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カバポスト郵便受けカタログ　２０２０ 



1. 雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。ただし、投函口
　など商品の機能上、完全防水ではございません。 強い風や雨の時などは、雨水がポス
　ト内に入ることもあります。なるべく軒下に設置し早めにお届け物を取出すように
　お気を付けください。

2. 錠付商品は盗難を予防するものであり、確実に阻止する商品ではありません。発生した
　損害については責任を負いかねますのでご了承願います。

M009KU
クルミ

上入前出／壁付タイプ

クルミ

天然木とステンレスの組合せ　

戸建住宅向け郵便ポスト

メーカー小売り希望価格　￥9,800（税込）

クルミ

M009KU　　4589448950314

シリンダー錠（鍵２個付き）

鍵２個、アンカー 4個、ネジ 4個、取扱説明書

W300 × H366 × D110 (mm)

227 x 32 (mm)

2.9kg

【本体】 蓋、扉：ステンレス 430　クリアーペイント仕上げ　

　　　 構造部：高耐食性溶融めっき鋼板　0.6mm　粉体塗装　

【側部】黒クルミ（ブラックウォルナット）

商品名

コード

錠　前

付属品

製品サイズ

投函口サイズ

重　量

材　質

3. ステンレスを使用している商品は、内側に細かい傷が残っている場合がございます。
　これは加工の際についてしまう加工跡です。あらかじめご了承願います。

4. 天然木を使用している商品は、天然木のために同じ種類の樹木でもすべて色・木目
　が異なりますのであらかじめご了承願います。

天然木使用

投函物を守ります

大型郵便も受け取ります

60ヶ月商品保証

投函口は上部にあり、A４サイズのカタログや角 3封筒

もストンッと入ります。

異素材の「ステンレス」と「天然木」を組合せた斬新

なデザインです。

ずっと安心。カバポスト製品に自然故障が発生した場合に

は、保証規程に基づき無償での修理 /返品を行います。

60
ヶ月

大型郵便物も安心の大きな投入口と取出口 おしゃれな玄関にも似合うモダンなフェイス

注意事項

シリンダー錠は個人情報をしっかり守る設計です。

また、防滴設計は雨水の侵入を防ぎます。



1. 雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。ただし、投函口
　など商品の機能上、完全防水ではございません。 強い風や雨の時などは、雨水がポス
　ト内に入ることもあります。なるべく軒下に設置し早めにお届け物を取出すように
　お気を付けください。

M18GHI ／ M18GHIB ／ M18GHIR ／ M18GHIBB

ヒネリひねりロック

上入前出／壁付タイプ

ヒネリひねりロック

錠不要ひねりロック　

戸建住宅向け大型郵便ポスト

白／黒／赤／ベイビーブルー

メーカー小売り希望価格　￥7,980（税込）

ヒネリひねりロック

　　　黒　　　　M18GHIB　 4589448950796

　　　白　　　　M18GHI　　4589448950321　

　　　赤　　　　M18GHIR　 4589448950802

ベイビーブルー　M18GHIR　 4589448950802

W275 × H373 × D98 (mm)

265 x 22 (mm)

2.00kg

【本体】 高耐食性溶融めっき鋼板　0.6mm　粉体塗装　

【扉】高耐食性溶融めっき鋼板　粉体塗装

商品名

コード

錠　前

付属品

製品サイズ

投函口サイズ

重　量

材　質

2. 錠付商品は盗難を予防するものであり、確実に阻止する商品ではありません。発生し
　た損害については責任を負いかねますのでご了承願います。

大型郵便物も安心の大きな投入口と取出口 おしゃれな玄関にも似合うモダンなフェイス

注意事項

ひねるだけでロック

取り出しもスムーズ

大型郵便も受け取れます

60ヶ月商品保証

ロック搭載です。

前面の大きな扉は投函物をスムーズに取り出せること

を追求しました。

投函口は上部にあり、レターパックや角 2 封筒も

ストンッと入ります。

ずっと安心。カバポスト製品に自然故障が発生した場合に

は、保証規程に基づき無償での修理 /返品を行います。

60
ヶ月

黒 M18GHIB      

白 M18GHI

赤 M18GHIR

ベイビーブルー M18GHIBB



1. 雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。ただし、投函口
　など商品の機能上、完全防水ではございません。 強い風や雨の時などは、雨水がポス
　ト内に入ることもあります。なるべく軒下に設置し早めにお届け物を取出すように
　お気を付けください。

