾟﾚｰﾄ トビラ				3,300				(ｺｰﾜ)		392890		ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ 投函口蓋｢MAILBOX｣ﾌﾟﾚｰﾄ		28				後出/前出 共通 ウシロ マエ キョウツウ								392891		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ 投函口蓋｢MAILBOX｣ﾌﾟﾚｰﾄ		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞﾑﾝﾄ 投函扉｢MAILBOX｣ﾌﾟﾚｰﾄ		33				3300		500		500		800				367		364		337		330		345		116		116

				共通 キョウツウ		⑤		3‐9290‐0		ﾘｰﾀﾞｻｽﾚｻﾞｰ/ﾑﾝﾄ ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ				4,000				(ｺｰﾜ)		392900		ﾘｰﾀﾞ ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ(前出･後出･ｻｽﾚｻﾞｰ共通)		23				後出/前出 共通 ウシロ マエ キョウツウ								392901		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞ ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ(前出･後出･ｻｽﾚｻﾞｰ共通)		(ｺｰﾜ)ﾘｰﾀﾞｻｽﾚｻﾞｰ/ﾑﾝﾄ ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚｲ		28				4000		600		600		1000				368		365		338		331		346		119		119

		品群 ヒン グン		品名 ヒンメイ		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		ルージュ		ﾏｶﾗ		①		3‐9254‐0		ﾙｰｼﾞｭﾏｶﾗ 投函蓋(口金付)		色をご指定ください。 イロ シテイ		19,800				(ｺｰﾜ)		392540		ﾙｰｼﾞｭﾏｶﾗ 投函口蓋(口金付)		23		色確認 イロ カクニン						※ﾙｰｼﾞｭ・ｺﾗｰﾅのみ口金を含んだｺｰﾄﾞ作成 フク		M4ﾌﾗﾝｼﾞ付袋ﾅｯﾄ 3ｹ
※ﾍﾞｰｽ部(口金)に化粧蓋を圧入しているため､蓋のみでの交換は難しい｡ フタ		392541		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭﾏｶﾗ 投函口蓋(口金付)		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭﾏｶﾗ 投函蓋(口金付)		28				19800		6900		6900		1000				369		366		339		332		347		77		77

				ﾑﾝﾄ		②		3‐9255‐0		ﾙｰｼﾞｭﾑﾝﾄ 投函蓋(口金付)		色をご指定ください。 イロ シテイ		15,500				(ｺｰﾜ)		392550		ﾙｰｼﾞｭﾑﾝﾄ 投函口蓋(口金付)		23		色確認 イロ カクニン						※ﾙｰｼﾞｭ・ｺﾗｰﾅのみ口金を含んだｺｰﾄﾞ作成 フク		M4ﾌﾗﾝｼﾞ付袋ﾅｯﾄ 3ｹ
※ﾍﾞｰｽ部(口金)に化粧蓋を圧入しているため､蓋のみでの交換は難しい｡ フタ		392551		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭﾑﾝﾄ 投函口蓋(口金付)		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭﾑﾝﾄ 投函蓋(口金付)		28				15500		5200		5200		1000				370		367		340		333		348		78		78

				ｻｽｳｯﾃﾞｨ		③		3‐9256‐0		ﾙｰｼﾞｭｻｽｳｯﾃﾞｨ 投函ﾌﾗｯﾌﾟ(口金付) 木目仕様 トウカン		色をご指定ください。 イロ シテイ		16,800				(ｺｰﾜ)		392560		ﾙｰｼﾞｭｻｽｳｯﾃﾞｨ 投函口蓋/ﾌﾗｯﾌﾟ(口金付)木目仕様		39		色確認 イロ カクニン				2019ｶﾀﾛｸﾞ表記変更（投函口蓋→ﾌﾗｯﾌﾟ）※部品は敢えて「投函」付
（ｸﾃｨ、ﾙｰｼﾞｭ、ｸﾞﾗﾌｨｱ、ﾘｰﾀﾞｻｽ、ｵｽﾄ、ｱﾝﾃ） ヒョウキ ヘンコウ トウカン グチ フタ						392561		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭｻｽｳｯﾃﾞｨ 投函口蓋/ﾌﾗｯﾌﾟ(口金付)木目仕様		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭｻｽｳｯﾃﾞｨ 投函ﾌﾗｯﾌﾟ(口金付) 木目仕様		44				16800		5700		5700		1000				371		368		341		334		349		79		79

						④		3‐9257‐0		ﾙｰｼﾞｭｻｽｳｯﾃﾞｨ 投函ﾌﾗｯﾌﾟ(口金付) ﾍｱﾗｲﾝ仕様 トウカン				15,800				(ｺｰﾜ)		392570
(再利用) サイリヨウ		新　※11/1廃番済ｺｰﾄﾞを再利用 シン ハイ バン ズミ サイリヨウ		40						2019ｶﾀﾛｸﾞ表記変更（投函口蓋→ﾌﾗｯﾌﾟ）※部品は敢えて「投函」付
（ｸﾃｨ、ﾙｰｼﾞｭ、ｸﾞﾗﾌｨｱ、ﾘｰﾀﾞｻｽ、ｵｽﾄ、ｱﾝﾃ） ヒョウキ ヘンコウ トウカン グチ フタ		※11/1廃番済ｺｰﾄﾞ再利用
（売上実績なし、ｺｰﾄﾞが大幅に飛ぶのをさける、ため） ハイ バン ズミ サイリヨウ ウリアゲ ジッセキ オオハバ ト				392571		新 シン		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭｻｽｳｯﾃﾞｨ 投函ﾌﾗｯﾌﾟ(口金付) ﾍｱﾗｲﾝ仕様		45								5300		1000				372		369		342		335		350		80		80

