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主 催・企 画・運 営／一般社団法人HKD スポーツアカデミー（HKD FOOTBALL CLUB）、三王建設興産株式会社
協 力／北海道科学大学サッカー部、北海道科学大学高等学校サッカー部 他
協 賛／北海道日刊スポーツ新聞社

U-12
北海道科学大学サッカー場(調整中)

延期と
なりました U-10

北海道科学大学高等学校駒岡グラウンド(調整中)

（日）5/24

北海道科学大学高等学校駒岡グラウンド(調整中)

U-11 （日）7 /12
北海道科学大学高等学校駒岡グラウンド(調整中)

U-9 （日）9/20

ジュニアスポーツ便り

（日）4/19

トラック
協会杯前！

山崎七郎杯
前！

Ｕ－１２
リーグ戦前！

HKD FOOTBALL CLUB
札幌市北区を中心に活動する

問合せ先　一般社団法人HKDスポーツアカデミー 【担当・清水】

TEL.090-7652-8165【E-Mail】 HKDSA.TS@gmail.com　【HP】 http://hkd-fc.com

選手募集！2020年度 U12・U15

●スペイン・カタルーニャ州指導者ライセンス　LEVEL3(最高・日本のS級に相当)を北海道　で唯一保持している山本健太総監督
●スペイン・カタルーニャ州指導者ライセンス　LEVEL2(日本のA級に相当)を保持し、選手　としても静岡学園高校のレギュラーで活躍し　た庄子基史コーチ
●ドイツサッカー協会公認指導者ライセンスB級(UEFA B LEVEL)を保持し、アスルクラロ沼津　など日本国内での指導経験も豊富なU15担当・山本浩平コーチ
●ヨーロッパのモンテネグロ2部でプロ選手としてプレー経験があるU12担当・池田裕汰コーチヨーロッパのサッカーを知るスタッフ陣が指導メソッドを共有し、サッカーの技術とそれを有効に使うための戦術の習得を目指す複合的なトレーニングを提供します。GKコーチやコンディショニングコーチ、チームドクターもおり、育成年代の選手の成長をサポートする万全な体制が整っています。また、サッカー選手に必要である誠実な “人間性”と当たり前のことができる“社会性”を育て、社会に貢献出来る主体性を身につけた大人への道筋をつくります。現役教員や教員経験者も複数おり、卒団後の進路指導もしっかりとして送り出します。HKD FOOTBALL CLUBは選手が大きく成長できる環境があるクラブです。トレーニングへの体験参加は随時お受けいたしますので、下記問合せ先までご連絡ください。

HKD FOOTBALL CLUBの強みは
【さまざまな知識や経験を持った

情熱のあるスタッフ陣】です！

SANOH HOME CUP

三王建設は
ジュニアスポーツを
応援しています

※新型コロナウイルス対策による今後の状況によっては、
さらに延期、中止等の措置を取る可能性があります。



〒063-0032 札幌市西区西野2条2丁目5番7号 ロイヤル三王ビル2Ｆ 
建設業許可/北海道知事許可（般-28）石第02748号　宅地建物取引業知事免許石狩(12)第2177号　一級建築士事務所：北海道知事登録（石）第1367号

URL : https://sanoh-reformclub.com E-mail : refine@sanoh-home.co.jp

三王建設興産株式会社 TEL:011-661-1567　FAX:011-664-8875  

0120-308-551
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アイテムで 　　　   &安心　便利見守り

大洗浄の使用を
カレンダーへ自動的に記録※2します。

おしり洗浄の強さや位置などの個人別設定が
でき、リモコンで簡単に呼び出せます。

毎日使うトイレを活用して、大切な家族の暮らしをみまもります。
離れて暮らす家族のトイレの
使用状況を確認できます。

スマートフォンとの連携で
ここまで便利に、快適に。

採便モードエネルギーモニタ

お通じモニタわたし好み登録

みまもりモニタ

電気や水道の使用量や金
額のめやすを確認すること
ができます。また、節約のア
ドバイス機能もあります。

お手入れモニタ

フィルターやノズルなどの
お手入れ時期をお知らせし
ます。洗剤の補充タイミン
グも通知します。

採便モードは低い水位で便の水没を抑制
し、採便がしやすい状態にします。
パワー脱臭機能でニオイにも配慮します。

お母さん、
今日も
変わりないな。

※1  着座と大洗浄・小洗浄を使用履歴として画面に表示
します。

みまもり対象とするトイレの登録、
変更などの設定

使用履歴の表示※1

直近の使用時刻を表示

アプリの画面には当日・前日2日間の
使用状況が表示されます。

使用時はリモコンのユーザーボタンで設定を
呼び出せます。（最大４人まで）

便の状態も記録でき、月毎に一覧で確認可能。
継続的な体調確認にお役立ていただけます。

※2  便の状態は手入力です。

便の状態、大きさ等を記録 月毎に便の記録を一覧化お通じ確認モード（泡がない状態）にも設定可能です。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

