

ম॔ॖ؞ग़५ॣ؞ॖभິౌসಛपઞ৷घॊິౌ౫मؚ
ੀदੂीथग़॥भ७ওথॺ॑ઞ৷खؚਸ਼ਕਃঢ়
قಹଃ੮১য૦౫ୡ७থॱكشभడखःୡप
়તखथउॉऽघ؛

پ

ິౌসಛभৰৡमؚଋऩऋैৰपౌ಼ऋକऌथमग
ीथॎऊॉऽघ؛
বਓपऒटॎॉؚ
ષସଵ৶पਐ৸॑घऒधऋ
ম॔ॖ؞ग़५ॣ؞ॖभঔॵॺشदघ؛
پقଆ൯সಛౌິ؞সಛك

ਛফাेॉय़থॢੵઙૄভमಌःञखऽखञ؛

পજऩुभ॑ेॉ৸पஹॊञीपؚਫखऎउઞःऎटऔः؛
ౌ಼ৌੁ॑রੱधखथઞ৷औोॊَິౌসಛُधິౌਙચपਸइथ൯ऩनभଆಬ৯दઞ৷औोॊ
َଆ൯সಛُपীథऔोऽघ؛जोझोਙચऋ౮ऩॊञीؚ৯ृઽઍप়ॎचथउ৭लऎटऔः؛

ઽವपेढथসಛ॑ઞःীऐथऎटऔः
収納する物

●一般紙
●一般紙を用いた書類
●書籍
●印刷物

適した金庫の 耐火金庫
（一般紙用）
タイプ

庫内は一般紙が燃えないよう
に 177℃以 下 に 保 た れます。

●ビデオテープ
●フィルム類
●磁気テープ
●磁気カード

●ダイヤモンド
●ルビー
●サファイヤ
●真珠
●ひすい
●エメラルド

●オパール
●琥珀
●半貴石
（アクアマリン、
トルマリンなど）

●書
●絵画
●掛け軸
●漆器

●刀剣類
●塗物
●金箔類

●現金
●貴金属
●小切手
盗まれたくない物
●約束手形
●宝石類
小切手

耐火金庫

耐火金庫

耐火金庫

（フレキシブルコンピュータディスク用）

（フレキシブルコンピュータディスク用）

（フレキシブルコンピュータディスク用）

一般紙用の耐火金庫よりも高
い性能で、熱や湿気に弱い磁気
メディアを守ります。

収納物によっては、火災時の高熱
で変色・変質・ひび割れなどが生
じることがあります。宝石類の耐
熱温度については、お買い求めの
宝石店へお尋ねください。

高価な装飾品、細工物は保管状
態に敏感です。収納物によって
は、著しく変色、変形し剥脱す
るなど価値を失う恐れがあり
ます。

防盗金庫
工具等による金庫破りなどに
も効果を発揮します。

ইঞय़३ঈঝ॥থআগॹॱشॕ५ॡ৷
ইঞय़३ঈঝ॥থআগॹॱشॕ५ॡ৷
ڭৎິౌਙચ

ິ൜ৌੁ

൯ৌੁ

୭ৌੁ

ິ൜ಕ॑खथःऩः৾ආ৷ິౌসಛ

সಛ్॑ढञಬमؚಢৎदষॎोॊऒ

ऩनभमؚ൜भ؞ؚૡप

धुऎऩढथःऽघ؛

ेॉೂ৽ଡ଼॑ኋःटॉؚপহ॑କऒघ

সಛभਝ઼্১ृਝ઼ৃਚؚଞभჭಆ

ऩनপ૫दघ؛उ

ຯऩन൯ৌੁ॑ओਫ਼ୈऎटऔः؛

भਝ઼୭प়

ਊदमؚਈిऩৌੁभओ੧॑खथउॉ

ॎचञິ൜ಕੵহ

ऽघभदउਞೄपओৼऎटऔः؛

॑ओ੧ःञखऽघ؛

୭ଦൟິౌসಛ

ম॔ॖ؞ग़५ॣ؞ॖभଆ൯সಛౌິ؞সಛ
पઞ৷घॊິౌ౫मؚੀदੂीथग़॥भ

ੵ

७ওথॺभரदँॊৈັ७ওথॺ॑ઞ৷

ଚઋཤଡ଼প൜಼قௗಛવ൜ূؚكম

खؚਸ਼ਕਃঢ়قಹଃ੮১য૦౫ୡ७

প൜಼ূقਨ

থॱكشभడखःິౌਙચୡप়તखथ

্୬ஞబ

उॉऽघ؛జਟभິౌ౫पૻस&ؚ2ൾল

൜كभ൜ణ॑

॑৺٫చखञ୭ଦ

ગਠखञິ൜

ൟभଲષदघ؛ऩउؚ

ୡ॑ৰखؚ
ິ൜ਙચ॑ન
ੳखथःऽघ؛

ৈັ७ওথॺमॢজشথ

ঋش५॑ॻشઞ৷खञਝ઼
൯ৌੁपટ॑มखऽघ؛ਝ઼ৃਚप়ॎ
चؚకఞचधంఞचपৌૢखथःऽघ؛

භো১भ્৹ષ৯प
औोथःऽघ؛

پञटखؚ
ু؞সര؞ฤલ؞છ؞ሉષ॑ऎپؙ؛সಛ॑ठுैोञৃ়मৌਗदघ؛

ິౌসಛ-,6ੳଲષ.&-३জش६ ؙؙؼؼؼؼؼؼؼؼ

ິౌসಛ.&6३জش६  ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ
ॸথय़ౌິૄشসಛढ़ঝॵঃ ؙؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ
෫ৣসಛ
ॸথय़ౌິૄشসಛ%6(.6(.३জش६