				ｸﾞﾛｽ/ﾘｰｶﾞ		⑤		3‐9260‐0		ﾙｰｼﾞｭｸﾞﾛｽ/ﾘｰｶﾞ 投函ﾌﾗｯﾌﾟ(口金付) トウカン		※正面ﾊﾟﾈﾙは付属していません ショウメン フゾク		15,800				(ｺｰﾜ)		392600		ﾙｰｼﾞｭｸﾞﾛｽ/ﾘｰｶﾞ 投函口蓋/ﾌﾗｯﾌﾟ(口金付)		32		※ｱｸﾘﾙﾊﾟﾈﾙは付いていない（必要な場合は別途購入） ベット		※正面ﾊﾟﾈﾙ：付属なし（必要な場合は別途購入） ショウメン フゾク ベット		2019ｶﾀﾛｸﾞ表記変更（投函口蓋→ﾌﾗｯﾌﾟ）※部品は敢えて「投函」付
（ｸﾃｨ、ﾙｰｼﾞｭ、ｸﾞﾗﾌｨｱ、ﾘｰﾀﾞｻｽ、ｵｽﾄ、ｱﾝﾃ） ヒョウキ ヘンコウ トウカン グチ フタ						392601		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭｸﾞﾛｽ/ﾘｰｶﾞ 投函口蓋/ﾌﾗｯﾌﾟ(口金付)		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭｸﾞﾛｽ/ﾘｰｶﾞ 投函ﾌﾗｯﾌﾟ(口金付)		37				13800		4500		5300		1000				373		370		343		336		353		85		85

						⑥		3‐9259‐0		ﾙｰｼﾞｭｸﾞﾛｽ/ﾘｰｶﾞ 正面ﾊﾟﾈﾙ(化粧ﾋﾞｽ×4付) ケショウ ツキ		色をご指定ください。 イロ シテイ		11,500				(ｺｰﾜ)		392590		ﾙｰｼﾞｭｸﾞﾛｽ/ﾘｰｶﾞ 投函口正面ﾊﾟﾈﾙのみ		37		色確認 イロ カクニン								取付ﾋﾞｽ（化粧ﾋﾞｽ）：ｽﾍﾟｰｻｰ 4ｹ､ﾎﾟｲﾝﾄﾋﾞｽ 4ｹ ケショウ		392591		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭｸﾞﾛｽ/ﾘｰｶﾞ 投函口正面ﾊﾟﾈﾙのみ		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭｸﾞﾛｽ/ﾘｰｶﾞ 正面ﾊﾟﾈﾙ(化粧ﾋﾞｽ×4付)		42				11500		3600		3600		1000				374		371		344		337		354		83		83

						⑦		3‐9261‐0		ﾙｰｼﾞｭｸﾞﾛｽ/ﾘｰｶﾞ 正面ﾊﾟﾈﾙ用 化粧ﾋﾞｽ(×4) ケショウ				4,500				(ｺｰﾜ)		392610		ﾙｰｼﾞｭｸﾞﾛｽ/ﾘｰｶﾞ 正面ﾊﾟﾈﾙ取付ﾋﾞｽ(1ｹ)		38								※化粧ﾋﾞｽは他で購入できない、他ｺｰﾄﾞとﾄﾗﾌﾞﾙない、事より、ﾋﾞｽ単品ｺｰﾄは取り敢えず残す。（保持機能の単品ｺｰﾄﾞ同様）
※「用」+半角ｽﾍﾟｰｽ（見易く） ヨウ ハンカク ミヤス		取付ﾋﾞｽ：ｽﾍﾟｰｻｰ 4ｹ､ﾎﾟｲﾝﾄﾋﾞｽ 4ｹ		392611		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭｸﾞﾛｽ/ﾘｰｶﾞ 正面ﾊﾟﾈﾙ取付ﾋﾞｽ(1ｹ)		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭｸﾞﾛｽ/ﾘｰｶﾞ 正面ﾊﾟﾈﾙ用 化粧ﾋﾞｽ(×4)		43				2700		250		1000		800				375		372		345		338		355		84		84

