
■製品型番を構成する品番リスト

集合住宅･屋内
用／集合住宅・
屋外用／戸建住

宅用

電気式／機械式 ボックス数 備考 開き勝手 色

スマート宅配ポ
スト

戸建住宅用 電気式 1 スマート宅配ポスト ８KCE 8KCE01BK TA（ ポスト付・カメラ付） 前入れ前取り出し 右開き ブラック

(前入れ前取り出し) (前入れ前取り出し) 8KCE01HH TA（ ポスト付・カメラ付） 前入れ前取り出し 右開き ホワイト

8KCE01SC TA（ ポスト付・カメラ付） 前入れ前取り出し 右開き シャイングレー

8KCE01FN TA（ ポスト付・カメラ付） 前入れ前取り出し 右開き ディープグレー

8KCE02BK TA（ ポスト付・カメラ付） 前入れ前取り出し 左開き ブラック

8KCE02HH TA（ ポスト付・カメラ付） 前入れ前取り出し 左開き ホワイト

8KCE02SC TA（ ポスト付・カメラ付） 前入れ前取り出し 左開き シャイングレー

8KCE02FN TA（ ポスト付・カメラ付） 前入れ前取り出し 左開き ディープグレー

8KCE03BK TA（ ポスト付・カメラなし） 前入れ前取り出し 右開き ブラック

8KCE03HH TA（ ポスト付・カメラなし） 前入れ前取り出し 右開き ホワイト

8KCE03SC TA（ ポスト付・カメラなし） 前入れ前取り出し 右開き シャイングレー

8KCE03FN TA（ ポスト付・カメラなし） 前入れ前取り出し 右開き ディープグレー

8KCE04BK TA（ ポスト付・カメラなし） 前入れ前取り出し 左開き ブラック

8KCE04HH TA（ ポスト付・カメラなし） 前入れ前取り出し 左開き ホワイト

8KCE04SC TA（ ポスト付・カメラなし） 前入れ前取り出し 左開き シャイングレー

8KCE04FN TA（ ポスト付・カメラなし） 前入れ前取り出し 左開き ディープグレー

8KCE05BK TB（ポストなし・カメラ付） 前入れ前取り出し 右開き ブラック

8KCE05HH TB（ポストなし・カメラ付） 前入れ前取り出し 右開き ホワイト

8KCE05SC TB（ポストなし・カメラ付） 前入れ前取り出し 右開き シャイングレー

8KCE05FN TB（ポストなし・カメラ付） 前入れ前取り出し 右開き ディープグレー

8KCE06BK TB（ポストなし・カメラ付） 前入れ前取り出し 左開き ブラック

8KCE06HH TB（ポストなし・カメラ付） 前入れ前取り出し 左開き ホワイト

8KCE06SC TB（ポストなし・カメラ付） 前入れ前取り出し 左開き シャイングレー

8KCE06FN TB（ポストなし・カメラ付） 前入れ前取り出し 左開き ディープグレー

8KCE07BK TB（ポストなし・カメラなし） 前入れ前取り出し 右開き ブラック

8KCE07HH TB（ポストなし・カメラなし） 前入れ前取り出し 右開き ホワイト

8KCE07SC TB（ポストなし・カメラなし） 前入れ前取り出し 右開き シャイングレー

8KCE07FN TB（ポストなし・カメラなし） 前入れ前取り出し 右開き ディープグレー

8KCE08BK TB（ポストなし・カメラなし） 前入れ前取り出し 左開き ブラック

8KCE08HH TB（ポストなし・カメラなし） 前入れ前取り出し 左開き ホワイト

8KCE08SC TB（ポストなし・カメラなし） 前入れ前取り出し 左開き シャイングレー

8KCE08FN TB（ポストなし・カメラなし） 前入れ前取り出し 左開き ディープグレー

スマート宅配ポ
スト

戸建住宅用 電気式 1 スマート宅配ポスト ８KCE-U 8KCE19BK TA（ ポスト付・カメラ付） 前入れ後取り出し 右開き ブラック

(前入れ後取り出し) (前入れ後取り出し) 8KCE19HH TA（ ポスト付・カメラ付） 前入れ後取り出し 右開き ホワイト

8KCE19SC TA（ ポスト付・カメラ付） 前入れ後取り出し 右開き シャイングレー

8KCE19FN TA（ ポスト付・カメラ付） 前入れ後取り出し 右開き ディープグレー

8KCE20BK TA（ ポスト付・カメラ付） 前入れ後取り出し 左開き ブラック

8KCE20HH TA（ ポスト付・カメラ付） 前入れ後取り出し 左開き ホワイト

8KCE20SC TA（ ポスト付・カメラ付） 前入れ後取り出し 左開き シャイングレー

8KCE20FN TA（ ポスト付・カメラ付） 前入れ後取り出し 左開き ディープグレー

8KCE21BK TA（ ポスト付・カメラなし） 前入れ後取り出し 右開き ブラック

8KCE21HH TA（ ポスト付・カメラなし） 前入れ後取り出し 右開き ホワイト

8KCE21SC TA（ ポスト付・カメラなし） 前入れ後取り出し 右開き シャイングレー

8KCE21FN TA（ ポスト付・カメラなし） 前入れ後取り出し 右開き ディープグレー

8KCE22BK TA（ ポスト付・カメラなし） 前入れ後取り出し 左開き ブラック

8KCE22HH TA（ ポスト付・カメラなし） 前入れ後取り出し 左開き ホワイト

8KCE22SC TA（ ポスト付・カメラなし） 前入れ後取り出し 左開き シャイングレー

8KCE22FN TA（ ポスト付・カメラなし） 前入れ後取り出し 左開き ディープグレー

宅配ボックスKT 戸建住宅用 機械式 1 ダイヤル錠 宅配ボックスKT ８KCD 8KCD01BK 右開き ブラック

8KCD01HH 右開き ホワイト

8KCD01SC 右開き シャイングレー

8KCD02BK 右開き ブラック

8KCD02HH 右開き ホワイト

8KCD02SC 右開き シャイングレー

8KCD03BK 左開き ブラック

8KCD03HH 左開き ホワイト

8KCD03SC 左開き シャイングレー

8KCD04BK 左開き ブラック

8KCD04HH 左開き ホワイト

8KCD04SC 左開き シャイングレー

宅配ボックスKL 戸建住宅用 機械式 1 シリンダー錠 宅配ボックスKL ８KCF 8KCF01QK 右開き ロイヤルブラック

8KCF01SC 右開き シャイングレー

8KCF02QK 左開き ロイヤルブラック

8KCF02SC 左開き シャイングレー

8KCF03QK 右開き ロイヤルブラック

8KCF03SC 右開き シャイングレー

8KCF04QK 左開き ロイヤルブラック

8KCF04SC 左開き シャイングレー
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対象商品コード

仕様

タイプ

タッチパネル式
電子錠有線式（１
００V配線工事あ

り）

コンパクト

●製品名・製品
愛称

●製品タイプ

タッチパネル式
電子錠有線式（１
００V配線工事あ

り）

●製品名

・製品愛称
●登録番号

品番表示 記号の意味

①8KCE ②01 ③BK

①製品 ②タイプ・勝手 ③色