W16KO  コタエ

レターパックまで対応　戸建住宅向け大型郵便ポスト

上入前出／壁付タイプ

コタエ　大型鍵付き郵便受け 　
W16KO(木目調白）／W16KOW(木目調黒）／W16KOR(赤×黒）

メーカー小売り希望価格　￥12,800（税込）

コタエ　大型 　鍵付き　

木目調白　　W16KO    　 4589448951113

木目調黒　　  W16KOB　  4589448951373

 赤×黒　       W16KOR　  4589448951380

シリンダー錠（鍵２個付き）

鍵２個、アンカー 4個、ネジ 4個、

スペーサー 4個、取扱説明書

W310 × H420 × D125(mm)

260x 25 (mm)

3.5kg

【本体・扉とも】 高耐食性溶融めっき鋼板

粉体塗装

商品名

カラー

錠　前

付属品

製品サイズ

投函口サイズ

重　量

材　質

仕上げ

W16KO（木目調白）

2. 錠付商品は盗難を予防するものであり、確実に阻止する商品ではありません。発生し
　た損害については責任を負いかねますのでご了承願います。

大型郵便も受け取ります

投函物を守ります

取り出しもスムーズ

60ヶ月商品保証

通信販売などのメール便を受取ることで再配達を軽減しま

す。ビジネスシーンで利用されるレターパックも受取可。　

（受取可能最大サイズ　28ｃｍｘ40ｃｍｘ3ｃｍ）

シリンダー錠は個人情報をしっかり守る設計です。また、

防滴設計は雨水の侵入を防ぎます。

全面の大きな扉は投函物をスムーズに取り出せることを

追求しました。

ずっと安心。カバポスト製品に自然故障が発生した場合に

は、保証規程に基づき無償での修理 /返品を行います。

60
ヶ月

大型郵便物も安心の大きな投入口と取出口 おしゃれな玄関にも似合うモダンなフェイス

注意事項

W16KOR（赤X黒）W16KOB（木目調黒）



1. 雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。ただし、投函口
　など商品の機能上、完全防水ではございません。 強い風や雨の時などは、雨水がポス
　ト内に入ることもあります。なるべく軒下に設置し早めにお届け物を取出すように
　お気を付けください。

W17AK  マンモス

レターパックまで対応　戸建住宅向け大型郵便ポスト

上入前出／壁付タイプ

マンモス　大型鍵付き郵便受け 　

W17AK（赤×黒）／W17BB（ベイビーブルー）

メーカー小売り希望価格　￥8,480（税込）

マンモス　大型 　鍵付き　

赤×黒  　　　W17AK　4589448950703

ベイビーブルー　W17BB　4589448950871　　

シリンダー錠（鍵２個付き）

鍵２個、アンカー 4個、ネジ 4個、

スペーサー 4個、取扱説明書

W335 × H418 × D136 (mm)

285x 30 (mm)

3.2kg

【本体・扉とも】 高耐食性溶融めっき鋼板

粉体塗装

商品名

カラー

錠　前

付属品

製品サイズ

投函口サイズ

重　量

材　質

仕上げ

W17AK（赤×黒） W17BB（ベイビーブルー）　

2. 錠付商品は盗難を予防するものであり、確実に阻止する商品ではありません。発生し
　た損害については責任を負いかねますのでご了承願います。

大型郵便も受け取ります

投函物を守ります

取り出しもスムーズ

60ヶ月商品保証

通信販売などのメール便を受取ることで再配達を軽減しま

す。ビジネスシーンで利用されるレターパックも受取可。　

（受取可能最大サイズ　28ｃｍｘ40ｃｍｘ3ｃｍ）

シリンダー錠は個人情報をしっかり守る設計です。また、

防滴設計は雨水の侵入を防ぎます。

全面の大きな扉は投函物をスムーズに取り出せることを

追求しました。

ずっと安心。カバポスト製品に自然故障が発生した場合に

は、保証規程に基づき無償での修理 /返品を行います。

60
ヶ月

大型郵便物も安心の大きな投入口と取出口 おしゃれな玄関にも似合うモダンなフェイス

注意事項



1. 雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。ただし、投函口
　など商品の機能上、完全防水ではございません。 強い風や雨の時などは、雨水がポス
　ト内に入ることもあります。なるべく軒下に設置し早めにお届け物を取出すように
　お気を付けください。