				共通 キョウツウ		⑧		3‐9262‐0		ﾙｰｼﾞｭ 取出扉（保持機能付･蝶番付、錠なし) トビラ		購入時期をご確認ください。 コウニュウ ジキ カクニン		11,000				(ｺｰﾜ)		392620		ﾙｰｼﾞｭ 取出口蓋（保持機能付・蝶番付、錠なし）		40		購入時期確認 コウニュウジキ カクニン		★新旧あり（2015.11変更）
（※互換性有無不明）
（旧：ｳｴｽﾄ付/新：ｱﾙﾌｧ付） シンキュウ ヘンコウ キュウ ツキ シン ツキ				保持機能（ﾙｰｼﾞｭ、ﾍﾞﾘｴ、ｲｵｽ）
既に社内外ともに呼び名定着している。ｶﾀﾛｸﾞに表記ない。（今後、ｶﾀﾛｸﾞ表記されたら合わせる）				392621		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭ 取出口蓋(蝶番付､錠なし)		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭ 取出扉（保持機能付･蝶番付、錠なし)		45				11000		3400		3400		1000				376		373		346		339		356		86		86

						⑨		3‐9263‐0		ﾙｰｼﾞｭ 取出扉用保持機能 トビラ				3,700				(ｺｰﾜ)		392630		ﾙｰｼﾞｭ 取出口蓋用保持機能 トリダシグチ フタ ヨウ ホジ キノウ		22				※⑨「取出口蓋」ｺｰﾄﾞは“保持機能付”（⑩「保持機能」単品の別手配は不要） トリダ クチ フタ ホジ キノウ ツ ホジ キノウ タンピン ベツ テハイ フヨウ				　〃		取付ﾋﾞｽ：M4ﾅﾍﾞ L=12 2ｹ		392631		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭ 取出口蓋保持機能		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭ 取出扉用保持機能		27				3700		650		650		800				377		374		347		340		357		87		87

						⑩		3‐9264‐0		ﾙｰｼﾞｭ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 上				5,800

平野 勝矢: 前回の価格違い？																																				

平野 勝矢: 前　後　価格確認		

平野 勝矢: 前　後　価格確認		

平野 勝矢: 現在の価格　要確認		(ｺｰﾜ)		392640		ﾙｰｼﾞｭ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧU		30												392641		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧU		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 上		35				3800		1500		1500		800				378		375		348		341		358		88		88

						⑪		3‐9488‐0		ﾙｰｼﾞｭ/ﾍﾞﾘｴ/ｸﾃｨ1B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 上		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		3,700				(ｺｰﾜ)		394880		ﾙｰｼﾞｭ/ﾍﾞﾘｴ/ｸﾃｨ1B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄU		44						変更：「LRDU」→「左右下上」
（「上下左右」表記に統一、「「LRDU」より「左右下上」が分かり易い、ため変更） ヘンコウ ヒダリ ミギ シタ ウエ ジョウゲ サユウ ヒョウキ トウイツ ワ ヤス ヘンコウ		※現在は「社内：社外＝１：１」のみのため、専用ｺｰﾄﾞ追加登録中止 ゲンザイ シャナイ シャガイ センヨウ ツイカ トウロク チュウシ		〃		394881		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭ/ﾍﾞﾘｴ/ｸﾃｨ1B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 上		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭ/ﾍﾞﾘｴ/ｸﾃｨ1B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 上 ウエ		49				5000		650		650

平野 勝矢: 在庫するかどうか		800

平野 勝矢: 送料要確認		

平野 勝矢: 現在の価格　要確認										379		376		349		-		-

						⑪		3‐9265‐0		ﾙｰｼﾞｭ 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(10桁) ﾀｼﾞﾏ(ﾀﾃ)				5,800				(ｺｰﾜ)		392650		ﾙｰｼﾞｭ 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(10桁) ﾀｼﾞﾏ(ﾀﾃ)		34												392651		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭ 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(10桁) ﾀｼﾞﾏ(ﾀﾃ)		(ｺｰﾜ)ﾙｰｼﾞｭ 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(10桁) ﾀｼﾞﾏ(ﾀﾃ)		39				5800		1500		1500		800				380		377		350		342		359		89		89

		品群 ヒン グン		品名 ヒンメイ		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		ルーセント		ルーセント		①		3‐9239‐0		ﾙｰｾﾝﾄ 投函蓋(軸棒付) ジク ボウ ツキ		色をご指定ください。 イロ シテイ		10,800				(ｺｰﾜ)		392390		ﾙｰｾﾝﾄ 投函口蓋		20		色確認 イロ カクニン								軸ﾋﾟﾝ(ﾛｯﾄﾞ棒φ3*312㎜)付		392391		(ｺｰﾜ)ﾙｰｾﾝﾄ 投函口蓋		(ｺｰﾜ)ﾙｰｾﾝﾄ 投函蓋(軸棒付)		25				10500		3200		3300		1000				381		378		351		343		361		57		57

						②		3‐9238‐0		ﾙｰｾﾝﾄ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ				2,500				(ｺｰﾜ)		392380		ﾙｰｾﾝﾄ 投函口蓋ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		20												392381		(ｺｰﾜ)ﾙｰｾﾝﾄ 投函口蓋ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(ｺｰﾜ)ﾙｰｾﾝﾄ 投函蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		25				2500		200		200		800				382		379		352		344		362		56		56