ؙؼؼؼؼؼؼ



ॹॱشওॹॕ॔ິౌঘॽॵॺ ؙؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

ؙؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

.&-३জش६
.&6३জش६

ق.&6 ३জش६ك

ق.&-३জش६ك

ق.&6३জش६ك
ਜ৷॔ছش 38,000円（税込み41,040円）
نჭનੳਃચહق ه3 සك

ჭ্ૄ
௲ਐఌॲॖখঝૄ

၎ഄॸথय़ૄش

௲ਐఌॲॖখঝჭ  ਗ਼টॵॡჭ

ॸথय़شჭ  ਗ਼টॵॡჭ

ٹਈপఃஈ੯ਯ
ؙଵ৶؟੯
ؙಹઞ৷؟੯
ٹพಀع؟ᐈ

ॲॖখঝಀभಌऋ૭ચऩ௲ਐఌॲॖখঝჭ؛

พಀदੰჭघॊॸথय़ੰ؛ૄشჭृჭؚఃஈऩनभඝ

૿ਊभಌृऩಌपुৌૢदऌऽघ؛

၎ഄऋਈপ  ੯੶ஈऔोऽघ؛હരभ௧৷९ইॺ॑ॖথ५

ਐॲؚॖখঝჭऋശऔोञৃ়दुؚজটॵय़থॢಎ઼قગ

ॺشঝखञঃ९॥থधসಛ॑மਢघॊधؚඝ၎ഄभၡ༮؞ഀ

ჭਃଡك
॑࿌ൗखथःऽघभदჭ૾ଙ॑৳खऽघ؛

ླྀ؞৳ோृॱॖটॵॡऩनभඝऋ૭ચदघ؛
ॱپॖটॵॡੰ؟ჭ૭ચৎఝ॑घॊਃચ؛

,& ढ़)قૄॻشHOL&D؞0,)$5( ৌૢك
,& ढ़ॻشჭॸ؞থय़شჭ  ਗ਼টॵॡჭ

လੳૄ
ٹਈপఃஈ੯ਯ

လჭॸ؞থय़شჭ  ਗ਼টॵॡჭ

ٹਈপఃஈ੯ਯ

ؙଵ৶؟੯

ؙଵ৶؟੯

ؙಹઞ৷؟੯

ؙಹઞ৷؟੯

ٹพಀع؟ᐈ

ٹพಀع؟ᐈ

৩ऩनभ )HOL&Dقইख़জढ़كढ़ॻشउेल 0,)$5(قঐॖইख़

ਈৗभလੳૼ॑࿌ൗखञঁॖ७य़গজॸॕ३५ॸ؛

॔كढ़॑ॻشఃஈखؚসಛभჶधखथઞ৷दऌऽघ؛ऽञؚड़উ

ੰჭಀभଷृऩॉघऽखभਂऊैੰଣऔोؚడતऩଵ৶ऋ

३ঙথभ၎ഄၡ༮९ইॺْ.<)ٓ॑ઞ৷खऽघधؚඝ၎ഄभ

ষइऽघ؛ऽञؚड़উ३ঙথभ၎ഄၡ༮९ইॺْ56)ٓ॑ઞ৷ख

ၡ༮؞ഀླྀ؞৳ோृॱॖটॵॡऩनଵ৶ਜ॑ೄदऌऽघ؛

ऽघधؚඝ၎ഄभၡ༮؞ഀླྀ؞৳ோऩनଵ৶ਜ॑ೄदऌऽघ؛

پ၎ഄၡ༮उेलॱॖটॵॡਝमؚड़উ३ঙথभ၎ഄၡ༮९ইॺऋਏदघق؛3සك

پ၎ഄၡ༮मؚड़উ३ঙথभ၎ഄၡ༮९ইॺऋਏदघ؛
ق3සك

ॱپॖটॵॡੰ؟ჭ૭ચৎఝ॑घॊਃચ؛

ॱپॖটॵॡमँॉऽच॒؛

)پHOL&Dقইख़জढ़كमؚ९ॽشઙૄভभఃஈૹఏदघ؛

ٴ৬ସृॣफ़ಉपेॉወपလ॑ఃஈ؞ੳदऌऩःৃ়ऋँॉऽघ؛

پ0,)$5(قঐॖইख़॔كमؚ1;3७॥থॲॡॱش६भఃஈૹఏदघ؛
پ,&ढ़ॻشमશਲ਼दघ؛

ਗ਼টॵॡჭ
ঐॢॿॵॺभ્ਙ॑েऊखञৈਙચჭ
दघ؛ჶୀःऋऎؚჶभਗऋग
॑खथःॊभदؚআॵय़থॢभੱଦु
ਗ਼টॵॡय़ش

ऩऎളଲुপदघ؛

.&-३জش६৷ 38,000円（税込み41,040円）
১؟:¼'¼WPPؙ౫ସ؟ഝؙ౦؟హ
پకఞचؚంఞचऋदऌऽघ؛

.&6३জش६৷ 61,000円（税込み65,880円）

১؟:¼'¼WPPؙ౫ସ؟ഝؙ౦؟హ
હരષ؟౽ഓঝॺؚഓডॵ३কؚشड़شঝ॔থढ़ش
پશಥੵ൛ऋऊऊॉऽघ؛

ँोयੱ؞োोथ৸ؙম॔ॖ؞ग़५ॣ؞ॖभଆ൯সಛౌິ؞সಛमؚ,62॑؞ੳ੭खञরੵৃदଲୗखथःऽघ؛

376,000円（税込み406,080円）

422,000円（税込み455,760円）

418,000円（税込み451,440円）

433,000円（税込み467,640円）

479,000円（税込み517,320円）

410,000円（税込み442,800円）

424,000円（税込み457,920円）

470,000円（税込み507,600円）

458,000円（税込み494,640円）

473,000円（税込み510,840円）

519,000円（税込み560,520円）

361,000円（税込み389,880円）

پ၎ഄਃચभऩःॸথय़ँुૄشॉऽघ؛





546,000円（税込み589,680円）

631,000円（税込み681,480円）

540,000円（税込み583,200円）

603,000円（税込み651,240円）

688,000円（税込み743,040円）

531,000円（税込み573,480円）

594,000円（税込み641,520円）

679,000円（税込み733,320円）

580,000円（税込み626,400円）

643,000円（税込み694,440円）

729,000円（税込み787,320円）

483,000円（税込み521,640円）

پ၎ഄਃચभऩःॸথय़ँुૄشॉऽघ؛



ँोयੱ؞োोथ৸ؙম॔ॖ؞ग़५ॣ؞ॖभଆ൯সಛౌິ؞সಛमؚ,62॑؞ੳ੭खञরੵৃदଲୗखथःऽघ؛

.&6'.6

793,000円（税込み856,440円）

.&6'.6

879,000円（税込み949,320円）

.&6'.6

946,000円（税込み1,021,680円）

پ၎ഄਃચभऩःॸথय़ँुૄشॉऽघ؛

.&65)(.6

849,000円（税込み916,920円）

.&65)(.6

936,000円（税込み1,010,880円）

.&65)(.6

1,003,000円（税込み1,083,240円）

.&6(5.6

841,000円（税込み908,280円）

.&6(5.6

927,000円（税込み1,001,160円）

.&6(5.6

994,000円（税込み1,073,520円）

.&6)3(.6

889,000円（税込み960,120円）

.&6)3(.6

975,000円（税込み1,053,000円）

.&6)3(.6

1,040,000円（税込み1,123,200円）

.&6ॱॖউ

.&6ॱॖউ

.&6ॱॖউ

※キャスターが不要の場合は、事前にご相談ください。





 