W18SUI ／ W18SUW
スイット　ダイヤル錠

上入前出／壁付タイプ

スイット　ダイヤル錠

ダイヤル錠搭載

戸建住宅向け郵便ポスト

メーカー小売り希望価格　￥7,480（税込）

スイット　ダイヤル錠

白　　W18SUI　　   4589448951137

黄色　W18SUW　　4589448951342

ダイヤル錠（２桁設定済み）

アンカー 4個、ネジ 4個、取扱説明書

W280× H 410× D94(mm)

260 x 2.5 (mm)

2.5kg

【本体】 高耐食性溶融めっき鋼板　粉体塗装　

　　　 構造部 0.6mm　蓋 0.7ｍｍ

【 扉 】  高耐食性溶融めっき鋼板　木目プリント

商品名

コード

錠　前

付属品

製品サイズ

投函口サイズ

重　量

材　質

人気のダイヤル錠

大型郵便も受け取ります

取り出し口もスムーズ

60ヶ月商品保証

投函口は上部にあり、A４サイズのカタログや角 3封筒

もストンッと入ります。

鍵の施錠は 2 桁のダイヤルで行うので、錠を紛失

するといった心配がなく安心です。

ずっと安心。カバポスト製品に自然故障が発生した場合に

は、保証規程に基づき無償での修理 /返品を行います。

60
ヶ月

大型郵便物も安心の大きな投入口と取出口おしゃれな玄関にも似合うモダンなフェイス

注意事項

前面の大きな扉は投函物をスムーズに取り出せること

を追求しました。

2. 錠付商品は盗難を予防するものであり、確実に阻止する商品ではありません。発生した
　損害については責任を負いかねますのでご了承願います。

               白 W18SUI         黄色  W18SUW 　黒 W18SUB



1. 雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。ただし、投函口
　など商品の機能上、完全防水ではございません。 強い風や雨の時などは、雨水がポス
　ト内に入ることもあります。なるべく軒下に設置し早めにお届け物を取出すように
　お気を付けください。

W16MI
ノスタル　ダイヤル錠

前入前出／壁付タイプ

ノスタル　ダイヤル錠

ダイヤル錠搭載

戸建住宅向け郵便ポスト

メーカー小売り希望価格　￥7,480（税込）

ノスタル　ダイヤル錠

W16MI　　4589448950697

ダイヤル錠（２桁設定済み）

アンカー 4個、ネジ 4個、取扱説明書

W375ｘH230ｘD185(mm)

315 x 50 (mm)

2.0kg

【本体】 高耐食性溶融めっき鋼板　0.6mm　粉体塗装

【 扉 】  高耐食性溶融めっき鋼板　粉体塗装

商品名

コード

錠　前

付属品

製品サイズ

投函口サイズ

重　量

材　質

人気のダイヤル錠

使いやすい操作感

大型郵便も受け取ります

60ヶ月商品保証

投函口は前面にあり、A４サイズのカタログや角 3封筒

もストンッと入ります。

鍵の施錠は 2 桁のダイヤルで行うので、錠を紛失

するといった心配がなく安心です。

ずっと安心。カバポスト製品に自然故障が発生した場合に

は、保証規程に基づき無償での修理 /返品を行います。

60
ヶ月

大型郵便物も安心の大きな投入口と取出口 おしゃれな玄関にも似合うモダンなフェイス

注意事項

お年寄りから小さなお子様でも安心。解錠・施錠の

スムーズさを追求したダイヤル錠です。

2. 錠付商品は盗難を予防するものであり、確実に阻止する商品ではありません。発生した
　損害については責任を負いかねますのでご了承願います。

               緑 W16WI　黒W16MIB　赤W16MIR



上入前出

3.5kg

リリーフ 猫・犬 
SJ05C     4589448950956 

シリンダー錠 ( 鍵 2個付き ) 

 鍵２個、アンカー２個、ネジ 2個、取扱説明書

240ｘ40(mm) 

