
日立の家電品の純正消耗部品のショッピングサイト　sales　by カデンの救急社 

　　　　　　　

 

掲載の補修部品は、2000点以上。宅急便、メール便でお送りします。決済方法も8種類ございま
す。

 

在庫切れの場合は、ご予約も可能です。 

ご来店にてご購入も戴けます。

全ての商品から

 

 検索ヘルプ?

 日立部品カテゴリー
が見づらい場合は？

日立エアコンリモコン・
エアコン部品・消耗品/

日立洗濯機部品・消耗品/

日立衣類乾燥機部品・消
耗品/

日立冷蔵庫部品・消耗品/

日立掃除機部品・消耗品/

日立ブラウン管テレビ・
薄型テレビ・液晶プロジェ
クター用部品・消耗品・リ
モコン/

日立Blu-ray・
HDD/DVD・HDDレコー
ダー用純正リモコン/

日立ビデオデッキ用純正
リモコン/

日立ビデオカメラ部品・
消耗品・リモコン/

日立電子レンジ・オーブ
ンレンジ部品・消耗品/

日立ジャー炊飯器用内
釡・炊飯器別売部品/

日立ジャーポット消耗品/

日立アルカリイオン整水
器カートリッジ/

日立コーヒーメーカー部
品・消耗品/

日立食器洗い機部品・消
耗品/

日立IHクッキングヒー
ター・消耗品・部品/

日立生ゴミ処理機部品・
消耗品/

日立換気扇部品・消耗品/

日立扇風機用部品・消耗
品/

日立空気清浄機消耗品・

ホーム  > 日立地震対策純正部品/  > 日立オーブンレンジ用転倒防止金具　MRO-N80

016

日立オーブンレンジ用転倒防止金具　MRO-N80 016

» 特定商取引法に基づく表記 (返品など)

型番 MRO-N80 016

販売価格 1,050円(税込)

購入数 1 セット

 

日立の電子レンジ・オーブンレンジを壁に固定する金具になります。

対応機種：

日立の家庭用レンジ全般

〔対応壁：木製壁〕

!石膏ボードの場合は、柱のある位置に取り付けて下さい。

コンクリート・タイル等の硬質壁の取付には工事が必要です。お近くの工務店へご相談下さい。

〔数量〕

1個入り

!2ケ所で固定する場合は、2セット使用してください

〔取付寸法〕

壁から電子レンジまでの取り付け位置は180～275mmの範囲で調整可能です。

〔備考〕

取付説明書付き

取付説明書（PDFファイル）

はじめてのお客様へ

ジャー炊飯器用内釡　
(RZ-XS10 002)

日立電子レンジ用皿
（MRO-FA4 001）
日立掃除機ジャバラホー

ス　CV-96H 029

日立掃除機充電池　(CV-

XG20 011)

日立衣類乾燥機マルベル
ト（DE-N45R7 016）
日立純正エアコンリモコ

ン RAR-4Q1ダイヨウ
(RAR-4Q1 001)

日立純正エアコンリモコ
ン (RAR-2C2）
日立Wooo　HDD/DVD

レコーダー用リモコンDV-

RM500W　（DV-

DH160W 001）

日立掃除機床用吸口　D-

AP11(CV-SJ10 021)

日立掃除機充電池　(CV-

XG20 011)

日立液晶プロジェクショ
ン交換用ランプ (TP-L52

001)

日立洗濯機お湯取りホー
ス　5Ｍ（NW-9S3-029)

先端クリーンフィルター同
梱
日立薄型テレビ用リモコ

ン C-RN2 （W42P-

http://kaden119-shop.net/?pid=32580722 11/08/25 15:56
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総合商品一覧 総合お客様サポート 総合サイトマップ