 




















2,880,000円（税込み3,110,400円）

2,410,000円（税込み2,602,800円）



1,640,000円（税込み1,771,200円）

※キャスターが不要の場合は、事前にご相談ください。

1,340,000円（税込み1,447,200円）

1,120,000円（税込み1,209,600円）








ँोयੱ؞োोथ৸ؙম॔ॖ؞ग़५ॣ؞ॖभଆ൯সಛౌິ؞সಛमؚ,62॑؞ੳ੭खञরੵৃदଲୗखथःऽघ؛







 


 






 
















905,000円（税込み977,400円）

※お客様のご希望により、キングスーパーダイヤル錠を百万変換ダイヤル錠に変更できます。
※キャスターが不要の場合は、事前にご相談ください。

53

725,000円（税込み783,000円）

700
480

692
422

1398
72

1690

1042

1168
72

1460

692
422

682

1100

808
72

53

542

834

72

649,000円（税込み700,920円）

700
480
700
480

692
422

467,000円（税込み504,360円）

370,000円（税込み399,600円）

559,000円（税込み603,720円）

53

416

650
430

585
315
369

481

53

72

773

545
325

53

692
422

38,000円（税込み41,040円）
১؟:¼'¼WPP
౫ସ؟ഝؙ౦؟హ
હരષ؟౽ഓঝॺ
ഓডॵ३কؚشड़شঝ॔থढ़ش
پకఞचؚంఞचऋदऌऽघ؛
پશಥੵ൛ऋऊऊॉऽघ؛

)HOL&D
0,)$5(

267,000円（税込み288,360円）

336,000円（税込み362,880円）

⒝
ॺٹঞش১؟:¼'¼+PP

⒝

315,000円（税込み340,200円）
⒝
ॺٹঞش১؟:¼'¼+PP

370,000円（税込み399,600円）
⒝

پ,&ढ़ॻشमશਲ਼दघ؛

پ,&ढ़ॻشमશਲ਼दघ؛

183,000円（税込み197,640円）

⒝
ॺٹঞش১؟:¼'¼+PP

256,000円（税込み276,480円）

⒝

248,000円（税込み267,840円）

⒝
ॺٹঞش১؟:¼'¼+PP

ँोयੱ؞োोथ৸ؙম॔ॖ؞ग़५ॣ؞ॖभଆ൯সಛౌິ؞সಛमؚ,62॑؞ੳ੭खञরੵৃदଲୗखथःऽघ؛

313,000円（税込み338,040円）

⒝

※キャスターが不要の場合は、事前にご相談ください。
)HOL&D
0,)$5(

255,000円（税込み275,400円）

323,000円（税込み348,840円）



282,000円（税込み304,560円）

352,000円（税込み380,160円）



ॺٹঞش১؟:¼'¼+PP

ॺٹঞش১؟:¼'¼+PP

پ,&ढ़ॻشमશਲ਼दघ؛

پ,&ढ़ॻشमશਲ਼दघ؛

176,000円（税込み190,080円）



ॺٹঞش১؟:¼'¼+PP

ॺٹঞش১؟:¼'¼+PP

ٹ৵॔ছشહقG%ك

242,000円（税込み261,360円）

243,000円（税込み262,440円）

ٹ৵॔ছشહقG%ك

309,000円（税込み333,720円）

ৎິౌਙચق%6(३জش६ك
ৎິౌਙચق.6(.३জش६ك
ਗ਼౺म॔ঝढ़জ  
ਗ਼  ম؛ਐभਗ਼౺
જोदुვभડऊैල
पઐఌदऌऽघ؛

ढ़ং॑ش൷ीॊधඝ
भॱথृঁথॻঝऋඛ
ोؚघढऌॉधखञॹ२
ॖথपऩॉऽघ؛

ਜ৷॔ছش ￥38,000（税込み￥41,040）
نჭનੳਃચહق ه3 සك

※キャスターが不要の場合は、事前にご相談ください。




















ँोयੱ؞োोथ৸ؙম॔ॖ؞ग़५ॣ؞ॖभଆ൯সಛౌິ؞সಛमؚ,62॑؞ੳ੭खञরੵৃदଲୗखथःऽघ؛













263,000円（税込み284,040円）






.6(.

ٹਗ১؟:¼'¼+PPؙ
ٹ১؟:¼'¼+PPؙ
ٹఏସ؟NJٹؙઍ؟⒝
ٹਬলख১؟:¼'¼+PP
ॸٹথय़شჭٔਗ਼টॵॡჭ
ྕٹഝ¼؞ჶહਬলख¼
ٹ౦؟ड़ইডॖॺ






210,000円（税込み226,800円）





.6(.
ٹਗ১؟:¼'¼+PP
ٹ১؟:¼'¼+PP
ٹఏସ؟NJٹؙઍ؟⒝
ٹਬলख১؟:¼'¼+PP
ॸٹথय़شჭٔਗ਼টॵॡჭ
ྕٹഝ¼؞ჶહਬলख¼
ٹ౦؟ड़ইডॖॺ











新



126,000円（税込み136,080円）



.6(.