 【本体】高耐食性溶融めっき鋼板　0.6 ㎜　粉体塗装

 【  扉  】   高耐食性溶融めっき鋼板

 W290ｘH420ｘD125(mm) 

愛らしい猫のデザインで玄関に癒しのアクセント

               猫 / ブロンズ SJ05CW　犬 / 緑 SJ05DG   犬 / ブロンズ SJ05D  

              猫 / 緑  SJ05C 

メーカー小売り希望価格　￥9,480税込）

一枚の絵のようなポストです。　

絵画をイメージした浮き彫り加工を施しました。

SJ05C  リリーフ

リリーフ　　　　　　　　　　　

アンティーク調



上入前出

12kg

リリーフ 猫・犬　スタンド付き 
SJ05CST     4589448952257

シリンダー錠 ( 鍵 2個付き ) 

 鍵２個、アンカー２個、ネジ 2個、取扱説明書

240ｘ40(mm) 

 【本体】高耐食性溶融めっき鋼板　0.6 ㎜　粉体塗装

 【  扉  】   高耐食性溶融めっき鋼板

 スタンド込：幅 33×高さ 120×奥行 23cm　

愛らしい猫のデザインで玄関に癒しのアクセント

 猫 / 緑スタンド SJ05CST　 猫 / ブロンズスタンド SJ05CWST

 犬 / 緑スタンド SJ05DGST  犬 / ブロンズスタンド SJ05DST

メーカー小売り希望価格　￥18,900税込）

一枚の絵のようなポストです。　

絵画をイメージした浮き彫り加工を施しました。

SJ05CSTリリーフスタンド

リリーフスタンド付き　　　　　　　　　　　

アンティーク調



1. 雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。ただし、投函口
　など商品の機能上、完全防水ではございません。 強い風や雨の時などは、雨水がポス
　ト内に入ることもあります。なるべく軒下に設置し早めにお届け物を取出すように
　お気を付けください。

W16KU
カイテン　ダイヤル錠

上入前出／壁付タイプ

カイテン　ダイヤル錠

ダイヤル錠搭載

戸建住宅向け郵便ポスト

メーカー小売り希望価格　￥7,480（税込）

カイテン　ダイヤル錠

W16KU　　4589448950789

ダイヤル錠（２桁設定済み）

アンカー 4個、ネジ 4個、取扱説明書

W384 × H370 × D132(mm)

330 x 35 (mm)

2.8kg

【本体】 高耐食性溶融めっき鋼板　粉体塗装　

　　　 構造部 0.6mm　蓋 0.7ｍｍ

【 扉 】  高耐食性溶融めっき鋼板　木目プリント

商品名

コード

錠　前

付属品

製品サイズ

投函口サイズ

重　量

材　質

人気のダイヤル錠

大型郵便も受け取ります

取り出し口もスムーズ

60ヶ月商品保証

投函口は上部にあり、A４サイズのカタログや角 3封筒

もストンッと入ります。

鍵の施錠は 2 桁のダイヤルで行うので、錠を紛失

するといった心配がなく安心です。

ずっと安心。カバポスト製品に自然故障が発生した場合に

は、保証規程に基づき無償での修理 /返品を行います。

60
ヶ月

大型郵便物も安心の大きな投入口と取出口おしゃれな玄関にも似合うモダンなフェイス

注意事項

前面の大きな扉は投函物をスムーズに取り出せること

を追求しました。

2. 錠付商品は盗難を予防するものであり、確実に阻止する商品ではありません。発生した
　損害については責任を負いかねますのでご了承願います。

    木目調 ( 黒 ) W16KU   木目調 ( 白 ) W16KUW   赤 x 黒W16KUBR



1. 雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。ただし、投函口
　など商品の機能上、完全防水ではございません。 強い風や雨の時などは、雨水がポス
　ト内に入ることもあります。なるべく軒下に設置し早めにお届け物を取出すように
　お気を付けください。

M1605MO
杜　MORI

前入前出／南京錠（別売り）

杜　MORI

天然木とステンレスの組合せ　

戸建住宅向け郵便ポスト

メーカー小売り希望価格　￥7,480（税込）

杜　MORI

M1605MO　　4589448950284

南京錠（別売り）

アンカー 4個、ネジ 4個、取扱説明書

W375 × H230 × D185 (mm)