画面やサービスは予告なく変更することがあります。
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 アラウーノアプリ
［アラウーノ L1 5 0シリーズ］
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 アラウーノアプリ
［アラウーノ L1 5 0シリーズ］

アラウーノアプリで
便利と健康をサポート！

 ご利用に関して  ●「アラウーノアプリ」のサービスのご利用には、スマートフォン（別売）と専用のアプリケーション、Wi-Fi環境が必要です。※AndroidTM OSバージョン4.4.0以降、iOSバージョン10.0以降のスマー
トフォンでご利用できます（2019年8月1日現在）。ただし、すべてのスマートフォンで、アプリの動作に保証を与えるものではありません。また、「アラウーノアプリ」はタブレット端末・PCには対応していません。
●「アラウーノアプリ」は、AndroidスマートフォンはGoogle Play、iPhoneはApp Storeからダウンロードできます。●サービスのご利用にはログインIDが必要です。「アラウーノアプリ」をダウンロードできない機種で
は、ご利用いただけません。ログインIDの取得はパナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」への登録が必要です。●「アラウーノアプリ」は無料です。ダウンロードおよびサービスのご利用には通信費がかかり
ます。●通信環境や使用状況によっては、ご利用できない場合があります。●常時インターネット接続が可能な環境が必要です。●無線LANブロードバンドルーター（IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n
（2.4GHz帯）のいずれかに対応した無線LANルーター）が必要です。●モバイルルーターには対応していません。
 使用上のご注意  ○スマートフォンをトイレに落とさないようにご注意ください。○みまもりモニタは安否をお知らせするものではありません。また異常や緊急時等への対応サービスは行っておりません。○お通じ確認モー
ドは、一旦便器内のため水を排出する場合があります。そのため節水効果が低減します。○採便モードは、一旦便器内のため水を排出し、通常よりも低い水位で水をため直します。便器内に直接便が付着すると、汚れ
が取れにくくなる場合がありますので、トイレットペーパーを敷いてからお使いください。

●AndroidおよびGoogle PlayはGoogle inc.の商標または登録商標です。●iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社
のライセンスに基づき使用されています。●App StoreはApple inc.のサービスマークです。●“Wi-Fi®”は“Wi-Fi Alliance”の登録商標です。●“Wi-Fi”はProtected SetupTM、“WPA2TM”
は、“Wi-Fi Alliance®”の商標です。●“Wi-Fi CERIFIEDTM”ロゴは、“Wi-Fi Aliance®”の認証マークです。●“Wi-Fi Protected SetupTM”ロゴは、“Wi-Fi Alliance®”の認証マークです。22

［アラウーノ L150シリーズ］

アラウーノアプリ

設定方法 ▽P13・59配線距離 ▽P48取付方法 ▽P45外形寸法・仕様 ▽P40システムアップ可能機器 ▽P15

外出先のスマホ※1とビデオ通話。※2メッセージも残せる

モニター親機にビデオ通話用のカメラを内蔵

ビデオ通話時に使用します。カメラを指で
上下に動かして撮影角度を変更できます。

VL-SWD505/SVD505
シリーズのよくあるご質問

詳しくはWEBへ

子供が学校に行っている間に、外出中のお母
さんのスマホ※1からビデオメッセージを送信
可能なので、家族間の連絡にも便利です。

ビデオメッセージが残せる

●ビデオ通話は約10分間通話できます。ビデオメッセージは
　約1分間のメッセージを相手に残せます。●親機カメラの取付位置と映る範囲については、47ページをご覧ください。

おやつ置いて
 あるからね。

おかえり ただいま

自宅外出先

家族と
つながる

スマホ と
ドアホンで

ビデオ
通話

元気？ 元気だよ

遠方の両親自宅

ドアホン
間で

ビデオ
通話

VL-SWD505/SVD505シリーズ
のテレビドアホンと通話可能。

オン オフ

カメラを下の方向へ動かして、
オフにすることもできます。

※1

※2

※2

おり、周囲に同一周波数帯を使用する無線機器が多数あると稀に無線接続に失敗することがあります。 ※4：モニター親機とワイヤレスモニター子機の間に障害物がない場合、約１００ ｍ以内の距離で使えますが、
建物の構造や周囲環境によっては、電波の届く距離が短くなります。また、ノイズによる悪影響を予防するため、テレビ、ラジオ、パソコンなどのＯＡ機器、エアコン、給湯器リモコン（インターホン機能付き）、ホーム
セキュリティ関連装置の近くには設置しないでください。誤動作の原因になります。 ※6:解錠操作は、ドアホン着信時のみ対応可能です。親機でのスマホからの解錠許可設定が必要です。 ●SDXCロゴは
SD-3C,LLCの商標です。 ●イラストはイメージです。●液晶画面はハメコミ合成です。 ●画面サイズは、液晶パネルの大きさです。（実際に映像が表示される範囲とは異なります）  

