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KABA鍵登録・スペアキーご注文に関するお問い合わせ 

日本カバ　顧客情報管理室　TEL：045 - 931 - 8915
受付時間：9:00 ～12:00 , 13:00 ～17:00   月～金曜日 (祝日を除く)
製品に関するお問い合わせ、ご意見、苦情など 
日本カバ　営業部　電話：045-931-8100
日本カバ　ホームページ：http://www.kaba.co.jp/

「カバの鍵」使用上のご注意 
● 鍵の抜き差しや回転がしにくくなりましたら、製品に同梱されているカバ専用の潤滑液(カ
バクリーナー)を使用してメンテナンスしてください。それでも改善されない場合は、日本カバ
または取扱販売店にご連絡ください。 

● カバの鍵、シリンダーは非常に精密にできていますので、ホコリやゴミ等が混入した状態
で使用しますと、シリンダーの不具合、破損の原因になります。 

● 定期的にカバクリーナーを使用してメンテナンスしてください。一般の潤滑剤などは初めは
良くても後でホコリを吸着し、不具合の原因になります。 

●　カバクリーナーは取扱販売店にお問い合わせください。 
●　保証期間は取付日より1年間です。 
保証期間中の製品の不具合につきましては、無償で修理または交換いたします。 

プライバシーポリシー 
日本カバ株式会社（以下"当社"という)は、お客様の個人情報をスペアキー作製以外に使用い
たしません。また、お客様の個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めると同時に、お
客様から、保有個人情報の開示を求められたときは、請求者がご本人であることを確認させ
ていただいたうえで、特別な理由のない限り、当該保有個人情報を開示いたします。また、お
客様から、保有個人情報の内容の訂正、追加または削除を求められた場合には、その内容の
訂正等に関して法令の規定により特別の手続きが定められている場合を除き、当社の規定
に基づき、当該保有個人情報の内容の訂正等をおこないます。 

鍵登録のご案内  

 

この冊子は、カバの鍵の特長である「鍵登録システム」と「スペアキー」
についてのご案内です。初めによくお読みの上、大切に保管してください。 

登録内容の変更について 

鍵の所有者情報に変更が生じた場合は、変更手続きをお願い致します。 
■ 所有者ご自身の内容変更の場合 
所有者の「住所」「連絡先」「暗証番号」「氏名変更(ご本人のみ)」は、鍵登録変更届にて受付いた
します。鍵登録変更届は日本カバ ホームページからダウンロードすることができます。 

■ 所有者変更による名義変更の場合 
所有者の名義変更は書面でのみ受付いたします。必要書類は日本カバまでお電話でご請求ください。 

 
※不動産の移動等に伴う名義変更については、当事者間での調整をお願いいたします。前所有者との
連絡がとれない場合等は名義変更はできません。その場合は、防犯面も含めてシリンダーの交換を
お願い いたします。 
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カバの鍵登録システム 

KABA鍵登録の流れ 

所有者様 「KABA鍵登録書」に記入・押印し郵送してください。 

日本カバ 所有者情報をカバの鍵データベースに登録します。 

所有者様 「KABA鍵登録書 受領のお知らせ」が郵送で届きます。 
※ご希望の方のみ、登録書右下にある番号(鍵登録No.ではありません) 
を記載した書類を送ります。 

!KABA鍵登録書(お客様控）
登録内容の覚えとして大切に保管してください。

"KABA鍵登録書(日本カバ行）
日本カバ宛てに専用封筒で郵送してください。

#スペアキー注文書
ご記入の際は、本小冊子の3頁以降をご覧ください。 
ご注文のない場合は、KABA鍵登録書(お客様控)と一緒に大切に保管
してください。 

KABA鍵登録に関するQ&A

■お問い合わせ：顧客情報管理室　TEL 045 - 931 - 8915
                         　受付時間：9:00～12:00, 13:00～17:00　月～金曜日(祝日を除く）

#

カバの鍵登録システムは、スペアキーの作製を鍵の所有者だけが行な
えるようにするための所有者登録システムです。 
● 所有者情報の登録 
日本カバでは、製品の安全性をより確実なものにするため、国内で唯一、ユーザーである所有者一人一人
を登録するシステムを採用しています。カバの鍵のスペアキーは、日本カバだけが作製することがで
きます。 

● 登録の必要性 
鍵のご登録は任意ですが、スペアキーの作製には鍵の所有者登録が必要となります。ご登録の際は
「KABA鍵登録書」に必要事項をご記入の上、日本カバまで郵送してください。ご登録の所有者様か
らのスペアキー注文書のみ受付いたします。 

● ISMSによる個人情報保護 
登録された個人情報は、平成17年5月25日に取得したISMS(情報セキュリティ マネージメント シス
テム)則り、厳重に保護されています。 

!