ٹਗ১؟:¼'¼+PPؙؙ
ٹ১؟:¼'¼+PPؙ
ٹఏସ؟NJٹؙઍ؟⒝
ॸٹথय़شჭٔਗ਼টॵॡჭ
ྕٹഝ¼
ٹ౦؟ड़ইডॖॺ








新



新




















909,000円（税込み981,720円）
ٹਗ১؟:¼'¼+PPؙ
ٹ১؟:¼'¼+PP
ٹఏସ؟NJٹؙઍ؟⒝
ٹਬলख১؟:¼'¼+PP
ॸٹথय़شჭٔਗ਼টॵॡჭ
ྕٹഝ¼؞ჶહਬলख¼
ٹ౦؟ड़ইডॖॺ

















ٹਗ১؟:¼'¼+PPؙ
ٹ১؟:¼'¼+PP
ٹఏସ؟NJٹؙઍ؟⒝
ٹਬলख১؟:¼'¼+PP
ॸٹথय़شჭٔਗ਼টॵॡჭ
ྕٹഝ¼؞ჶહਬলख¼
ٹ౦؟ड़ইডॖॺ








ٹਗ১؟:¼'¼+PPؙ
ٹ১؟:¼'¼+PP
ٹఏସ؟NJٹؙઍ؟⒝
ٹਬলख১؟:¼'¼+PP
ॸٹথय़شჭٔਗ਼টॵॡჭ
ྕٹഝ¼؞ჶહਬলख¼
ٹ౦؟ड़ইডॖॺ

760,000円（税込み820,800円）

507,000円（税込み547,560円）
ٹਗ১؟:¼'¼+PPؙ
ٹ১؟:¼'¼+PP
ٹఏସ؟NJٹؙઍ؟⒝
ॸٹথय़شჭٔਗ਼টॵॡჭ
ྕٹഝ¼قჶહਬলखमड़উ३ঙথك
ٹ౦؟ड़ইডॖॺ




























440,000円（税込み475,200円）

379,000円（税込み409,320円）
ٹਗ১؟:¼'¼+PPؙ
ٹ১؟:¼'¼+PP
ٹఏସ؟NJٹؙઍ؟⒝
ٹਬলख১؟:¼'¼+PP
ॸٹথय़شჭٔਗ਼টॵॡჭ
ྕٹഝ¼؞ჶહਬলख¼
ٹ౦؟ड़ইডॖॺ



322,000円（税込み347,760円）
ٹਗ১؟:¼'¼+PPؙ
ٹ১؟:¼'¼+PP
ٹఏସ؟NJٹؙઍ؟⒝
ٹਬলख১؟:¼'¼+PP
ॸٹথय़شჭٔਗ਼টॵॡჭ
ྕٹഝ¼؞ჶહਬলख¼
ٹ౦؟ड़ইডॖॺ

ਜ৷॔ছش

￥38,000（税込み￥41,040）

نჭનੳਃચહق ه3 සك

※お客様のご希望により、キングスーパーダイヤル錠を百万変換ダイヤル錠に変更できます。
※キャスターが不要の場合は、事前にご相談ください。




53 606
420



1398



1626

480,000円（税込み518,400円）

新 ؟ৗૹષ

 




636
480

53 606
420

1042

682

72

413,000円（税込み446,040円）

72

72

1168

636
480

53 606
420

808

574

700
72

928

416

542

636
480

53 606
420

586
430

361,000円（税込み389,880円）

1396

315,000円（税込み340,200円）

1036

53 606
420

72

770

586
430

282,000円（税込み304,560円）



254,000円（税込み274,320円）

.&३জش६

 







697,000円（税込み752,760円）
 







ٹਗ১؟:¼'¼+PP
ٹ১؟:¼'¼+PP
ٹఏସ؟NJٹؙઍ؟⒝
ٹय़থॢ५شঃॲشॖখঝჭٔਗ਼টॵॡჭ
ྕٹഝ¼قჭહਬলखमड़উ३ঙথك
ٹ౦؟ड़ইডॖॺؙ



.&'

670,000円（税込み723,600円）





 









.&'

ٹਗ১؟:¼'¼+PP
ٹ১؟:¼'¼+PP
ٹఏସ؟NJٹؙઍ؟⒝
ٹਬলख১؟:¼'¼+PP
ٹय़থॢ५شঃॲشॖখঝჭٔਗ਼টॵॡჭ
ྕٹഝ¼؞ჶહਬলख¼
ٹ౦؟ड़ইডॖॺ



611,000円（税込み659,880円）



.&'

ٹਗ১؟:¼'¼+PP
ٹ১؟:¼'¼+PP
ٹఏସ؟NJٹؙઍ؟⒝
ٹਬলख১؟:¼'¼+PP
ٹय़থॢ५شঃॲشॖখঝჭٔਗ਼টॵॡჭ
ྕٹഝ¼؞ჶહਬলख¼
ٹ౦؟ड़ইডॖॺ

新



新



新

.&.6३জش६

.&'.6

741,000円（税込み800,280円）
 











 











.&'.6

ٹਗ১؟:¼'¼+PPؙ
ٹ১؟:¼'¼+PP
ٹఏସ؟NJٹؙઍ؟⒝
ٹਬলख১؟:¼'¼+PP
ٹय़থॢ५شঃॲشॖখঝჭٔਗ਼টॵॡჭ
ྕٹഝ¼؞ჶહਬলख¼
ٹ౦؟ड़ইডॖॺ

767,000円（税込み828,360円）

ٹਗ১؟:¼'¼+PP
ٹ১؟:¼'¼+PP
ٹఏସ؟NJٹؙઍ؟⒝
ٹय़থॢ५شঃॲشॖখঝჭٔਗ਼টॵॡჭ
ྕٹഝ¼قჶહਬলखमड़উ३ঙথك
ٹ౦؟ड़ইডॖॺ



681,000円（税込み735,480円）



.&'.6

ٹਗ১؟:¼'¼+PPؙ
ٹ১؟:¼'¼+PP
ٹఏସ؟NJٹؙઍ؟⒝
ٹਬলख১؟:¼'¼+PP
ٹय़থॢ५شঃॲشॖখঝჭٔਗ਼টॵॡჭ
ྕٹഝ¼؞ჶહਬলख¼
ٹ౦؟ड़ইডॖॺ

新

$ ອই॓ॖঝ
 ઽವ१ॖ६








پই॓ॖঝৈऔ
ؙPP ऽदৌૢ
6&(

५ॺটথॢ

594,000円（税込み641,520円）

ँोयੱ؞োोथ৸ؙম॔ॖ؞ग़५ॣ؞ॖभଆ൯সಛౌິ؞সಛमؚ,62॑؞ੳ੭खञরੵৃदଲୗखथःऽघ؛




 




570,000円（税込み615,600円）

6&

ٹਗ১؟:¼'¼+PP
ٹ১؟:¼'¼+PP
ٹఏସ؟NJٹؙઍ؟⒝
ٹ௲ਐఌॲॖখঝჭٔਗ਼টॵॡჭ
ྕٹഝ¼قჶહਬলखमड़উ३ঙথك
ٹ౦؟ड़ইডॖॺ


6&(

ٹਗ১؟:¼'¼+PPؙ
ٹ১؟:¼'¼+PP
ٹఏସ؟NJٹؙઍ؟⒝
ٹ௲ਐఌॲॖখঝჭق6&(मؚ
ॸؙথय़شჭٔكਗ਼টॵॡჭ
ྕٹഝ¼قჶહਬলखमड़উ३ঙথك
ٹ౦؟ड़ইডॖॺ

