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Kabaのディンプルキーシリンダーは、高精度切削※ に
より不正コピーが困難とされています。Kaba aceは、
Kabaが認定する販売店にてオーナー登録なしでスペ
アキー作製が行えます。
※特許第4358471号、
4864956号
※純正キーの手配も承り
ます。お問い合わせは
お近くの販売店へ。

Kaba aceとのマスターキープランの構築や、同一キー
に対応しています。
※コアシリンダーの入替えはできません。

利便性、コストパフォーマンスを追求した
ディンプルキーシリンダーKaba ace

Kaba ace認定販売店での
スペアキー切削が可能

Kaba aceヨーロッパ規格シリーズ
国内Kaba ace 適合機種とのキープラン構築が可能

Kabaが認定する国内販売店にてスペアキー作製が行え
ます。
※純正キーの手配も承ります。

国内でのスペアキー切削が可能

ヨーロッパを中心に海外で広く使用されている錠前に
適合。セキュリティ性とデザイン性の高さが評価され、
日本でも分譲・賃貸マン
ションなどのドアに設置
されています。
※サムターン付き
※シングル／ダブルシリンダー
には対応していません。

■ユーロプロファイルシリンダー
主に北欧諸国で普及している錠前に適合。日本では北
欧式住宅などの輸入住宅で採用されています。

■スカンジナビアオーバルシリンダー

スピンドルや引足の取替えにより各メーカーとの交換が可能なドア
ノブ一体型シリンダー。ガタ付きのない設計で動作もスムーズ。
玄関と勝手口、通用口ドアを同一にできます。

交換用玉座

コアシリンダーだけをその場で入替
えできるモジュラー機能を搭載し、
ワンドアツーロックの2個同一シリ
ンダーを現場で組むことが可能で
す。
シリンダー交換の費用と
時間をセーブします。

鍵交換のコストと時間をセーブ

集合住宅、オフィス、施設などでマスターキーシステム
を組むことが可能です。
※システム規模は事前にKabaへご相談ください。

ディンプルキーだからこそできる
マスターキープランの構築 非接触ICチップを組み込んだLegicキーキャップを装着

すれば、鍵一本で非接触リーダー
とシリンダーに対応。

Legicキーキャップ装着で非接触に

可能キーシステム
○グランドマスターキー
○マスターキー
○逆マスターキー
○同一キー

付属スペアキー3本付き
5色から選べるキーキャップ

ピン配列：
3列最大16ポジション

理論鍵違い数：
19億2千万通り

防犯性能：
耐ピッキング10分以上
耐鍵穴壊し5分未満

シリンダー3色

差し込み易い
すり鉢状キーガイド

リバーシブルディンプルキー
軽くて持ち運び易いコンパクトキー

※標準カラーはKabaブルーとなります。
Kabaブルー グリーン レッド ブラック ホワイト

シルバー

※色は適合機種によって限られます。
ゴールド ブロンズ

適 合 機 種 品番 シルバー ゴールド ブロンズ

MIWA LA／ DA

MIWA BH／ LD／DZ

GOAL LX／ AS

SHOWA CL ／ 535／ 397

MIWA RA／ 85RA／ ECRA

MIWA NDR／NDZ／ CPNDR新旧3パターン

MIWA PMK／ 75PM

MIWA TE0／ LSP

MIWA HPD／ 40KJ

MIWA MM／ TRF／ TRT

MIWA LZ1／ LZ2、
GOAL AD／ TX、古代チューブラー

Kwikset 780／ 980, Titan

MIWA KS-112

MIWA KS-222
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■ Kaba ace ヨーロッパ規格シリーズ

品番 シルバー ゴールド ブロンズ

コアシリンダー※2

コアシリンダー2個同一※2

コアシリンダー子鍵5本付き※2

3200CYL

3200-2P

3200-5KEY

〇

〇

〇

適 合 機 種 品番 カラー シリンダー長

[ユーロプロファイルシリンダー ]
ZI-IKON／ CISA／ ABLOY　他

[スカンジナビアオーバルシリンダー ]
ASSA　他

3291

3292

ニッケル（NI）

ダークブロンズ（DB）

■ 交換用玉座（交換用ドアノブ）

適 合 機 種 品番 カラー

MIWA HM、GOAL UC、SHOWA IS※3 3600 ニッケル（NI）

全長60mm
（30／30㎜）

※1：3241は専用テールピースとなります。
※2：ヨーロッパ規格3291／ 3292とは互換性がありません。
※3：B／S60㎜は非対応。
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グランドマスターキー
（GMK）

クロスマスターキー
マスターキー
（MK）

個別キー（住居部）

逆マスターキー
（共用エントランス）
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