今、留守にして
いるので…

宅配便です
外出先でもスマホ※1

でリアルタイムに映
像と音声で来客応対
できます。

■ 外出先のスマホで映像を見ながら来客応対※1 ■ 外出先のスマホで電気錠の施錠・解錠

●詳しくは16ページをご覧ください。 ●詳しくは18ページをご覧ください。

鍵を持たない子供が帰宅しても、外出先からスマホ※1で電気
錠の解錠※6ができます。また、鍵をかけ忘れて外出してしま
っても、スマホ※1で確認、施錠ができます。

カチャカチャ
今開けるね

4台まで登録可能

ドア開けて～

11
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※1：モニター親機をルーター経由でインターネットに接続できる環境および、スマートフォンへの専用アプリケーション「ドアホンコネクト」のインストールが必要です。スマートフォンを連携させるには、インターネットに接続したルーター
（別売品：グローバルIPアドレス［IPv4］［IPv6を用いたIPv4］が付与されているインターネットとUPnPに対応したもの）にモニター親機を接続する必要があります。推奨環境はグローバルIPアドレスが付与されているインターネット接続
環境、UPnP機能、「2.4GHz」の周波数帯域に対応したルーターの使用となります。ご自宅で使用の場合でもインターネット環境が必要です。ご契約の回線がxDSLなどでインターネット上り回線速度が低いような場合は、宅外接続で画
像などが正常に表示できない場合があります。スマートフォン1台あたりインターネット上り帯域で1Mbps以上（4台の場合は4Mbps以上を推奨）。※2：モニター親機をルーター経由でインターネットに接続できる環境が必要です。推奨
環境はグローバルIPアドレスが付与されるインターネット接続環境、UPnP機能、「2.4GHz」の周波数帯域に対応したルーターの使用となります。ご契約の回線がxDSLなどでインターネット上り回線速度が低いような場合は、宅外接続
で画像などが正常に表示できない場合があります。ビデオ通話では上り下りの各帯域で2Mbps以上を推奨。

外でも ドアフォン※1

●
●
●
●

モニター親機にビデオ通話用のカメラを内臓
ビデオメッセージが残せる
外出先のスマホで映像を見ながら来客応対
外出先のスマホで電気錠の施錠・解錠

もっともっと もっともっと

上下２段に設置した際に、上下のユニットで同じ鍵にする
同一キーの特注をお受けいたします。
設置する２台を特注品番で発注お願いします。

特注にて、同一の鍵に変更可能です。

※当社受注後、 物流センター出荷まで 約10日（土日祝日は除く）

機能性やデザイン性にも、きちんとこだわりました。
印鑑を内蔵でき、
押印と施錠が同時に完了。

ベースを取り付け、
接着剤で床面と固定するだけの簡単施工。

据え置き施工には、据え置き施工用ベースと接着剤が必要です。

アンカー固定もできます。 2段設置をする際は、必ずアンカー固定で施工してください。

コーディネイトしやすい
扉柄を6種類ご用意。

サイズは宅配物の
大きさに応じて
2タイプから
お選びいただけます。

サイズを組み合わせて、2段置き可能です。

据え置き部材をネジで固定します。
（ドライバーで取り付け）

型紙の台紙取り付け位置に
接着剤を塗ります。

接地面に固定し、24時間程度で通常の
使用は可能です（※1）。接着剤硬化後、
型紙を剥がして完了です。

閉じ込め防止機構で
安全性に配慮。

注1 ボックス内に入って遊ばないよう、
　  お子様には特にご注意ください。

ボルドーステンシルバー エイジングブラウン漆喰ホワイトマットブラック ダークウッド

2段目：ミドルタイプ
1段目：ミドルタイプ

※ラージタイプの2段設置はできません。（1段目設置は可）
※2段設置には専用部材が必要です。
　（縦連結用ねじセット CTNR8155 ▲ 1,800円（税抜））