315 x 38 (mm)

2.52kg

【本体】 ステンレス 21CT 0.5mm　クリアーペイント仕上げ　

【側部】黒クルミ（ブラックウォルナット）

商品名

コード

錠　前

付属品

製品サイズ

投函口サイズ

重　量

材　質

2. ステンレスを使用している商品は、内側に細かい傷が残っている場合がございます。
　これは加工の際についてしまう加工跡です。あらかじめご了承願います。

３. 天然木を使用している商品は、天然木のために同じ種類の樹木でもすべて色・木目
　が異なりますのであらかじめご了承願います。

天然木使用

大型郵便も受け取ります

南京錠を取り付け可能

60ヶ月商品保証

投函口は前面にあり、A４サイズのカタログや角 3封筒

もストンッと入ります。

盗難防止用に市販の南京錠を取り付け可能です。

異素材の「ステンレス」と「天然木」を組合せた斬新

なデザインです。

ずっと安心。カバポスト製品に自然故障が発生した場合に

は、保証規程に基づき無償での修理 /返品を行います。

60
ヶ月

大型郵便物も安心の大きな投入口と取出口 おしゃれな玄関にも似合うモダンなフェイス

注意事項



4.2kg

 W405ｘH305ｘD9.5 

メーカー小売り希望価格　￥7,980税込）



1. 雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。ただし、投函口
　など商品の機能上、完全防水ではございません。 強い風や雨の時などは、雨水がポス
　ト内に入ることもあります。なるべく軒下に設置し早めにお届け物を取出すように
　お気を付けください。

W1604TU
ツカミ　ハンドル錠

前入前出／壁付タイプ

ツカミ　ハンドル錠

ハンドル錠付き

戸建住宅向け郵便ポスト

メーカー小売り希望価格　￥6,480（税込）

ツカミ　ハンドル錠

W1604TU　　4589448950772

ハンドル錠（鍵２個付き）

鍵２個、アンカー 4個、ネジ 4個、取扱説明書

W300ｘH370ｘD130(mm)

265 x 40 (mm)

2.53kg

【本体】 高耐食性溶融めっき鋼板　0.6mm　粉体塗装

【 扉 】  高耐食性溶融めっき鋼板　木目プリント

商品名

コード

錠　前

付属品

製品サイズ

投函口サイズ

重　量

材　質

ハンドルだけでロック

使いやすい操作感

大型郵便も受け取ります

60ヶ月商品保証

投函口は前面にあり、A４サイズのカタログや角 3封筒

もストンッと入ります。

鍵付きだが、鍵を使わなくても開閉可能なハンドル

錠です。

ずっと安心。カバポスト製品に自然故障が発生した場合に

は、保証規程に基づき無償での修理 /返品を行います。

60
ヶ月

大型郵便物も安心の大きな投入口と取出口 おしゃれな玄関にも似合うモダンなフェイス

注意事項

お年寄りから小さなお子様でも安心。解錠・施錠の

スムーズさを追求したハンドル錠です。

2. 錠付商品は盗難を予防するものであり、確実に阻止する商品ではありません。発生した
　損害については責任を負いかねますのでご了承願います。



1. 雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。ただし、投函口
　など商品の機能上、完全防水ではございません。 強い風や雨の時などは、雨水がポス
　ト内に入ることもあります。なるべく軒下に設置し早めにお届け物を取出すように
　お気を付けください。

上入前出／壁付タイプ

マクアケ 　
MO14H（木目調）／MO14W（白黒）

無駄な装飾の無いシンプルポスト

戸建住宅向け郵便ポスト

メーカー小売り希望価格　￥5,980（税込）

ヒラキ

木目調  　　  MO14H　4589448950291

白　黒　　　　MO14W　4589448950673　　

シリンダー錠（鍵２個付き）

鍵２個、アンカー 4個、ネジ 4個、取扱説明書

W265 × H325 × D116 (mm)

220 x 26 (mm)