						③		3‐9240‐0		ﾙｰｾﾝﾄ 取出扉(蝶番付) トビラ		色をご指定ください。 イロ シテイ		18,800				(ｺｰﾜ)		392400		ﾙｰｾﾝﾄ 取出口蓋(蝶番付)		20		色確認 イロ カクニン		●錠：蓋になし（本体に付く） ジョウ フタ ホンタイ ツ						取付ﾋﾞｽ：M4(D6)特皿L=8 6ｹ､M4ﾅｯﾄ 6ｹ､M4ﾜｯｼｬｰ 6ｹ､M4ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ 6ｹ		392401		(ｺｰﾜ)ﾙｰｾﾝﾄ 取出口蓋(蝶番付)		(ｺｰﾜ)ﾙｰｾﾝﾄ 取出扉(蝶番付)		25				18800		6500		6500		1000				383		380		353		345		363		58		58

						④		3‐9241‐0		ﾙｰｾﾝﾄ 取出扉用ﾏｸﾞﾈｯﾄ トビラ				3,300				(ｺｰﾜ)		392410		ﾙｰｾﾝﾄ 取出口蓋ﾏｸﾞﾈｯﾄ		20										取付ﾋﾞｽ：M3皿ﾋﾞｽL=10 2ｹ､M3ﾅｯﾄ 2ｹ､M3ﾜｯｼｬｰ 2ｹ､M3ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ 2ｹ		392411		(ｺｰﾜ)ﾙｰｾﾝﾄ 取出口蓋ﾏｸﾞﾈｯﾄ		(ｺｰﾜ)ﾙｰｾﾝﾄ 取出扉用ﾏｸﾞﾈｯﾄ		25				3300		500		500		800				384		381		354		346		364		59		59

						⑤		3‐9242‐0		ﾙｰｾﾝﾄ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付)  ヒョウジュン				5,800				(ｺｰﾜ)		392420		ﾙｰｾﾝﾄ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ2本付)		32				○上下左右なし（蓋：下方向のみ） ジョウゲ サユウ フタ シタ ホウコウ						止金付 トメガネ ツキ		392421		(ｺｰﾜ)ﾙｰｾﾝﾄ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ2本付)		(ｺｰﾜ)ﾙｰｾﾝﾄ 標準ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(ｽﾍﾟｱｷｰ×2付) 		37				5800		1500		1500		800		0		385		382		355		347		365		60		60

						⑥		3‐9243‐0		ﾙｰｾﾝﾄ ｽﾍﾟｱｷｰ(×1)		鍵番号をご確認ください
例：Ｋ○○○（※数字3桁）　
（ｷｰに刻印やﾎﾟｽﾄ外側底面ｼｰﾙに表記があります） カギ バンゴウ カクニン コクイン ソトガワ シール ヒョウキ		3,900				(ｺｰﾜ)		392430		ﾙｰｾﾝﾄ ｽﾍﾟｱｷｰ(1本)		17		鍵NO.確認　Ｋ○○○ カギ カクニン		※在庫注意（殆どの鍵No.揃えているが、在庫ない場合は取寄せとなり納期2週間程度必要） ホトン トリヨ シュウカン ヒツヨウ								392431		(ｺｰﾜ)ﾙｰｾﾝﾄ ｽﾍﾟｱｷｰ(1本)		(ｺｰﾜ)ﾙｰｾﾝﾄ ｽﾍﾟｱｷｰ(×1)		22				3900		750		750		800				386		383		356		348		366		62		62

						⑦		3‐9244‐0		ﾙｰｾﾝﾄ 本体側面ﾎﾟﾘｶﾊﾟﾈﾙ		左右をご指定ください。 サユウ シテイ		6,300				(ｺｰﾜ)		392440		ﾙｰｾﾝﾄ 本体側面ﾎﾟﾘｶﾊﾟﾈﾙ(取付ﾋﾞｽ付)		22		○左右あり　※ご発注時、左右をご指定ください サユウ ハッチュウ ジ サユウ シテイ		■販売単位：1枚
○左右あり　（※「発注備考」「伝票備考」に左右を入力） ハンバイ タンイ マイ サユウ ハッチュウ ビコウ デンピョウ ビコウ サユウ ニュウリョク						ﾊﾟﾈﾙには左右があり｡1枚の価格｡		392441		(ｺｰﾜ)ﾙｰｾﾝﾄ 本体側面ﾎﾟﾘｶﾊﾟﾈﾙ(取付ﾋﾞｽ付)		(ｺｰﾜ)ﾙｰｾﾝﾄ 本体側面ﾎﾟﾘｶﾊﾟﾈﾙ		27				6300		1500		1500		1000				387		384		357		349		367		63		63

						⑧		3‐9245‐0		ﾙｰｾﾝﾄ 投函蓋･取出扉用補修塗料 トウカン トリダ トビラ		色をご指定ください。
※取出扉の取手部分は対応不可です イロ シテイ トリダ トビラ ト テ ブブン タイオウ フカ		3,300				(ｺｰﾜ)		392450		ﾙｰｾﾝﾄ 取出口蓋補修塗料		29		色確認 イロ カクニン		※取出扉のﾊﾝﾄﾞﾙ（取手）部分はこれと異なる。用意なし。 トリダ トビラ ト テ ブブン コト ヨウイ								392451		(ｺｰﾜ)ﾙｰｾﾝﾄ 取出口蓋補修塗料		(ｺｰﾜ)ﾙｰｾﾝﾄ 投函蓋･取出扉用補修塗料		34				3300		500		500		800				388		385		358		350		368		64		64