写真はマットブラック〈前取出し〉右開き

※1.接着剤の完全硬化には10日程度必要です。

接着固定の場合

2段目：ミドルタイプ
1段目：ラージタイプ

ミドルタイプ
写真はマットブラック
〈前取出し〉右開き

ラージタイプ
写真はマットブラック
〈前取出し〉右開き

差込口に伝票を入れ、
ボタンを下げれば押印完了。
しかも、同時に施錠が行われます。

落ち着いたマット調カラーを
中心にラインアップしました。

据え置き施工用ベース
（オプション）（アンカー固定もできます）

CTNR8150B
▲ 9,500円（税抜）

コニシ株式会社製接着剤
品番：#05653

台座との接着にはコニシ（株）製の上記品番の
商品を別途ホームセンター等でお求めください。

推奨品

473mm

390mm

590mm

590mm

590mm

35mm

590mm

790mm

35mm

473mm

390mm

790mm

万一、子どもが閉じ込められた場合（注1）
でも、内部のレバーに触れると施錠が
解除され、内部から開けられます。
（ミドル／ラージ）

同一キーの品番と価格について
標準価格で ＋3,000円アップ（上下２台設置で6,000円アップ）

◇コンボライト同一キー
ミドル マットブラック 
◇コンボライト同一キー
ミドル マットブラック以外 
◇コンボライト同一キー
ラージ マットブラック 
◇コンボライト同一キー
ラージ マットブラック以外 

特注品番 特注品番 特注価格
標準価格（税抜）

写真は1 段目 ラージタイプ：ステンシルバー
2 段目 ミドルタイプ：ステンシルバー

CTNR6020BX 42,800円

CTNR6020XX 52,800円

CTNR6050BX 52,800円

CTNR6050XX 62,800円

で、皆様の不安・不便を和らげる商品です！見守り機能
会いに行けない家族お留守番中のお子様

ミドルタイプ
CTNR6020RB
〈定価〉 （税抜） （税抜）

39,800円

上下２段に設置した際に、上下のユニットで同じ鍵にする
同一キーの特注をお受けいたします。
設置する２台を特注品番で発注お願いします。

特注にて、同一の鍵に変更可能です。

※当社受注後、 物流センター出荷まで 約10日（土日祝日は除く）

機能性やデザイン性にも、きちんとこだわりました。
印鑑を内蔵でき、
押印と施錠が同時に完了。

ベースを取り付け、
接着剤で床面と固定するだけの簡単施工。

据え置き施工には、据え置き施工用ベースと接着剤が必要です。

アンカー固定もできます。 2段設置をする際は、必ずアンカー固定で施工してください。

コーディネイトしやすい
扉柄を6種類ご用意。

サイズは宅配物の
大きさに応じて
2タイプから
お選びいただけます。

サイズを組み合わせて、2段置き可能です。

据え置き部材をネジで固定します。
（ドライバーで取り付け）

型紙の台紙取り付け位置に
接着剤を塗ります。

接地面に固定し、24時間程度で通常の
使用は可能です（※1）。接着剤硬化後、
型紙を剥がして完了です。

閉じ込め防止機構で
安全性に配慮。

注1 ボックス内に入って遊ばないよう、
　  お子様には特にご注意ください。

ボルドーステンシルバー エイジングブラウン漆喰ホワイトマットブラック ダークウッド

2段目：ミドルタイプ
1段目：ミドルタイプ

※ラージタイプの2段設置はできません。（1段目設置は可）
※2段設置には専用部材が必要です。
　（縦連結用ねじセット CTNR8155 ▲ 1,800円（税抜））

写真はマットブラック〈前取出し〉右開き

※1.接着剤の完全硬化には10日程度必要です。

接着固定の場合

2段目：ミドルタイプ
1段目：ラージタイプ

ミドルタイプ
写真はマットブラック
〈前取出し〉右開き

ラージタイプ
写真はマットブラック
〈前取出し〉右開き

差込口に伝票を入れ、
ボタンを下げれば押印完了。
しかも、同時に施錠が行われます。

落ち着いたマット調カラーを
中心にラインアップしました。

据え置き施工用ベース
（オプション）（アンカー固定もできます）

CTNR8150B
▲ 9,500円（税抜）

コニシ株式会社製接着剤
品番：#05653

台座との接着にはコニシ（株）製の上記品番の
商品を別途ホームセンター等でお求めください。

推奨品

473mm

390mm

590mm

590mm

590mm

35mm

590mm

790mm

35mm

473mm

390mm

790mm

万一、子どもが閉じ込められた場合（注1）
でも、内部のレバーに触れると施錠が
解除され、内部から開けられます。
（ミドル／ラージ）

同一キーの品番と価格について
標準価格で ＋3,000円アップ（上下２台設置で6,000円アップ）

◇コンボライト同一キー
ミドル マットブラック 
◇コンボライト同一キー
ミドル マットブラック以外 
◇コンボライト同一キー
ラージ マットブラック 
◇コンボライト同一キー
ラージ マットブラック以外 

