マイナンバー対策・火災・水害など,あなたの大事な物を守ります。

耐 火

防 水

耐火材で熱をシャットアウト
試験炉で点火から30分後、
約840℃に達するように加
熱した場合でも、庫内温度
を約177℃以下に保つ「米
国UL安全規格試験」に合
格しています。

防水パッキンで密閉
水面からフタ上面までの水
深20cmの位置に8時間浸
した場合でも、庫内への水
の浸透を防ぐ試験に合格し
ています。

簡易ハンドル
ちょっとした持ち運
びに便利です。

リバーシブルキー
鍵の表裏を気に
せず差し込めます。

Model 2013
標準価格
外 寸 ：
内 寸 ：
質 量 ：
内容積 ：

特別価格

Model 2017

￥17,200（税別）
W355×D281×H153（mm）
W292×D185×H 77（mm）
6.0kg
4.15ℓ

７,７４０円(税別）

－ 創 業 大 正１３年 －

標準価格
外 寸 ：
内 寸 ：
質 量 ：
内容積 ：

特別価格

￥20,800（税別）
W408×D321×H153（mm）
W340×D220×H 77（mm）
8.5kg
5.75ℓ

９,３６０円(税別）

複合機・パソコン・オフィスサプライの総合商社
ビジネスランドでは事前調査から購入後のアフター
サービスまでご満足のゆくご対応をさせていただきます。

草加店

〒340-0052 埼玉県草加市金明町３１０
旧日光街道（足立越谷線）新田駅入口

テンキー + シリンダー式

型番：BSS-PK

テンキー + シリンダー式

ご家庭金庫の標準サイズ

ファイルや手提金庫の収納などにも便利
UL(米国安全規格)認証1時間耐火性能

一般紙用1時間耐火性能

■ロックシステム: テンキー式
■外寸: W484×D429×H372(mm)
■内寸: W354×D257×H214(mm) （A4用紙ヨコ可）
■質量: 56kg ■内容積: 19.5L
■付属品: トレー1枚、単3形乾電池4本、非常解錠キー1本

■ロックシステム: テンキー式
■外 寸:
W438×D469×H496(mm)
■内 寸:
W320×D310×H350(mm)

33,400

（税別）

テンキー + シリンダー式 型番：BSD-PKX

特価

39,500円

大きなボタンで押しやすい
一般紙用30分間耐火性能

一般紙用1時間耐火性能

特価

■質 量: 103kg

■ロックシステム: テンキー式
■外 寸: W416×D352×H364(mm)
■内 寸: W356×D220×H276(mm)
■質 量: 27kg
■内容積: 21.6L
■付属品: 棚板1枚、単3形乾電池4本、非常解錠キー1本

■内容積: 51L

■付属品: 棚板1枚、鍵付引出し1個、
単3形乾電池4本
■引出し内寸: W297×D260×H77(mm)

標準価格:オープン価格

標準価格:¥163,900(税別)

96,700 円

ダブルシリンダー式

（税別）

型番：BES-9PK2

特価

21,800 円

マグロック式

この価格でダブルキー

型番：BSS-4M

一般紙用1時間耐火性能

一般紙用30分間耐火性能
■ロックシステム: ダブルシリンダー式
■外 寸: W416×D341×H364(mm)
■内 寸: W356×D220×H276(mm)
■質 量: 27kg ■内容積: 21.6L ■付属品: 棚板1枚

ダイヤル式

標 準価 格 :¥75 ,200 (税 別 ))

（税別）

特価

49,600円

ダイヤル式

型番：BSS

一般紙用1時間耐火性能

■ロックシステム: ダイヤル式
■外 寸: W336×D357×H444(mm)
■内 寸: W276×D220×H356(mm)
■質 量: 27kg
■内容積: 21.6L
■付属品: 棚板1枚
標準価格:オープン価格

16,800 円

（税別）

型番：BES-25

■ロックシステム: ダイヤル式
■外 寸: W484×D434×H372(mm)
■内 寸: W354×D257×H214(mm)
■引出し内寸: W344×D214×H42(mm)
■質 量: 56kg
■内容積: 19.5L
標 準 価格 : ¥5 6 , 7 0 0 ( 税別 )
■付属品: トレー1枚

特価

25,500円

ダイヤル式

（税別）

型番：BSD-X

店舗や事務所で活躍できるサイズ

もう少し収納したい方へ

一般紙用1時間耐火性能

UL(米国安全規格)認証1時間耐火性能

特価

（税別）

トレー付で整理に便利

一般紙用1時間耐火性能

■ロックシステム: ダイヤル式
■外 寸:
W438×D474×H496(mm)
■内 寸:
W320×D310×H350(mm)

■内容積: 19.5L

■付属品: トレー4枚（A4用紙ヨコ

型番：BES-8

ダイヤル式

■外 寸: W484×D432×H372
■質 量: 58kg

A4用紙を縦に収納可能

特価

■ロックシステム: マグロック式
■内 寸: W354×D257×H214

標準価格:オープン価格

１4,800 円

（税別）

簡単操作でご年配の方に人気

ピッキングが困難で防犯に強い

特価

（税別）

テンキー + シリンダー式 型番：BES-9PK

51Lの大容量で店舗や事務所で活躍
■ロックシステム: テンキー式
■外 寸:
W463×D523×H669(mm)
■内 寸:
W325×D336×H470(mm)
（A4用紙ヨコ可）)

■質 量: 55kg
■内容積: 34.7L
■付属品: 棚板1枚、単3形乾電池4本、
非常解錠キー1本
標準価格:¥116 ,400 (税別))

標準価格:¥7 8 ,200 (税別)

特価

型番：BES-25PK

■ロックシステム: ダイヤル式
■質 量: 103kg
■外 寸:
■内容積: 51L
W463×D526×H669(mm) ■付属品: 棚板1枚、鍵付引出し1個
■内 寸:
■引出し内寸: W297×D260×H77(mm)
W325×D336×H470(mm)
標準価格:¥128,500(税別)

■質 量: 55kg
■内容積: 34.7L
■付属品: 棚板1枚
標準価格:¥95 ,70 0 (税別)

32,400円

（税別）

特価

65,200円

（税別）

○表示価格には運搬・設置費・廃棄料などは含まれておりません

－ 創 業 大 正１３年 －

複合機・パソコン・オフィスサプライの総合商社
ビジネスランドでは事前調査から購入後のアフター
サービスまでご満足のゆくご対応をさせていただきます。

草加店

〒340-0052

埼玉県草加市金明町３１０

旧日光街道（⾜⽴越⾕線）新田駅入口