		品群 ヒン グン		品名 ヒンメイ		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		レフィナ		レフィナ		①		3‐9480‐0		ﾚﾌｨﾅ 正面ﾊﾟﾈﾙ(ﾌﾗｯﾌﾟ付) ツキ		色をご指定ください。 イロ シテイ		14,300				(高岡)		394800		ﾚﾌｨﾅ 正面ﾊﾟﾈﾙ		22		色確認 イロ カクニン								取付ﾋﾞｽ【ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞﾈｼﾞM4L10  5本】		394801		(高岡)ﾚﾌｨﾅ 正面ﾊﾟﾈﾙ		(高岡)ﾚﾌｨﾅ 正面ﾊﾟﾈﾙ(ﾌﾗｯﾌﾟ付)		28				14300		4700		4700		1000				389		386		359		351		370		340		338

						②		3‐9481‐0		ﾚﾌｨﾅ 取出扉(軸棒付、錠なし) 右 トビラ ジク ボウ ツキ		購入時期をご確認ください。 コウニュウ ジキ カクニン		7,300				(高岡)		394810		ﾚﾌｨﾅ 取出口蓋(錠なし) 右開		30		購入時期確認、
○新旧あり ※互換性なし
　（旧蓋：ｳｴｽﾄ錠付、新蓋：ｱﾙﾌｧ錠付） コウニュウジキカクニン ゴカンセイ キュウ フタ ジョウ ヅ シン フタ ジョウ ツキ		○新旧あり （互換性なし）：2015.11変更（旧：ｳｴｽﾄ錠付→新：ｱﾙﾌｧ錠付）
※錠が変更になる場合『ﾗｯｼﾞｶﾞｰﾄﾞ（本体にﾈｼﾞ止してある錠ﾌｯｸ受け口）』も交換必要。（仕入400円（送料別）） ゴカンセイ ヘンコウ キュウ ジョウ ヅ シン ジョウ ツキ ジョウ ヘンコウ バアイ ホンタイ ド ジョウ ウ クチ コウカン ヒツヨウ シイレ エン ソウリョウ ベツ						取出口ﾊﾟﾈﾙ / ﾎﾟﾘｶﾜｯｼｬｰ2個 / ﾊﾞﾝﾎﾟﾝ材 / 取出口軸		394811		(高岡)ﾚﾌｨﾅ 取出口蓋(錠なし) 右開		(高岡)ﾚﾌｨﾅ 取出扉(軸棒付、錠なし) 右		36				7300		1900

寺島 典子: 【誤】1900円（杉江様確認間違い？）
【正】1850円
2018.1.6 高岡ｹﾞｰｼﾞ林様ﾒｰﾙより
3/19修正完了（販売価格据え置き） 寺島		1900		1000				390		387		360		352		371		341		339

						③		3‐9482‐0		ﾚﾌｨﾅ 取出扉(軸棒付、錠なし) 左 トビラ ジク ボウ ツキ		購入時期をご確認ください。 コウニュウ ジキ カクニン		7,300				(高岡)		394820		ﾚﾌｨﾅ 取出口蓋(錠なし) 左開		30		○新旧あり ※互換性なし
　（旧蓋：ｳｴｽﾄ錠付、新蓋：ｱﾙﾌｧ錠付） ゴカンセイ キュウ フタ ジョウ ヅ シン フタ ジョウ ツキ		○新旧あり （互換性なし）：2015.11変更（旧：ｳｴｽﾄ錠付→新：ｱﾙﾌｧ錠付）
※錠が変更になる場合『ﾗｯｼﾞｶﾞｰﾄﾞ（本体にﾈｼﾞ止してある錠ﾌｯｸ受け口）』も交換必要。（仕入400円（送料別）） ゴカンセイ ヘンコウ キュウ ジョウ ヅ シン ジョウ ツキ ジョウ ヘンコウ バアイ ホンタイ ド ジョウ ウ クチ コウカン ヒツヨウ シイレ エン ソウリョウ ベツ						取出口ﾊﾟﾈﾙ / ﾎﾟﾘｶﾜｯｼｬｰ2個 / ﾊﾞﾝﾎﾟﾝ材 / 取出口軸		394821		(高岡)ﾚﾌｨﾅ 取出口蓋(錠なし) 左開		(高岡)ﾚﾌｨﾅ 取出扉(軸棒付、錠なし) 左		36				7300		1900

寺島 典子: 【誤】1900円（杉江様確認間違い？）
【正】1850円
2018.1.6 高岡ｹﾞｰｼﾞ林様ﾒｰﾙより
3/19修正完了（販売価格据え置き） 寺島		

寺島 典子: 【誤】￥1,400（※樹脂ｶﾊﾞｰ価格加算忘れ）
【正】￥2,000（※樹脂ｶﾊﾞｰ価格加算 ＠300×2個+蓋1500）送料￥1,000 2018/3/14永瀬
★修正完了（販売価格：据え置き） 3/19寺島		1900		1000				391		388		361		353		372		342		340