特注品番 特注品番 特注価格
標準価格（税抜）

写真は1 段目 ラージタイプ：ステンシルバー
2 段目 ミドルタイプ：ステンシルバー

CTNR6020BX 42,800円

CTNR6020XX 52,800円

CTNR6050BX 52,800円

CTNR6050XX 62,800円

据え置き施工用ベース
CTNR8150B
〈定価〉

9,500円 上下２段に設置した際に、上下のユニットで同じ鍵にする
同一キーの特注をお受けいたします。
設置する２台を特注品番で発注お願いします。

特注にて、同一の鍵に変更可能です。

※当社受注後、 物流センター出荷まで 約10日（土日祝日は除く）

機能性やデザイン性にも、きちんとこだわりました。
印鑑を内蔵でき、
押印と施錠が同時に完了。

ベースを取り付け、
接着剤で床面と固定するだけの簡単施工。

据え置き施工には、据え置き施工用ベースと接着剤が必要です。

アンカー固定もできます。 2段設置をする際は、必ずアンカー固定で施工してください。

コーディネイトしやすい
扉柄を6種類ご用意。

サイズは宅配物の
大きさに応じて
2タイプから
お選びいただけます。

サイズを組み合わせて、2段置き可能です。

据え置き部材をネジで固定します。
（ドライバーで取り付け）

型紙の台紙取り付け位置に
接着剤を塗ります。

接地面に固定し、24時間程度で通常の
使用は可能です（※1）。接着剤硬化後、
型紙を剥がして完了です。

閉じ込め防止機構で
安全性に配慮。

注1 ボックス内に入って遊ばないよう、
　  お子様には特にご注意ください。

ボルドーステンシルバー エイジングブラウン漆喰ホワイトマットブラック ダークウッド

2段目：ミドルタイプ
1段目：ミドルタイプ

※ラージタイプの2段設置はできません。（1段目設置は可）
※2段設置には専用部材が必要です。
　（縦連結用ねじセット CTNR8155 ▲ 1,800円（税抜））

写真はマットブラック〈前取出し〉右開き

※1.接着剤の完全硬化には10日程度必要です。

接着固定の場合

2段目：ミドルタイプ
1段目：ラージタイプ

ミドルタイプ
写真はマットブラック
〈前取出し〉右開き

ラージタイプ
写真はマットブラック
〈前取出し〉右開き

差込口に伝票を入れ、
ボタンを下げれば押印完了。
しかも、同時に施錠が行われます。

落ち着いたマット調カラーを
中心にラインアップしました。

据え置き施工用ベース
（オプション）（アンカー固定もできます）

CTNR8150B
▲ 9,500円（税抜）

コニシ株式会社製接着剤
品番：#05653

台座との接着にはコニシ（株）製の上記品番の
商品を別途ホームセンター等でお求めください。

推奨品

473mm

390mm

590mm

590mm

590mm

35mm

590mm

790mm

35mm

473mm

390mm

790mm

万一、子どもが閉じ込められた場合（注1）
でも、内部のレバーに触れると施錠が
解除され、内部から開けられます。
（ミドル／ラージ）

同一キーの品番と価格について
標準価格で ＋3,000円アップ（上下２台設置で6,000円アップ）

◇コンボライト同一キー
ミドル マットブラック 
◇コンボライト同一キー
ミドル マットブラック以外 
◇コンボライト同一キー
ラージ マットブラック 
◇コンボライト同一キー
ラージ マットブラック以外 