628,000円（税込み678,240円）
ٹਗ১؟:¼'¼+PPؙ
ٹ১؟:¼'¼+PP
ٹఏସ؟NJٹؙઍ؟⒝
ٹ௲ਐఌॲॖখঝჭٔਗ਼টॵॡჭ
ྕٹഝ¼قჶહਬলखमड़উ३ঙথك
ٹ౦؟ड़ইডॖॺ



570,000円（税込み615,600円）

254,000円（税込み274,320円）

274,000円（税込み295,920円）

269,000円（税込み290,520円）

289,000円（税込み312,120円）

461,000円（税込み497,880円）

481,000円（税込み519,480円）

493,000円（税込み532,440円）

513,000円（税込み554,040円）

355,000円（税込み383,400円）

新 ؟ৗૹષ

ິശਙચۉ6'ق6 ३জش६ك
ইঞय़३ঈঝ॥থআগॹॱشॕ५ॡ৷ິౌਙચ
ইঞय़३ঈঝ॥থআগॹॱشॕ५ॡ

※IC カード式につきましては、ご相談ください。
※キャスターが不要の場合は、事前にご相談ください。

1,450,000円（税込み1,566,000円）

1,250,000円（税込み1,350,000円）

1,670,000円（税込み1,803,600円）

17,000円（税込み18,360円）

7,000円（税込み7,560円）
')8.









ँोयੱ؞োोथ৸ؙম॔ॖ؞ग़५ॣ؞ॖभଆ൯সಛౌິ؞সಛमؚ,62॑؞ੳ੭खञরੵৃदଲୗखथःऽघ؛



1,130,000円（税込み1,220,400円）

1,330,000円（税込み1,436,400円）

1,550,000円（税込み1,674,000円）

570,000円（税込み615,600円）

734,000円（税込み792,720円）

276,000円（税込み298,080円）

 









 




 



 


ॹॱشওॹॕ॔ິౌঘॽॵॺ
ৗ

ੌ
ິౌসಛपਝ઼घॊऒधपेॉؚইঞय़३ঈ
ঝ॥থআগॹॱشॕ५ॡ৷भິౌਙચ॑มख
ऽघ؛
ଲષ৬दभິౌਙચमँॉऽच॒؛ङৎ
ິౌਰभິౌসಛपਝ઼खथऎटऔः؛

142,000円（税込み153,360円）

420,000円（税込み453,600円）

ইঞय़३ঈঝ॥থআগॹॱشॕ५ॡ৷

ইঞय़३ঈঝ॥থআগॹॱشॕ५ॡ৷







ٹਗ১؟:¼'¼+PPؙ
ٹਬলख১؟:¼'¼+PPقك
 ؙؙؙؙؙؙؙ:¼'¼+PPقরك
 ؙؙؙؙؙؙؙ:¼'¼+PPৣقك
ٹఏସ؟NJ
ٹઍ؟⒝قؚك⒝قরؚك⒝ৣقك
ٹজংش३ঈঝჭٹؙਬলख¼ؚலજഝ¼
ٹ౦؟ड़ইডॖॺ





')8.

168,000円（税込み181,440円）

ٹਗ১؟:¼'¼+PPٹؙఏସ؟NJؙ
ٹ১؟:¼'¼+PPٹؙઍ؟⒝
ٹজংش३ঈঝჭؙ
ٹਬলख¼ؚலજഝ¼
ٹ౦؟ड़ইডॖॺ
پৎິౌਰभິౌসಛपઽವखञৃ়ؚ
ؙইঞय़३ঈঝ॥থআগॹॱشॕ५ॡ৷ৎິౌਙચ

新 ؟ৗૹષ

※キャスターが不要の場合は、事前にご相談ください。

1,260,000円（税込み1,360,800円）

7,000円（税込み7,560円）

※お客様のご希望により、キングスーパーダイヤル錠を百万変換ダイヤル錠に変更できます。
※キャスターが不要の場合は、事前にご相談ください。
※テンキー式につきましては、ご相談ください。

542,000円（税込み585,360円）

ٹো૭ચ১؟:¼'¼+PPقൔষરك
:¼'¼+PPقৈऔરك

610,000円（税込み658,800円）

ँोयੱ؞োोथ৸ؙম॔ॖ؞ग़५ॣ؞ॖभଆ൯সಛౌິ؞সಛमؚ,62॑؞ੳ੭खञরੵৃदଲୗखथःऽघ؛

716,000円（税込み773,280円）

※キャスターが不要の場合は、事前にご相談ください。

253,000円（税込み273,240円）

ٹઍ؟⒝

200,000円（税込み216,000円）

ٹઍ؟⒝

ٹઍ؟⒝

328,000円（税込み354,240円）

151,000円（税込み163,080円）

308,000円（税込み332,640円）

145,000円（税込み156,600円）

ٹઍ؟⒝

187,000円（税込み201,960円）

15,000円（税込み16,200円）

෫ಕॖওش४

ٹઍ؟⒝

ٹઍ؟⒝

ٹઍ؟⒝

෫ಕস

5,540,000円（税込み5,983,200円）

1,090,000円（税込み1,177,200円）

4,360,000円（税込み4,708,800円）

2,990,000円（税込み3,229,200円）

941,000円（税込み1,016,280円）

ँोयੱ؞োोथ৸ؙম॔ॖ؞ग़५ॣ؞ॖभଆ൯সಛౌິ؞সಛमؚ,62॑؞ੳ੭खञরੵৃदଲୗखथःऽघ؛

615,000円（税込み664,200円）

ढ़ঝॵঃ

566,000円（税込み611,280円）

ٹੀੂآংॳشढ़ঝड़شউথقپອ৫ऌૄك
ؙ০ऽदपऩःَઞःृघऔُधَੱਝੑُ

ॸقথय़ౌິૄشসಛك

ংॳشढ़ঝड़شউথ

新





ইছॵॺऩვഫ










پ3$73 ਔွఃஈੋ

జਟपऩःອ৫ऌૄ؛
૯৫ऌधम౮ऩॉؚვभ৫൷ ვ॑৫ःञ૾ଙदওঔृഀऩनभठॆढधखञ
ৎपకડभ५ঌش५ऋऩऎथੋाؚకఞचभਝ पઞइऽघ؛
઼ु૭ચदघ؛