						④		3‐9539‐0		ﾚﾌｨﾅ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 右				5,100				(高岡)		395390		新　追加 シン ツイカ		29						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ										(高岡)ﾚﾌｨﾅ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 右		35				5100		1010		1010		1000		0		392		389		362		354		374		344		342

						⑤		3‐9540‐0		ﾚﾌｨﾅ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 左				5,100				(高岡)		395400		新 12/25ｺｰﾄﾞ番号追加 シン バンゴウ ツイカ		29						※錠ｺｰﾄﾞ：「左」「右」別ｺｰﾄﾞに ジョウ ヒダリ ミギ ベツ										(高岡)ﾚﾌｨﾅ 窓式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(3桁) ｱﾙﾌｧ 左		35								1010		1000		0		393		390		363		355		375		345		343

						⑥		3‐9486‐0		ｱﾝﾃ/ﾚﾌｨﾅ/ｸﾃｨ2B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 右		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		3,700				(ｺｰﾜ)		394860		ｱﾝﾃ/ﾚﾌｨﾅ/ｸﾃｨ2B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄR		42				“「ｱﾙﾌｧ錠」「ｳｴｽﾄ錠」同価格で良いのでは？（確認案内の工数削減できる）”希望あり。寺島 ジョウ ジョウ オナ カカク ヨ カクニン アンナイ コウスウ サクゲン キボウ テラシマ		変更：「LRDU」→「左右下上」
（「上下左右」表記に統一、「「LRDU」より「左右下上」が分かり易い、ため変更） ヘンコウ ヒダリ ミギ シタ ウエ ジョウゲ サユウ ヒョウキ トウイツ ワ ヤス ヘンコウ		※現在は「社内：社外＝１：１」のみのため、専用ｺｰﾄﾞ追加登録中止 ゲンザイ シャナイ シャガイ センヨウ ツイカ トウロク チュウシ		〃		394861		(ｺｰﾜ)ｱﾝﾃ/ﾚﾌｨﾅ/ｸﾃｨ2B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 右		(ｺｰﾜ)ｱﾝﾃ/ﾚﾌｨﾅ/ｸﾃｨ2B 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 右 ミギ		47				5000		650		650

平野 勝矢: 在庫するかどうか		800

平野 勝矢: 送料要確認				394		391		364		-		-

						⑦		3‐9485‐0		ｱﾝﾃ/ﾚﾌｨﾅ 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 左		ﾎﾟｽﾄ名を指定ください。		3,700				(ｺｰﾜ)		394850		ｱﾝﾃ/ﾚﾌｨﾅ 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄL		36				●「回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠（12桁）」：共通ｺｰﾄﾞ
（ﾕﾆｿﾝ在庫品。管理上の必要性のため共通ｺｰﾄﾞ） カイテン シキ ジョウ ケタ キョウツウ ザイコ ヒン カンリ ジョウ タメ キョウツウ		変更：「LRDU」→「左右下上」
（「上下左右」表記に統一、「「LRDU」より「左右下上」が分かり易い、ため変更） ヘンコウ ヒダリ ミギ シタ ウエ ジョウゲ サユウ ヒョウキ トウイツ ワ ヤス ヘンコウ		※現在は「社内：社外＝１：１」のみのため、専用ｺｰﾄﾞ追加登録中止 ゲンザイ シャナイ シャガイ センヨウ ツイカ トウロク チュウシ		※在庫していませんが箱単位(132ｹ)で購入し､箱単位で販売する事は可能です｡		394851		(ｺｰﾜ)ｱﾝﾃ/ﾚﾌｨﾅ 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 左		(ｺｰﾜ)ｱﾝﾃ/ﾚﾌｨﾅ 回転式ﾀﾞｲﾔﾙ錠(12桁) ｳｴｽﾄ 左 ヒダリ		41				5000		650		650