特注品番 特注品番 特注価格
標準価格（税抜）

写真は1 段目 ラージタイプ：ステンシルバー
2 段目 ミドルタイプ：ステンシルバー

CTNR6020BX 42,800円

CTNR6020XX 52,800円

CTNR6050BX 52,800円

CTNR6050XX 62,800円

上下２段に設置した際に、上下のユニットで同じ鍵にする
同一キーの特注をお受けいたします。
設置する２台を特注品番で発注お願いします。

特注にて、同一の鍵に変更可能です。

※当社受注後、 物流センター出荷まで 約10日（土日祝日は除く）

機能性やデザイン性にも、きちんとこだわりました。
印鑑を内蔵でき、
押印と施錠が同時に完了。

ベースを取り付け、
接着剤で床面と固定するだけの簡単施工。

据え置き施工には、据え置き施工用ベースと接着剤が必要です。

アンカー固定もできます。 2段設置をする際は、必ずアンカー固定で施工してください。

コーディネイトしやすい
扉柄を6種類ご用意。

サイズは宅配物の
大きさに応じて
2タイプから
お選びいただけます。

サイズを組み合わせて、2段置き可能です。

据え置き部材をネジで固定します。
（ドライバーで取り付け）

型紙の台紙取り付け位置に
接着剤を塗ります。

接地面に固定し、24時間程度で通常の
使用は可能です（※1）。接着剤硬化後、
型紙を剥がして完了です。

閉じ込め防止機構で
安全性に配慮。

注1 ボックス内に入って遊ばないよう、
　  お子様には特にご注意ください。

ボルドーステンシルバー エイジングブラウン漆喰ホワイトマットブラック ダークウッド

2段目：ミドルタイプ
1段目：ミドルタイプ

※ラージタイプの2段設置はできません。（1段目設置は可）
※2段設置には専用部材が必要です。
　（縦連結用ねじセット CTNR8155 ▲ 1,800円（税抜））

写真はマットブラック〈前取出し〉右開き

※1.接着剤の完全硬化には10日程度必要です。

接着固定の場合

2段目：ミドルタイプ
1段目：ラージタイプ

ミドルタイプ
写真はマットブラック
〈前取出し〉右開き

ラージタイプ
写真はマットブラック
〈前取出し〉右開き

差込口に伝票を入れ、
ボタンを下げれば押印完了。
しかも、同時に施錠が行われます。

落ち着いたマット調カラーを
中心にラインアップしました。

据え置き施工用ベース
（オプション）（アンカー固定もできます）

CTNR8150B
▲ 9,500円（税抜）

コニシ株式会社製接着剤
品番：#05653

台座との接着にはコニシ（株）製の上記品番の
商品を別途ホームセンター等でお求めください。

推奨品

473mm

390mm

590mm

590mm

590mm

35mm

590mm

790mm

35mm

473mm

390mm

790mm

万一、子どもが閉じ込められた場合（注1）
でも、内部のレバーに触れると施錠が
解除され、内部から開けられます。
（ミドル／ラージ）

同一キーの品番と価格について
標準価格で ＋3,000円アップ（上下２台設置で6,000円アップ）

◇コンボライト同一キー
ミドル マットブラック 
◇コンボライト同一キー
ミドル マットブラック以外 
◇コンボライト同一キー
ラージ マットブラック 
◇コンボライト同一キー
ラージ マットブラック以外 

特注品番 特注品番 特注価格
標準価格（税抜）

写真は1 段目 ラージタイプ：ステンシルバー
2 段目 ミドルタイプ：ステンシルバー

CTNR6020BX 42,800円

CTNR6020XX 52,800円

CTNR6050BX 52,800円

CTNR6050XX 62,800円

上下２段に設置した際に、上下のユニットで同じ鍵にする
同一キーの特注をお受けいたします。
設置する２台を特注品番で発注お願いします。

特注にて、同一の鍵に変更可能です。

※当社受注後、 物流センター出荷まで 約10日（土日祝日は除く）

機能性やデザイン性にも、きちんとこだわりました。
印鑑を内蔵でき、
押印と施錠が同時に完了。

ベースを取り付け、
接着剤で床面と固定するだけの簡単施工。

据え置き施工には、据え置き施工用ベースと接着剤が必要です。

アンカー固定もできます。 2段設置をする際は、必ずアンカー固定で施工してください。

コーディネイトしやすい
扉柄を6種類ご用意。

サイズは宅配物の
大きさに応じて
2タイプから
お選びいただけます。

サイズを組み合わせて、2段置き可能です。

据え置き部材をネジで固定します。
（ドライバーで取り付け）

型紙の台紙取り付け位置に
接着剤を塗ります。

接地面に固定し、24時間程度で通常の
使用は可能です（※1）。接着剤硬化後、
型紙を剥がして完了です。

閉じ込め防止機構で
安全性に配慮。

注1 ボックス内に入って遊ばないよう、
　  お子様には特にご注意ください。

ボルドーステンシルバー エイジングブラウン漆喰ホワイトマットブラック ダークウッド

2段目：ミドルタイプ
1段目：ミドルタイプ

※ラージタイプの2段設置はできません。（1段目設置は可）
※2段設置には専用部材が必要です。
　（縦連結用ねじセット CTNR8155 ▲ 1,800円（税抜））

