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頑丈さ
No.1!!

●ドイツの技術の粋を集めた最高グレードの南京錠
●不正開錠に強いABUS-PLUS ディスクシリンダー採用
●25 万通りのカギ番号違い数
●焼き入れ合金鋼製の本体とシャックル
●設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐ樹脂製保護カバー付き本体
●タンブラーの組み替えができるシリンダー採用（国内対応可能）

あらゆる破壊に対して最高級の防御
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グラニット　37RK
Granit

切断攻撃を防御するシャックルガードタイプ 南京錠型のスタンダードタイプ

グラニット

37RK シリーズ
グラニット

37RK シリーズ

80mm
60mm

φ14mm
φ11mm

37RK/80
37RK/60

サイズ シャックル径 品番
70mm
55mm

φ14mm
φ11mm

37RK/70
37RK/55

サイズ シャックル径 品番

品名

品番 本体サイズ（mm）

シリンダー

材質 入数

シリーズ名 呼称
サイズ 本体 シャックル 小箱

グラニット 37RK

80 79 94 39 22 22 14
プラス

シリンダー
［キー 2 本］

焼き入れ合金鋼 焼き入れ合金鋼

1

70 77 103 37 29 35 14 1

60 65 85 35 18 16 11 1

55 63 85 31 27.5 26 11 3

シャックルと本体は、丈夫
な合金鋼に焼き入れ処理を
施してさらに強固にするこ
とで、切断などの破壊攻撃
から徹底的に守る。

焼き入れ合金鋼製

グラニット専用掛け金 130/180 125/150

180mm φ13�3mm 130/180
サイズ 穴内径 品番

150mm φ15mm 125/150
サイズ 穴内径 品番

品名
品番 本体サイズ（mm） 材質 入数

シリーズ名 呼称
サイズ 本体 ロック部

（止め金） 小箱

掛け金
130 180 180 79 14 ホワイトハートマリアブルアイアン

焼き入れ
2

125 150 150 60 15 鉄（クロムプレート） 2

●とことん丈夫！
●グラニット南京錠と同等の堅牢性
●組合せて世界最高レベルの
　セキュリティが可能
●ビス固定部を隠したデザイン
●倉庫や門扉の防犯対策に最適

ボールラッチシステム
ボールラッチシステムは、
キーで操作しないとシャッ
クルをロックできず施錠忘
れ防止にもつながる。

カギのかけ忘れ防止

※写真はイメージです

シャックルのロックにバネを使用しない
構造で安定可動を助けるシステム。不動
対策に最も効果的。シャックル(吊)の
内側２カ所をロックし引っ張りに対する
強度を保持するダブルラッチタイプ。

 実物大は8ページを参照
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ディスカス　24IB
Diskus

品名

品番 本体サイズ（mm）

シリンダー

材質 入数

シリーズ名 呼称
サイズ 本体 シャックル 小箱

ディスカス 24IB

70 70 70 31 20 17 10 ピン
シリンダー

［キー 3 本］
ステンレス鋼 ステンレス鋼

6

60 60 60 26 17 13 8 6

50 50 51 25 8 13 6.5 6
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D
iskus

コンテナ
レンタルボックス

最適

●円盤形南京錠の定番シリーズ
●シャックルを極力見せないコンセプトデザイン
●サビにくいステンレス鋼製本体・シャックル （内部部品を除く）

●多様な破壊攻撃から防御
●丁寧な溶接仕上げ
●異物混入を防ぐシリンダーカバー付き （24IB/50を除く）

コピー品のサビで苦慮されている方お試しください

サビに強いステンレス鋼製シャックル

50mm タイプには、
シリンダーカバーは
ありません。

ディスカス

24IB シリーズ

70mm
60mm
50mm

φ10mm
φ8mm
φ6�5mm

24IB/70
24IB/60
24IB/50

サイズ シャックル径 品番

ABUS ディスカス 24IB/70 と他社円盤形南京錠の耐腐食性比較塩水噴霧試験で実証された確かな防錆性

外観

内部

結果

ABUS 24IB/70他社円盤形南京錠

動き

サビの発生なし

潤滑剤なしでも問題なく動く

サビの発生なし

塩水噴霧でもサビの発生が見
られず、動きも良好。抜群の
耐腐食性が実証された。

多少の赤サビ発生

施錠ができない
（ロックとして機能しない）

内部部品に大量の赤サビ発生

塩水噴霧試験後に潤滑剤を塗
布したが施錠できない。耐腐
食性が低く、屋外で使用した場
合、動作不良の可能性大。

デ ィ ス カ ス 24IB シ リ ー ズ は、
CEN（ 欧 州 標 準 化 委 員 会 ）、
ASTM（米国試験材料協会）に基
づく168時間の塩水噴霧試験に
より防錆性が実証されています。

チリやホコリなどの異物侵入に
よる動作不良を防ぐ。錠本体の
正面からキー操作が可能です。

シリンダーカバー

南京錠の弱点であるシャックル
(吊)の露出を抑え、切断工具の入
るスキマを少なくしたデザイン。

シャックルが見えにくい

屋外設置のコンテナには、サビに強くシャッ
クルの露出が少ない円盤形タイプ「ディスカ
ス」が適しています。
しかし、このタイプは安価なコピー品が数多く出
回っています。コピー品は素材が悪く、多くは
サビによる動作不良を起こしています。
24IBシリーズは全てステンレス製（シリンダー
部は真鍮）なので、防錆・耐腐食性は実証されて
います（下記参照）。さらに、キー差し込み口にカ
バーがついている（50mmを除く）ので、ホコリ・
砂・チリなどを防ぐことが可能です。

防錆、耐食性に優れ破壊にも強い。
ステンレス鋼製シャックル＆ボディ

ステンレス鋼

シリンダーカバー

 実物大は8ページを参照