レンジ

商品一覧 発売予定一覧 サイトマップ くらしを楽しむ情報

会員サイト CLUB Panasonic

商品概要

「こんがり10分」自動メニュー
「10分でちゃんとごちそう100

レシピ集」付
「合わせ技セット」150パター
ン

NE-R3400 NEW

「こんがり10分」自動メニュー
「合わせ技セット」81パターン

NE-R304 NEW

「合わせ技セット」9パターン
NE-W304 NEW

「合わせ技セット」9パターン
NE-A304 NEW

「ヘルシーコース」4メニュー
NE-A264-CK NEW

オーブンレンジ
電子レンジ
業務用電子レンジ
電子レンジ専用台
ビルトイン電気オーブンレ
ンジ

Panasonic Cooking

おうちごはん
家電使いこなし講座
電子レンジ講座

よくあるご質問
取扱説明書一覧
生産終了品
お問い合せ

消耗品・別売品 購入
ご愛用者登録

WEBカタログ
テレビCM

壁紙/スクリーンセー
バー
メールマガジン

電子レンジ転倒防止金具C A195A-1K20

　
品番 A195A-1K20  

希望小売価格　 1,050円（税抜1,000円）
 

! 商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。

　

 商品情報[個人]トップ  > レンジ > 電子レンジ転倒防止金具C A195A-1K20

パナソニック・ホーム

http://ctlg.panasonic.jp/product/info.do?pg=04&hb=A195A-1K20 11/08/25 16:07
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!このページのトップへ

!冷蔵庫転倒防止ベルト
　部品コード：44092279 

　希望小売価格：2100円(税込)

　セット内容：
　・ベルト(金具付)2本 ・金具2個　・ねじ6本(予備2本含む)

《水平に据え付けるための方法》
左右の調整脚を"矢印の方向に回して床につけ、ガタつきのないようにしてください。
※詳しくはお使いの機種の取扱説明書をご参照ください。取扱説明書ダウンロードはこちら>>

普段から、洗濯終了後は水道の蛇口を閉めてください。地震発生時に給水ホースが蛇口からはずれ、水が
漏れることがあります。

衣類乾燥機は、ドライヤースタンドに付属されている鎖（くさり）で、壁にしっかりと固定して下さい。

地震等による万一の際の転倒・落下によるケガや製品の破損などの危害を防ぐため、「電子レンジ転倒防
止金具(別売)」などを使用して、壁等に固定してください。

※「電子レンジ転倒防止金具」は17cm～26cmの範囲で調整できます。
※固定金具の取付場所は十分強度のあるところを選んで確実に取り付けてください。
　(落ちたり倒れたりして、けがの原因になります。)

!電子レンジ転倒防止金具
　部品コード：32582136

　希望小売価格：1,050円(税込)

　

壁面への固定(取付)には、別途、工事が必要な場合がありますので、東芝製品取扱販売店にご相談くださ
い。

レンジ台をご使用の場合は、市販の金具などでレンジ台も固定する必要があります。

http://www.toshiba.co.jp/csqa/contact/support/info/tentou.htm 11/08/25 16:02
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シャープ公式ネット通販。5000円以上のご注文で送料無料。シャープ製家電、リモコン、交換用フィルター、糸くずフィルター、ふろ水ポンプ、消
耗品の販売。