写真はマットブラック〈前取出し〉右開き

※1.接着剤の完全硬化には10日程度必要です。

接着固定の場合

2段目：ミドルタイプ
1段目：ラージタイプ

ミドルタイプ
写真はマットブラック
〈前取出し〉右開き

ラージタイプ
写真はマットブラック
〈前取出し〉右開き

差込口に伝票を入れ、
ボタンを下げれば押印完了。
しかも、同時に施錠が行われます。

落ち着いたマット調カラーを
中心にラインアップしました。

据え置き施工用ベース
（オプション）（アンカー固定もできます）

CTNR8150B
▲ 9,500円（税抜）

コニシ株式会社製接着剤
品番：#05653

台座との接着にはコニシ（株）製の上記品番の
商品を別途ホームセンター等でお求めください。

推奨品

473mm

390mm

590mm

590mm

590mm

35mm

590mm

790mm

35mm

473mm

390mm

790mm

万一、子どもが閉じ込められた場合（注1）
でも、内部のレバーに触れると施錠が
解除され、内部から開けられます。
（ミドル／ラージ）

同一キーの品番と価格について
標準価格で ＋3,000円アップ（上下２台設置で6,000円アップ）

◇コンボライト同一キー
ミドル マットブラック 
◇コンボライト同一キー
ミドル マットブラック以外 
◇コンボライト同一キー
ラージ マットブラック 
◇コンボライト同一キー
ラージ マットブラック以外 

特注品番 特注品番 特注価格
標準価格（税抜）

写真は1 段目 ラージタイプ：ステンシルバー
2 段目 ミドルタイプ：ステンシルバー

CTNR6020BX 42,800円

CTNR6020XX 52,800円

CTNR6050BX 52,800円

CTNR6050XX 62,800円

上下２段に設置した際に、上下のユニットで同じ鍵にする
同一キーの特注をお受けいたします。
設置する２台を特注品番で発注お願いします。

特注にて、同一の鍵に変更可能です。

※当社受注後、 物流センター出荷まで 約10日（土日祝日は除く）

機能性やデザイン性にも、きちんとこだわりました。
印鑑を内蔵でき、
押印と施錠が同時に完了。

ベースを取り付け、
接着剤で床面と固定するだけの簡単施工。

据え置き施工には、据え置き施工用ベースと接着剤が必要です。

アンカー固定もできます。 2段設置をする際は、必ずアンカー固定で施工してください。

コーディネイトしやすい
扉柄を6種類ご用意。

サイズは宅配物の
大きさに応じて
2タイプから
お選びいただけます。

サイズを組み合わせて、2段置き可能です。

据え置き部材をネジで固定します。
（ドライバーで取り付け）

型紙の台紙取り付け位置に
接着剤を塗ります。

接地面に固定し、24時間程度で通常の
使用は可能です（※1）。接着剤硬化後、
型紙を剥がして完了です。

閉じ込め防止機構で
安全性に配慮。

注1 ボックス内に入って遊ばないよう、
　  お子様には特にご注意ください。

ボルドーステンシルバー エイジングブラウン漆喰ホワイトマットブラック ダークウッド

2段目：ミドルタイプ
1段目：ミドルタイプ

※ラージタイプの2段設置はできません。（1段目設置は可）
※2段設置には専用部材が必要です。
　（縦連結用ねじセット CTNR8155 ▲ 1,800円（税抜））

写真はマットブラック〈前取出し〉右開き

※1.接着剤の完全硬化には10日程度必要です。

接着固定の場合

2段目：ミドルタイプ
1段目：ラージタイプ

ミドルタイプ
写真はマットブラック
〈前取出し〉右開き

ラージタイプ
写真はマットブラック
〈前取出し〉右開き

差込口に伝票を入れ、
ボタンを下げれば押印完了。
しかも、同時に施錠が行われます。

落ち着いたマット調カラーを
中心にラインアップしました。

据え置き施工用ベース
（オプション）（アンカー固定もできます）

CTNR8150B
▲ 9,500円（税抜）

コニシ株式会社製接着剤
品番：#05653

台座との接着にはコニシ（株）製の上記品番の
商品を別途ホームセンター等でお求めください。

推奨品

473mm

390mm

590mm

590mm

590mm

35mm

590mm

790mm

35mm

473mm

390mm

790mm

万一、子どもが閉じ込められた場合（注1）
でも、内部のレバーに触れると施錠が
解除され、内部から開けられます。
（ミドル／ラージ）

同一キーの品番と価格について
標準価格で ＋3,000円アップ（上下２台設置で6,000円アップ）

◇コンボライト同一キー
ミドル マットブラック 
◇コンボライト同一キー
ミドル マットブラック以外 
◇コンボライト同一キー
ラージ マットブラック 
◇コンボライト同一キー
ラージ マットブラック以外 