平野 勝矢: 在庫するかどうか		800

平野 勝矢: 送料要確認		

平野 勝矢: 在庫するかどうか		

平野 勝矢: 送料要確認		

平野 勝矢: 前　後　価格確認		

平野 勝矢: 前　後　価格確認		

平野 勝矢: 運賃別途へ変更		

平野 勝矢: 運賃別途へ変更		

平野 勝矢: 現在の価格　要確認		

平野 勝矢: 現在の価格　要確認		

平野 勝矢: 運賃別途へ変更		

平野 勝矢: 現在の価格　要確認		

平野 勝矢: 前回の価格違い？																																

平野 勝矢: 現在の価格　要確認		

平野 勝矢: 現在の価格　要確認				

平野 勝矢: 在庫するかどうか		

平野 勝矢: 送料要確認		

磯村 典子: 寺島 典子:
2018/11/01修正済
200→300（仕入先の間違い）		

磯村 典子: 寺島 典子:
2018/11/01修正済
200→300（仕入先の間違い）		

平野 勝矢: 運賃別途へ変更		

平野 勝矢: 変更依頼済　4/1予定																																		

平野 勝矢: 運賃別途へ変更		

平野 勝矢: 変更依頼済　4/1予定																																										395		392		365		-		-

						⑧		3‐9484‐0		ﾚﾌｨﾅ 本体･正面ﾊﾟﾈﾙ用補修塗料 ホンタイ ショウメン		色をご指定ください。 イロ シテイ		5,000				(高岡)		394840		ﾚﾌｨﾅ 補修塗料		28		色確認 イロ カクニン		本体：ｼﾙﾊﾞｰ
正面ﾊﾟﾈﾙ：ｼﾙﾊﾞｰ､ﾌﾞﾗｳﾝ､ﾌﾞﾗｯｸ､ｱｲﾎﾞﾘｰ､ﾍﾞｰｼﾞｭ、艶消しｼﾙﾊﾞｰ（門柱ｾｯﾄ専用）
缶入り（筆付属なし） ホンタイ ショウメン ツヤケ モンチュウ センヨウ カン イ フデ フゾク						補修塗料 正面ﾊﾟﾈﾙ(ｼﾙﾊﾞｰ･ﾌﾞﾗｳﾝ･ﾌﾞﾗｯｸ･ｱｲﾎﾞﾘｰ･ﾍﾞｰｼﾞｭ･艶消しｼﾙﾊﾞｰ)		394841		(高岡)ﾚﾌｨﾅ 補修塗料		(高岡)ﾚﾌｨﾅ 本体･正面ﾊﾟﾈﾙ用補修塗料		34				5000		1000		1000		1000		1		396		393		366		356		376		346		344

		品群 ヒン グン		品名 ヒンメイ		番号		品名コード		品名		ご発注時の注意点 ハッチュウ ジ チュウイテン		本体価格

		ロワール		400/450		①		3‐9432‐0		ﾛﾜｰﾙ400 投函蓋(蝶番付)				7,800				(勝原)		394320		ﾛﾜｰﾙ400 投函口蓋(蝶番付)		22										投函口蓋(蝶番･ｸｯｼｮﾝ付) M3十字穴付き皿小ﾈｼﾞ4個		394321		(勝原)ﾛﾜｰﾙ400 投函口蓋(蝶番付)		(勝原)ﾛﾜｰﾙ400 投函蓋(蝶番付)		28				7800		2450		2450		650				397		394		367		357		377		281		281

						②		3‐9433‐0		ﾛﾜｰﾙ450 投函蓋(蝶番付)				7,800				(勝原)		394330		ﾛﾜｰﾙ450 投函口蓋(蝶番付)		22										投函口蓋(蝶番･ｸｯｼｮﾝ付) M3十字穴付き皿小ﾈｼﾞ4個		394331		(勝原)ﾛﾜｰﾙ450 投函口蓋(蝶番付)		(勝原)ﾛﾜｰﾙ450 投函蓋(蝶番付)		28				7800		2450		2450		650				398		395		368		358		378		282		282

						③		3‐9434‐0		ﾛﾜｰﾙ400/450 投函蓋用ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ(×2)				2,400				(勝原)		394340		ﾛﾜｰﾙ400/450 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		33										ｴｱｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ2個		394341		(勝原)ﾛﾜｰﾙ400/450 投函口蓋用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(勝原)ﾛﾜｰﾙ400/450 投函蓋用ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ(×2)		39				2400		300		300		650				399		396		369		359		379		283		283

						④		3‐9593‐0		ﾛﾜｰﾙ400 正面ﾊﾟﾈﾙ ショウメン		色をご指定ください。 イロ シテイ		21,700				(勝原)		395930		新　12/26追加 シン ツイカ		16		色確認 イロカクニン				※ｺｰﾄﾞ追加				「MAILBOX」のﾌﾟﾚｰﾄ付き正面ﾊﾟﾈﾙ、ﾀﾞﾝﾊﾟｰ2個、十字穴付ﾊﾞｲﾝﾄﾞ小ﾈｼﾞM3 4個  コ						(勝原)ﾛﾜｰﾙ400 正面ﾊﾟﾈﾙ カツハラ ショウメン		22								8000		650				400		397		370		360		380		284

						⑤		3‐9594‐0		ﾛﾜｰﾙ450 正面ﾊﾟﾈﾙ ショウメン		色をご指定ください。 イロ シテイ		21,700				(勝原)		395940		新　12/26追加 シン ツイカ		16		色確認 イロカクニン				※ｺｰﾄﾞ追加				「MAILBOX」のﾌﾟﾚｰﾄ付き正面ﾊﾟﾈﾙ、ﾀﾞﾝﾊﾟｰ2個、十字穴付ﾊﾞｲﾝﾄﾞ小ﾈｼﾞM3 4個  コ						(勝原)ﾛﾜｰﾙ450 正面ﾊﾟﾈﾙ カツハラ ショウメン		22								8000		650				401		398		371		361		381		285

						⑥		3‐9435‐0		ﾛﾜｰﾙ400 取出ﾎﾞｯｸｽ(錠付)				21,300				(勝原)		394350		ﾛﾜｰﾙ400 取出口ﾎﾞｯｸｽ(錠付)		23				※錠付：仕入先の管理上 ジョウ ツキ シイレ サキ カンリ ジョウ						ﾊﾟｯｷﾝ･取手･M4ﾅﾍﾞ小ﾈｼﾞ･ｸｯｼｮﾝ･ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ･M6ﾌﾗﾝｼﾞﾅｯﾄ･窓･両面ﾃｰﾌﾟ付。
設定ﾋﾟﾝ1個		394351		(勝原)ﾛﾜｰﾙ400 取出口ﾎﾞｯｸｽ(錠付)		(勝原)ﾛﾜｰﾙ400 取出ﾎﾞｯｸｽ(錠付)		29				21300		7850		7850		650				402		399		372		362		382		286		284