./3(%2; 168,000円（税込み181,440円）
ٹਗ১؟:¼'قঋش५ ¼ك+PP
ٹఏସ؟NJ
ٹથ১؟:¼'¼+PPৣقઽವك
ॺٹঞش১؟:¼'¼+PP
ॸٹথय़شჭ
ॺٹঞ¼ ش
قິౌসಛྕ؞كഝ ¼
ৣقઽವك
ٹ౦؟ডॖॺ
ٹઞ৷ਗ਼౺  ؟॔ঝढ़জਗ਼ ¼
ৣٹઽವपິౌਙચमँॉऽच॒؛

ૹپષभाभउඍऐपऩॉऽघ؛

मऔाଆૃਃଡ

௧৷ৣઽವહ

ვऋ൷ऽॊਯ७থॳभधऒौऊैॲؚথঃشਃଡ য়ढञऽऽदসಛभ৫ऐ൷ीु௫ৣ؛رुઽವ
ऋ௮ऌमऔा॑ଆૃखऽघ؛
धखथउઞःःञटऐऽघ؛

ٹ෫ৣपඇਝघॊসಛ؛য৯पणऌपऎऎ෫पಕऔ
ोथःॊञीসಛ॑ठுैोॊ૫ऋँॉऽच
॒؛उોभ௴॑ടघऒधऩऎপજऩुभ॑৳ଵ
दऌऽघ؛

ٹपඇਝघॊসಛ؛য৯पणऌपऎऎपಕऔो
थःॊञीসಛ॑ठுैोॊ૫ऋँॉऽच॒؛

)پ/6प॔ঝইঞشقड़উ३ঙথك
॑ઞ৷खञਝ઼؛

)/6ౌິق ك206,000円（税込み222,480円）
ٹਗ১؟:¼'¼+PPؙ
ٹઽವથ১؟:¼'¼+PP
ٹସ؟NJ
ٹઍ؟⒝
ٹজংش३ঈঝჭ
ٹ౦؟ड़ইডॖॺ

)/6

173,000円（税込み186,840円）

ٹਗ১؟:¼'¼+PPؙ
ٹઽವથ১؟:¼'¼+PP
ٹସ؟NJ
ٹઍ؟⒝
ٹজংش३ঈঝჭ
ٹ౦؟ड़ইডॖॺ
ౌິٹਙચमँॉऽच॒؛

॔ঝইঞش オープン価格
ٹইটشজথॢ෫षभਝ઼पిखञ॔ঝ
ইঞش౫दघ؛
ٹᔳ ෆ  ઍ؟ ؞ਗ ؞ሼ ଓ ਘ ౫؞
ু؞बगಉ

109,000円（税込み117,720円）
ٹਗ১؟:¼'¼+PPٹؙସ؟NJؙ
ٹઽವથ১؟:¼'¼+PP
ॸٹথय़شჭٔজংش३ঈঝჭ
ٹ౦؟ड़ইডॖॺ
ٹઞ৷ਗ਼౺؟॔ঝढ़জਗ਼¼
ౌິٹਙચमँॉऽच॒؛
ૹپષभाभउඍऐपऩॉऽघ؛

新 ؟ৗૹષ

103,000円（税込み111,240円）

127,000円（税込み137,160円）

49,000円（税込み52,920円）

 










83,000円（税込み89,640円）

104,000円（税込み112,320円）

41,000円（税込み44,280円）

63,000円（税込み68,040円）

58,000円（税込み62,640円）

49,000円（税込み52,920円）

ઐૄुँॉऽघ

ँोयੱ؞োोथ৸ؙম॔ॖ؞ग़५ॣ؞ॖभଆ൯সಛౌິ؞সಛमؚ,62॑؞ੳ੭खञরੵৃदଲୗखथःऽघ؛

41,000円（税込み44,280円）

179,000円（税込み193,320円）

ইজشॵॡ५قਏ৳ଵଵ৶ॵॡ५ك
)%6३জش६ვ

206,000円（税込み222,480円）

193,000円（税込み208,440円）

ౌິپਙચमँॉऽच॒؛

ಯဿੳॱॖউ⋇

)%6%07

ಯဿঃॱشথपेॊযੳद
ৈः७य़গজॸॕਙ॑ৰਠؚखऊु
ලऩඝदउઞःःञटऐऽघ؛
ে৬ੲਾदँॊಯဿঃॱشথपे
ॉয્॑घॊञीؚଷؚ൯
भੱଦऋऩऎؚखऊुபସऩਛॉघ
ऽखृୗऋாीथदघ؛


))३জش६ვ
新

イメージ画像

พಀলಀੳॱॖউ⋈
ਹ৷ऋఃஈखञพಀधऐোोৎपষ
घॊॉলखपഀླྀऔोञলಀभ  णद
মযનੳखऽघ؛
)%695 ))953
【取り出し票】
取り出すときに
必要となります
日付：×××× 年 ×× 月 ×× 日
時刻：×× 時 ×× 分

ಯဿੳॱॖউ⋇

)%6%07

พಀলಀॱॖউ⋈

)%695

扉番号
：■■■
)%695RQHGD\
暗証番号：＊＊＊＊
取出番号：●●●

ॉলख

2,250,000円（税込み2,430,000円）

)%6३জش६

))953
ছথॲॸথय़ش

1,850,000円（税込み1,998,000円） ვम৫ऐृघः॔ॳش૾
भঁথॻঝधআ॔ঀঈছॵॡ
ٹਗ১؟:¼'¼+ۜۜ
৹லऑपेॉ்ઁःॖথॸ
ٹସ؟৺NJ
ٹვ
জ॔ध৹ਮघॊॽগॹش२ॖ
ٹઠ১؟:¼'¼+PP
থ఼॑৷खऽखञ؛
ٹਗ਼౺؟$&9
ٹਹ৷၎ഄ؟ૌு੯
ଳੳਙभৈःვছথউपेॉ
ඝਜ਼઼ऊैदु৸ვभਹ৷૾யभનੳऋලप
दऌॊेअपऩॉऽखञ؛