特注品番 特注品番 特注価格
標準価格（税抜）

写真は1 段目 ラージタイプ：ステンシルバー
2 段目 ミドルタイプ：ステンシルバー

CTNR6020BX 42,800円

CTNR6020XX 52,800円

CTNR6050BX 52,800円

CTNR6050XX 62,800円

上下２段に設置した際に、上下のユニットで同じ鍵にする
同一キーの特注をお受けいたします。
設置する２台を特注品番で発注お願いします。

特注にて、同一の鍵に変更可能です。

※当社受注後、 物流センター出荷まで 約10日（土日祝日は除く）

機能性やデザイン性にも、きちんとこだわりました。
印鑑を内蔵でき、
押印と施錠が同時に完了。

ベースを取り付け、
接着剤で床面と固定するだけの簡単施工。

据え置き施工には、据え置き施工用ベースと接着剤が必要です。

アンカー固定もできます。 2段設置をする際は、必ずアンカー固定で施工してください。

コーディネイトしやすい
扉柄を6種類ご用意。

サイズは宅配物の
大きさに応じて
2タイプから
お選びいただけます。

サイズを組み合わせて、2段置き可能です。

据え置き部材をネジで固定します。
（ドライバーで取り付け）

型紙の台紙取り付け位置に
接着剤を塗ります。

接地面に固定し、24時間程度で通常の
使用は可能です（※1）。接着剤硬化後、
型紙を剥がして完了です。

閉じ込め防止機構で
安全性に配慮。

注1 ボックス内に入って遊ばないよう、
　  お子様には特にご注意ください。

ボルドーステンシルバー エイジングブラウン漆喰ホワイトマットブラック ダークウッド

2段目：ミドルタイプ
1段目：ミドルタイプ

※ラージタイプの2段設置はできません。（1段目設置は可）
※2段設置には専用部材が必要です。
　（縦連結用ねじセット CTNR8155 ▲ 1,800円（税抜））

写真はマットブラック〈前取出し〉右開き

※1.接着剤の完全硬化には10日程度必要です。

接着固定の場合

2段目：ミドルタイプ
1段目：ラージタイプ

ミドルタイプ
写真はマットブラック
〈前取出し〉右開き

ラージタイプ
写真はマットブラック
〈前取出し〉右開き

差込口に伝票を入れ、
ボタンを下げれば押印完了。
しかも、同時に施錠が行われます。

落ち着いたマット調カラーを
中心にラインアップしました。

据え置き施工用ベース
（オプション）（アンカー固定もできます）

CTNR8150B
▲ 9,500円（税抜）

コニシ株式会社製接着剤
品番：#05653

台座との接着にはコニシ（株）製の上記品番の
商品を別途ホームセンター等でお求めください。

推奨品

473mm

390mm

590mm

590mm

590mm

35mm

590mm

790mm

35mm

473mm

390mm

790mm

万一、子どもが閉じ込められた場合（注1）
でも、内部のレバーに触れると施錠が
解除され、内部から開けられます。
（ミドル／ラージ）

同一キーの品番と価格について
標準価格で ＋3,000円アップ（上下２台設置で6,000円アップ）

◇コンボライト同一キー
ミドル マットブラック 
◇コンボライト同一キー
ミドル マットブラック以外 
◇コンボライト同一キー
ラージ マットブラック 
◇コンボライト同一キー
ラージ マットブラック以外 

特注品番 特注品番 特注価格
標準価格（税抜）

写真は1 段目 ラージタイプ：ステンシルバー
2 段目 ミドルタイプ：ステンシルバー

CTNR6020BX 42,800円

CTNR6020XX 52,800円

CTNR6050BX 52,800円

CTNR6050XX 62,800円ベースを取り付け、接着剤で
床面と固定するだけの簡単施工。

+

通常 のところセットでお得！ 49,300円（税抜）

34,800円
（税抜）

特別価格

今だけ

アンカー固定も可能です。三王建設までお気軽にご相談ください。

屋内カメラ

屋内スイングカメラで
家族を見守り！

小さなお子様のお留守番も安心！

ワイヤレスでつながる！かんたんホームセーフティー

！いい子に
しててね♪

！こどもに応対
させなくて安心!

！ご飯食べたかしら

いい
子に

して
てね
♪

インターネットに接続された無線ルーターに
モニター親機をつなぐことで、外出先でもスマホで
リアルタイムに映像と音声で来客応対できます。

スマホスマホ

外出先のスマホで映像を
見ながら来客応対！

登録可能
4台まで

お子様に来客対応させるのが不安…

スーパー他の宅配にも対応！

ドアの開閉を
スマホにお知らせ！

ドアセンサー

こちらもオススメ！
オプション用品

お子様の
お留守番にも
安心の防犯！

や の