						⑦		3‐9436‐0		ﾛﾜｰﾙ450 取出ﾎﾞｯｸｽ(錠付)				21,300				(勝原)		394360		ﾛﾜｰﾙ450 取出口ﾎﾞｯｸｽ(錠付)		23				※錠付：仕入先の管理上 ジョウ ツキ シイレ サキ カンリ ジョウ						ﾊﾟｯｷﾝ･取手･M4ﾅﾍﾞ小ﾈｼﾞ･ｸｯｼｮﾝ･ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ･M6ﾌﾗﾝｼﾞﾅｯﾄ･窓･両面ﾃｰﾌﾟ付。
設定ﾋﾟﾝ1個		394361		(勝原)ﾛﾜｰﾙ450 取出口ﾎﾞｯｸｽ(錠付)		(勝原)ﾛﾜｰﾙ450 取出ﾎﾞｯｸｽ(錠付)		29				21300		7850		7850		650				403		400		373		363		383		287		285

						⑧		3‐9437‐0		ﾛﾜｰﾙ400/450 取出ﾎﾞｯｸｽ用引込ﾀﾞﾝﾊﾟｰ ヒ コ				4,200				(勝原)		394370		ﾛﾜｰﾙ400/450 取出口ﾎﾞｯｸｽ用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		33										引込ﾀﾞﾝﾊﾟｰﾕﾆｯﾄ1個 受座1個 M4皿小ﾈｼﾞ(L14)2個 M4皿小ﾈｼﾞ(L8)2個		394371		(勝原)ﾛﾜｰﾙ400/450 取出口ﾎﾞｯｸｽ用ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		(勝原)ﾛﾜｰﾙ400/450 取出ﾎﾞｯｸｽ用引込ﾀﾞﾝﾊﾟｰ		39				4200		1000		1000		650				404		401		374		364		384		288		286

						⑨		3‐9438‐0		ﾛﾜｰﾙ400/450 ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠(設定ﾋﾟﾝ付) L322 セッテイ				4,900				(勝原)		394380		ﾛﾜｰﾙ400/450 ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠		46				●番号設定ﾋﾟﾝ付
○上下左右なし（蓋：引出ﾎﾞｯｸｽ） バンゴウ セッテイ ツ ジョウゲ ヒキダシ		※ｺｰﾄﾞ追加登録
ｳﾞｨﾙｸ・ﾓﾙﾄ・ﾗﾃﾞｨ：新L345
ｲｵｽ・ｺｼﾞｬｸ・ﾛﾜｰﾙ・ｵｽﾄ：L322
鍵区別のため品番入れる カギ クベツ ヒンバン イ				ﾊﾟｯｷﾝ1個		394381		(勝原)ﾛﾜｰﾙ400/450 ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠		(勝原)ﾛﾜｰﾙ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠(設定ﾋﾟﾝ付) L322		45		「400/450」削除（文字数超過）
「L322」削除（新旧なく区別必要ない）
※他ﾎﾟｽﾄで新L345あり。区別のため入れる。 サクジョ モジ スウ チョウカ サクジョ シンキュウ クベツ ヒツヨウ		4800		1250		1300		650		0		405		402		375		365		385		289		287

						⑩		3‐9439‐0		ﾛﾜｰﾙ400/450 ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠用 設定ﾋﾟﾝ セッテイ				1,700				(勝原)		394390		ﾛﾜｰﾙ400/450 ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠番号設定ﾋﾟﾝ		40				●錠（ﾋﾟﾝ付）、ﾋﾟﾝ（単体）：それぞれｺｰﾄﾞ有り ジョウ ツ タンタイ ア				※「用」+半角ｽﾍﾟｰｽ（見易く） ヨウ ハンカク				394391		(勝原)ﾛﾜｰﾙ400/450 ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠番号設定ﾋﾟﾝ		(勝原)ﾛﾜｰﾙ ｶﾑﾛｯｸ式円形ﾀﾞｲﾔﾙ錠用 設定ﾋﾟﾝ		39				1700		20		20		650				406		403		376		366		386		291		289

						⑪		3‐9440‐0		ﾛﾜｰﾙ400/450 正面ﾊﾟﾈﾙ用補修塗料		色をご指定ください。 イロ シテイ		2,400				(勝原)		394400		ﾛﾜｰﾙ400/450 取出口正面ﾊﾟﾈﾙ用補修塗料		30		色確認 イロ カクニン								20ml容器(塗料入)1個 筆1個		394401		(勝原)ﾛﾜｰﾙ400/450 取出口正面ﾊﾟﾈﾙ用補修塗料		(勝原)ﾛﾜｰﾙ400/450 正面ﾊﾟﾈﾙ用補修塗料		36		「400/450」削除（文字数超過）
「L322」削除（L322、L345共通） サクジョ キョウツウ		2400		300		300		650				407		404		377		367		387		292		290
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