พಀٔলಀॱॖউ⋈

))953

オープン価格

พಀॱॖউ

))95

ٹਗ১؟:¼'¼+ۜۜ
ٹସ؟৺NJ
ٹვ
ٹઠ১؟ვ৵!:¼'¼+PP
ვপ!:¼'¼+PP
ٹਗ਼౺؟$&9
ٹਹ৷၎ഄ؟ૌு੯

新 ؟ৗૹષ

オープン価格




)%6%07





5,500円（税込み5,940円）
ྚپइ઼ऌदओઞ৷भৃ়मؚड़উ३ঙথभঋش५॑ओਹ৷ऎटऔः؛

166,000円（税込み179,280円）

य़شॵॡ५

ვ॑৫ऐञৎभो॑ଆૃखऽघ؛
ٹਗ১؟:¼'¼+PP

130,000円（税込み140,400円）

126,000円（税込み136,080円）

ٹพಀदੰჭघॊय़شॵॡ५ ع؛ᐈभउऌऩಀदఃஈदऌऽघ؛
ٹঽჭऩभद൷ीພोभੱଦऋँॉऽच॒؛

新

ෳऐपुৌૢ

ठઈल৷ঁথॻঝહ

.%(
ٹਗ১؟:¼'¼+PP
ٹସ؟NJ
ॸٹথय़شჭ؞శଞੰჭ
ٹઞ৷ਗ਼౺؟॔ঝढ़জਗ਼¼
ٹমෳऐٹؙय़شঝॲشહ
ٹ౦؟ছॖॺॢঞش
ؙढ़ॺشথো

18,500円（税込み19,980円）

ड़উ३ঙথؙय़ঁشথफ़ش७ॵॺ
オープン価格
.+
ٹমෳऐ৷
ٹय़شঝॲشહ

य़شঝॲشહ

پଲ

७থ१ੌشসಛ

၎ഄၡ༮९ইॺ

ٹঃ९॥থधসಛ॑மਢखؚඝ၎ഄ॑ঃ९॥থदၡ༮؞
৳ோ؞ഀླྀऩन॑घॊञीभ९ইॺक़ख़॔दघ؛

છథ௧৷ଆॣش५

12,500円（税込み13,500円）

オープン価格

ٹ၎ഄ੯ਯ؟੯ق.<)ؚك੯ق56)ك
12,500円（税込み13,500円） ٹ၎ഄඨ৯؟ఃஈ؞ვ৫൷؞શచ؞৸৬చऺऊ
ॱٹॖটॵॡੰ؟ჭ૭ચৎఝ॑खऽघق؛.<)ك

ٹຆো৯؟$ৢ৷৺ූقௐा৺PPك

ड़উ३ঙথ
/1

ਜ৷॔ছش

38,000円（税込み41,040円）

সಛभृ้ொؚ૮৶ऩ৫ვඝपेॉ
পఠG%भਾఠऋॉऌؚ൯ଆ
ૃप૽য়ठऽघ؛
ٹჭનੳਃચહ
ٹઞ৷ਗ਼౺؟9ਗ਼
پসಛभਃଡप৴खञ॔ছشदघ؛
ؙসಛधคपओିધऎटऔः؛
پહऐदऌऩःਃரऋँॉऽघ؛

16,000円（税込み17,280円）
ओઞ৷রभসಛृછಛपලपॉહऐै
ोॊঐॢॿॵॺૄ؛সಛ؞છಛभृ้
ொؚ૮৶ऩ৫ვඝपेॉপఠG%भ
ਾఠद൯ଆૃप૽য়ठऽघ؛
ٹਗ১؟:¼'¼+PP
ٹସ؟Jٹؙઞ৷ਗ਼౺؟9ਗ਼

/1ਝ઼

3:+

൜েৎؚসಛभঽउेलૡଆૃधखथ॥থ
ॡজॺش෫प॔থढ़شಕघॊञीभসदघ؛
ਃர؞ਝ઼୭प়ॎचथओ੧ःञखऽघ؛
پ൯ৌੁ৷दमँॉऽच॒؛
پહऐदऌऩःਃரऋँॉऽघ؛

新 ؟ৗૹષ

ুসಛ
+'.&%

پ+'ؚ+(ؚ+'ؚ+'ؚ+.ؚ+.मଲ؛
ؙजभमরবଲ؛

0

新

ॲॖখঝ ٔ ჶૄ

+'

ॲॖখঝ ٔ ჶૄ

ٹਗ১؟:¼'¼+PP
ٹ১؟:¼'¼+PP
ٹସ؟NJ
ٹ౦شॲ؟ॡॢঞش
ؙढ़ॺشথো

+(

新

ჶૄ

8,500円（税込み9,180円）

+.

ٹਗ১؟:¼'¼+PP
ٹ১؟:¼'¼+PP
ٹସ؟NJ
ٹ౦شॲ؟ॡॢঞش
ؙढ़ॺشথো

6

新

ॲॖখঝ ٔ ჶૄ

+'

20,000円（税込み21,600円）

ٹਗ১؟:¼'¼+PP
ٹ১؟:¼'¼+PP
ٹઞ৷ਗ਼౺؟॔ঝढ़জਗ਼¼
ٹశଞੰჭٹؙସ؟NJ
ٹ౦شॲ؟ॡॢঞش
ؙढ़ॺشথো

66

+'

0

ॸথय़ૄش

15,500円（税込み16,740円）

ٹਗ১؟:¼'¼+PP
ٹ১؟:¼'¼+PP
ٹସ؟NJ
ٹ౦شॲ؟ॡॢঞش
ؙढ़ॺشথো

新

新

11,600円（税込み12,528円）

ٹਗ১؟:¼'¼+PP
ٹ১؟:¼'¼+PP
ٹସ؟NJ
ٹ౦شॲ؟ॡॢঞش
ؙढ़ॺشথো

66

新

ჶૄ

8,300円（税込み8,964円）

+.