ログイン  会員登録  ご利用案内  よくあるご質問  サイトマップ

商品検索 詳細検索 対応機種から検索

ようこそ  ゲスト  様　

シャープ製家電の転倒、落下防
止金具やバンドはこちらから

・液晶テレビ用
・冷蔵庫用
・ヘルシオ、電子レンジ用

HOME　＞　  検索結果  一覧 　＞  RK -TB1

ヘルシオ／電子レンジ転倒防止金具

商品拡大画像を見る  

在庫・納期について
配送料金について
領収書について
返品について

形名：RK-TB1

カラー：

販売価格(税込)：  945円
商品送料：  630円
発行ポイント：  47ポイント

在庫：!
納期：3～5日（一部離島は1週間）

地震に備えて…「電子レンジ転倒防止金具」
電子レンジの背面上部に転倒を防ぐためL型アングルが付けられます。
柱や壁などに本体を固定してください。

!対応形名一覧（アルファベット順）

お買い求め間違いのないよう必ずご確認ください。

AX -1000   AX -2000-B    AX -2000-R    AX -CX1-R    AX -CX1-W    AX -CX2 -P    AX -CX2 -R    AX -CX2 -W    AX -G1-

N   AX -G1-R    AX -GX1 -R    AX -GX1 -W    AX -GX2-R    AX -GX2-W    AX -HC1-R    AX -HC1-S   AX -HC2-R    AX -

HC2-S   AX -HC2-T    AX -HC3-R    AX -HC3-S   AX -HC4-R    AX -HC4-S   AX -HT2-R    AX -HT2-W    AX -HT3-T   

AX -HT3-W    AX -HT4-C    AX -L1 -W    AX -M1-G   AX -M1-R    AX -M1-W    AX -MX1 -R    AX -MX1 -S   AX -MX1 -W   

AX -MX2-R    AX -MX2-W    AX -PX1 -R    AX -PX1 -W    AX -PX2-R    AX -PX2-W    AX -S1-R    AX -S1-W    AX -X1-N  

AX -X1-R    AX -X2-R    AX -X2-S   RE -4100   RE -6200-A   RE -6300   RE -BI18-WB    RE -BM28-H   RE -CE30 -KB  

RE -CE30 -KP    RE -CE30 -KY    RE -CE60 -KB   RE -CE60 -KP    RE -CE60 -KY    RE -H10-S-5P   RE -H10-S-6P   RE -

HG1 -SP    RE -HP1 -AP    RE -HP1 -BP   RE -HP1 -RP   RE -HP1 -WP   RE -KS1 -FG    RE -KS3 -FG    RE -LA1-S   RE -LA1-

W    RE -LA3-C    RE -LC1 -G   RE -LC1 -S   RE -LC10 -S   RE -LC10 -W    RE -LC2 -A   RE -LC2 -S   RE -LC3 -C    RE -

LC30 -S   RE -LC30 -W    RE -LCK-S   RE -M110-C    RE -M110-H   RE -M110-W    RE -M210-S   RE -M300-C    RE -

MA1 -N   RE -MA3 -N   RE -MC1-S   RE -MY1 -W    RE -RZ1 -S   RE -S100-H5   RE -S100-H6   RE -S120-A   RE -S120-

B    RE -S120-D   RE -S120-G   RE -S120-P   RE -S130-A   RE -S130-D   RE -S130-H   RE -S130-P   RE -S140-H   RE -

S140-W    RE -S140-Y   RE -S150-A   RE -S150-P   RE -S150-T    RE -S150-W    RE -S15A -C    RE -S15A -W    RE -S15B-

B    RE -S15B-W    RE-S15C -B    RE-S15C -W    RE -S160-A   RE -S160-T    RE -S160-W    RE -S160C-R    RE -S160C-

W    RE -S201-H   RE -S202-H   RE -S203-H   RE-S204-W    RE -S20A -W    RE -S20B-W    RE -S20C-W    RE-S20E-W   

RE -S220-W    RE -S230-H   RE -S240-H   RE -S26A -W    RE -S26B-S   RE -S26C-S   RE-S26E-H    RE -S300-H   RE -

S30A -W    RE -S30B-S   RE -S31C-S   RE-S31E-S    RE -S520-C    RE -SB20-H   RE -SB50-S   RE -SC10-D   RE -SC10-

G   RE -SC10-W    RE -SD10 -P   RE -SD10 -W    RE -SD10 -Y   RE -SD20 -H   RE -SD50 -S   RE -SE32X-H   RE -SE43 -H  

RE -SE45 -S   RE -SF10 -W    RE -SH8 -S   RE -SH9 -S   RE -ST1 -W    RE-ST26-S    RE -SW20-H   RE -SW30-S   RE -

SW50-S   RE -SX10 -C    RE -SX10 -W    RE -SX15C -W    RE -SX20 -H   RE -SX30 -H   RE -SX50 -S   RE -SZ20 -W    RE -

SZ30 -W    RE-T1 -W5    RE-T1 -W6    RE -T11 -W -5P   RE -T11 -W -6P   RE -T12 -W -5P   RE -T12 -W -6P   RE -T13 -W -

5P   RE -T13 -W -6P   RE -T21 -W -5P   RE -T21 -W -6P   RE -T31 -W -5P   RE -T31 -W -6P   RE -TD1-W -5P   RE -TD1-W -

6P   RE -TX1-W5    RE -VC1-R    RE -VC1-W    RE -WB10 -H   RE -WB30 -S   RE -WD10-H   RE -WD30-S   RE -WE35X -

https://store.sharp.co.jp/goodsDetailAction.do?goodsSearchInputK…e=&goodsNameOrModel=RK-TB1&keyword=&salePriceFrom=&salePriceTo= 11/08/25 17:58
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