2.6kg

【本体・扉とも】 高耐食性溶融めっき鋼板　0.6ｍｍ

粉体塗装

商品名

カラー

錠　前

付属品

製品サイズ

投函口サイズ

重　量

材　質

仕上げ

MO14H（木目調） MO14W（白黒）　

2. 錠付商品は盗難を予防するものであり、確実に阻止する商品ではありません。発生し
　た損害については責任を負いかねますのでご了承願います。

大型郵便も受け取ります

投函物を守ります

取り出しもスムーズ

60ヶ月商品保証

投函口は上部にあり、A４サイズのカタログや角 3封筒

もストンッと入ります。

シリンダー錠は個人情報をしっかり守る設計です。また、

防滴設計は雨水の侵入を防ぎます。

全面の大きな扉は投函物をスムーズに取り出せることを

追求しました。

ずっと安心。カバポスト製品に自然故障が発生した場合

には、保証規程に基づき無償での修理 /返品を行います。

60
ヶ月

大型郵便物も安心の大きな投入口と取出口 おしゃれな玄関にも似合うモダンなフェイス

注意事項

M014H ／M014W
マクアケ



1. 雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。ただし、投函口
　など商品の機能上、完全防水ではございません。 強い風や雨の時などは、雨水がポス
　ト内に入ることもあります。なるべく軒下に設置し早めにお届け物を取出すように
　お気を付けください。

M02GEC
エコポス

前入前出／壁付タイプ

エコポス

小物置き棚付き

戸建住宅向け郵便ポスト

メーカー小売り希望価格　￥6,480（税込）

エコポス

M02GEC　　4589448950307

シリンダー錠（鍵２個付き）

鍵２個、アンカー 4個、ネジ 4個、取扱説明書

W465ｘH335ｘD115(mm)

320 x 24 (mm)

3.0kg

【本体】 高耐食性溶融めっき鋼板　0.6mm　粉体塗装

【扉】高耐食性溶融めっき鋼板　粉体塗装

商品名

コード

錠　前

付属品

製品サイズ

投函口サイズ

重　量

材　質

2. 錠付商品は盗難を予防するものであり、確実に阻止する商品ではありません。発生し
　た損害については責任を負いかねますのでご了承願います。

大型郵便物も安心の大きな投入口と取出口 プラント置きは折り畳みが可能

注意事項

観葉植物台付き

投函物を守ります

大型郵便も受け取ります

60ヶ月商品保証

ポストでエコ生活。観葉植物の鉢が置ける台付きです。

シリンダー錠は個人情報をしっかり守る設計です。

また、防滴設計は雨水の侵入を防ぎます。

投函口は前面にあり、A４サイズのカタログや角 3

封筒も受け取り可能です。

ずっと安心。カバポスト製品に自然故障が発生した場合

には、保証規程に基づき無償での修理 /返品を行います。

60
ヶ月



1. 雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。ただし、投函口
　など商品の機能上、完全防水ではございません。 強い風や雨の時などは、雨水がポス
　ト内に入ることもあります。なるべく軒下に設置し早めにお届け物を取出すように
　お気を付けください。

W17HOBR 
ホーム　ハンドル錠

前入前出／壁付タイプ

ホーム　ハンドル錠

ハンドル錠付き

戸建住宅向け郵便ポスト

メーカー小売り希望価格　￥6,480（税込）

ホーム　ハンドル錠

W17HOBR　　4589448950819

W383ｘH380ｘD135(mm)

289 x 40 (mm)

2.3kg

【本体】 高耐食性溶融めっき鋼板　0.6mm　粉体塗装

【 扉 】  高耐食性溶融めっき鋼板　粉体塗装

商品名

コード

錠　前

付属品

製品サイズ

投函口サイズ

重　量

材　質

ハンドルだけでロック

使いやすい操作感

大型郵便も受け取ります

60ヶ月商品保証

投函口は前面にあり、A４サイズのカタログや角 3封筒

もストンッと入ります。

錠です。

ずっと安心。カバポスト製品に自然故障が発生した場合に

は、保証規程に基づき無償での修理 /返品を行います。

60
ヶ月

大型郵便物も安心の大きな投入口と取出口 おしゃれな玄関にも似合うモダンなフェイス

注意事項

お年寄りから小さなお子様でも安心。解錠・施錠の

スムーズさを追求したハンドル錠です。

2. 錠付商品は盗難を予防するものであり、確実に阻止する商品ではありません。発生した
　損害については責任を負いかねますのでご了承願います。