ٹਗ১؟:¼'¼+PP
ٹ১؟:¼'¼+PP
ٹସ؟NJ
ٹ౦شॲ؟ॡॢঞش
ؙढ़ॺشথো

3,700円（税込み3,996円）

ಛॉ

0

ॲॖখঝ ٔ ჶૄ

+'

ॲॖখঝ ٔ ჶૄ

19,000円（税込み20,520円）

ٹਗ১؟:¼'¼+PP
ٹ১؟:¼'¼+PP
ٹସ؟NJ
ٹ౦شॲ؟ॡॢঞش
ؙढ़ॺشথো

ಛॉ

6

ಛॉ

ჶૄ

+'

16,000円（税込み17,280円）

ಛॉ

ॲॖখঝ ٔ ჶૄ

'1

+<

11,000円（税込み11,880円）

ٹਗ১؟:¼'¼+PP
ٹ১؟:¼'¼+PP
ٹସ؟NJ
ٹ౦شॲ؟ॡॢঞش
ؙढ़ॺشথো

ٹਗ১؟:¼'¼+PP
ٹ১؟:¼'¼+PP
ٹସ؟NJ
ٹ౦شॲ؟ॡॢঞش
ؙढ़ॺشথো

/

6

ಛॉ

66

ॲॖখঝ ٔ ჶૄ

'1

22,000円（税込み23,760円）

ٹਗ১؟:¼'¼+PP
ٹ১؟:¼'¼+PP
ٹସ؟NJ
ٹ౦شॲ؟ॡॢঞ؞شঈঝش
ؙढ़ॺشথোق౦ك

11,000円（税込み11,880円）

ٹਗ১؟:¼'¼+PP
ٹ১؟:¼'¼+PP
ٹସ؟NJ
ٹ౦شॲ؟ॡॢঞ؞شঈঝش
ؙढ़ॺشথোق౦ك

196
174
84
65

ಛॉ

148
124
33

8

ॲॖখঝ ٔ ჶૄ

.&%

68

127

178

62

4,500円（税込み4,860円）

ٹਗ১؟:¼'¼+PP
ٹ১؟:¼'¼+PP
ٹସ؟NJ
ٹ౦شॲ؟ॡॢঞش
ؙढ़ॺشথো

新 ؟ৗૹષ

શି५ॳشঝଲષ

उभाप়ॎचञرऩலपৌૢखऽघ؛

ಌটॵढ़ش

সॱॖউ

সॱॖউ

%+ ॱॖউ

ଆౌটॵढ़ش

ঐ४ॵॡვॱॖউ

ঐ४ॵॡვॱॖউ

 ઐ౹৷  ৴ॱॖউ

 ઐ౹৷  ৴ॱॖউ

३গش६টॵढ़ش

ษહॱॖউ

ษહॱॖউ

ड़شউথॱॖউ

છಛ

એઽವॱॖউ

૯ॱॖউ

৯३ॺشॉ

ॺছথॡঝش

ॸথय़ॱشॖউ

५ॱথॲॱॻشॖউ

ওॵ३গોஉહ

ఏম৳ଵಛ

পጒଲ৳ଵྕ

ั৷ఏমઽಛ

ᆦདఏম৳ଵಛ

পหຜઽಛ

উঞঃছॺشઽಛ

ఇષ৳ଵಛ

ॸথय़ॱشॖউ

ვॱॖউ

ഐಛઽವॱॖউ

जभ

৭ু৷টॵढ़ش

५ॸথঞ५ვ

१شংشছॵॡ

ଆಬॻ॔

173,000円（税込み186,840円） 209,000円（税込み225,720円）
190,000円（税込み205,200円） 224,000円（税込み241,920円）
206,000円（税込み222,480円） 237,000円（税込み255,960円）
223,000円（税込み240,840円） 262,000円（税込み282,960円）
162,000円（税込み174,960円） 198,000円（税込み213,840円）
206,000円（税込み222,480円） 245,000円（税込み264,600円）
325,000円（税込み351,000円） 379,000円（税込み409,320円）
363,000円（税込み392,040円） 432,000円（税込み466,560円）
501,000円（税込み541,080円）
178,000円（税込み192,240円） 218,000円（税込み235,440円）
226,000円（税込み244,080円）
318,000円（税込み343,440円）
343,000円（税込み370,440円）

本

社

〒300-4297 茨城県つくば市寺具1395-1

TEL 029-869-2001

FAX 029-869-1291

広沢ビル TEL 03-3833-0851

FAX 03-3835-0654

東京事業所

〒111-8506 東京都台東区元浅草2-7-13

中之条工場

〒377-0423 群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町26-1

TEL 0279-75-1111

FAX 0279-75-5433

筑 波 工 場

〒300-4297 茨城県つくば市寺具1395-1

TEL 029-869-2001

FAX 029-869-1291

札 幌 工 場

〒004-0873 北海道札幌市清田区平岡3条2-13-1

TEL 011-888-1111

FAX 011-881-2514

川 島 工 場

〒308-0851 茨城県筑西市下江連1691

TEL 0296-28-7001

FAX 0296-28-7115

中之条工場

筑波工場

［ISO 14001 認証 ISO 9001 認証］ ［ISO 14001 認証 ISO 9001 認証］

札幌工場

川島工場

［ISO 9001 認証］

［ISO 9001 認証］

札 幌 支 店

〒004-0873 北海道札幌市清田区平岡3条2-13-1

TEL 011-884-2001

FAX 011-881-2514

盛 岡 支 店

〒020-0066 岩手県盛岡市上田2-7-8

TEL 019-624-3151

FAX 019-624-4652

仙 台 支 店

〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町2-10-10

TEL 022-283-2001

FAX 022-238-0988

北関東支店

〒300-4297 茨城県つくば市寺具1395-1

TEL 029-869-2001

FAX 029-869-1083

群馬営業所

〒379-2235 群馬県伊勢崎市三室町5286-1

TEL 0270-61-2001

FAX 0270-61-2002

金沢営業所

〒921-8001 石川県金沢市高畠3-124

TEL 076-292-2001

FAX 076-292-2558

名古屋支店

〒464-0084 愛知県名古屋市千種区松軒1-3-17

TEL 052-723-2001

FAX 052-712-0118

大 阪 支 店

〒578-0965 大阪府東大阪市本庄西2丁目5-23

TEL 06-6748-1201

FAX 06-6748-1202

広 島 支 店

〒733-0823 広島県広島市西区庚午南1-2-1

TEL 082-272-5777

FAX 082-273-3875

高松営業所

〒760-0080 香川県高松市木太町8区4062-4

TEL 087-867-9222

FAX 087-867-9380

福 岡 支 店

〒816-0912 福岡県大野城市御笠川3-7-3

TEL 092-504-2884

FAX 092-504-2881

鹿児島営業所

〒892-0845 鹿児島県鹿児島市樋之口町5-40 大坪ビル

TEL 099-806-2001

FAX 099-226-9066

五高ビル4F

http://www.king-ind.co.jp/

●荷造費、運賃、据付料は、別途お見積りとなります。

●仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。 ●写真は印刷のため実際の色と多少異なることがあります。
K1601-SE