"

 KABA鍵登録書は3枚複写です。ご記入の際はボールペン等で強くご記入ください。 

※「②KABA鍵登録書(日本カバ行)」を専用封筒に入れて日本カバ宛て 
に郵送してくだい。 

鍵の登録は任意ですが、スペアキーの作製には鍵の
所有者登録が必要です。 

鍵の登録は必須なの？ 

（Q）質問 

暗証番号はスペアキー注文や、登録内容変更等に、所
有者確認のためお聞きします。暗証番号を失念された
場合はシリンダーの交換をお願いします。 

暗証番号は何のために必要なの？ 
もし番号を忘れたら？ 

「PAT.」の刻印が入っている鍵が登録制となります。
カバの鍵でもOEM製品や内鍵等は登録制ではありま
せん。 

カバの鍵は全て登録制なの？ 

鍵登録No.だけではスペアキーは複製できません。 
また、特許で保護されているため、スペアキーを複製
することは法律で禁止されています。 

カバの鍵を不正に複製されること
はないのですか？ 

不要です。 
鍵の登録情報からスペアキーを作製します。 

スペアキーを作るのに鍵は要らな
いのですか？ 

鍵に刻印されているアルファベットと数字の組み合わ
せです。鍵登録No.は各シリンダー毎に固有の番号と
なっています。 

鍵登録No.って何ですか？ 

郵便局の不在通知が投函されます。郵便局にご連絡いた
だき、ご都合のよい日時に再配達を依頼してください。 

スペアキー配達時に不在の場合は？ 

KABA鍵登録書に鍵登録No.と「登録抹消」を明記の
上、郵送してください。登録抹消した鍵は、所有者ご
本人でもスペアキーを作製できません。 
なお一度鍵の登録を抹消すると、撤回や変更はできま
せんのでご注意ください。 

スペアキーを誰にも作製されたく
ない。 

（A）答え 
頻繁にいただくご質問をまとめました。 

スペアキー注文書は、取扱販売店、または日本カバへ
ご請求ください。日本カバ ホームページからダウン
ロードすることもできます。 

スペアキー注文書がほしいので
すが？ 

※ご登録には通常10日ほどかかります。 



スペアキーのご注文について 「スペアキー注文書」の記入方法 

スペアキーご注文の流れ 

所有者様 

日本カバ 

所有者様 スペアキーが代金引換郵便で届きます。 
商品と引換に郵便局員へ代金をお支払いください。 

カバの鍵のスペアキーは、日本カバだけが作製することができます。 
ご登録の所有者様からのご注文のみ受付いたします。 
●スペアキーを作製できるのは日本カバだけ 
高精度切削と特許"キーブランクプロテクション"により、日本カバ以外でのスペアキーの複製は困難
かつ違法となっています。スペアキーのご注文は日本カバが専用の「スペアキー注文書」にて郵送で
受付いたします。 

●ご登録の所有者様だけ 
日本カバに届いた「スペアキー注文書」の内容は、すべて鍵登録データベースの所有者情報と照合し、
登録情報と一致したご注文だけを受付いたします。登録情報との相違がある場合は、スペアキーの作製
をお断りいたします。 

●所有者へ直接納品 
作製したスペアキーは、所有者住所またはご指定先へ、日本カバより直接納品いたします(代金引換郵便)。
これにより、大切な個人情報を守り、なおかつ納期を明確にすることが可能になりました。 

※「スペアキー注文書」は取扱販売店、または日本カバへご請求ください。 
日本カバ ホームページ(http://www.kaba.co.jp/)からダウンロードすることもできます。 

「スペアキー注文書」に必要事項を記入・押印し郵送してく
ださい。 

※ご登録いただいた所有者情報を間違いなくご記入ください。 
　また該当商品の注文欄に注文数をご記入ください。 

カバの鍵データベースにて所有者情報との照合をおこないます。
注文内容を確認し、スペアキーを作製・出荷します。 

※スペアキーは、ご注文から通常10日ほどで代金引換郵便でお届け 
　いたします。 
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キーキャップ 

ご登録いただいた所有者情報
を間違いなくご記入いただき、
押印してください。 
 
 

ご購入の商品名の□欄にaマ
ークを記し、希望のキャップ
欄にスペアキーの注文本数を
ご記入ください。 

スペアキーの送付先が登録し
た所有者住所と異なる場合に
ご記入ください。 

ご記入にあたってのご注意 
●鍵登録No.は、鍵の刻印をよく確認の上、間違えのないようにご記入ください。 
●ご注文いただけるキーキャップの色は、商品により異なります。 
●暗証番号を失念された場合は、シリンダーの交換をお願いいたします。 
●所有者住所、電話番号等、必要事項をすべて正しくご記入ください。 
●登録情報と相違がある場合は、スペアキーの作製をお断りしますのでご注意ください。 



スペアキー価格表 「KABA鍵登録書」の記入方法 

商品名 
カバスター 
　 
 
 
 
 
オリオン 
　 
 
 
 
エロスター 
 
 
 
 
ミラスター 
  
 
レジックスター 

価格（税込) 
1本 ￥ 3,780

1本 ￥ 5,670

1本 ￥ 10,500

1本 ￥ 3,780

1本 ￥ 6,300

注文できるキーキャップの色 

商品によりスペアキーの価格と注文できるキーキャップが異なります。
製品出荷時の付属キーは標準カバブルーとなります。 
(オリオン、エロスター、リムロックおよび例外を除く)

※スペアキーの送料手数料として1回につき別途￥600を申し受けます。

・カバブルー    ・ブルー
・イエロー       ・グラスグリーン
・ポピーレッド  ・グリーン
・レッド           ・ブラック
・ライトパープル・ホワイト
・バイオレット
・カバブルー    ・ブルー
・イエロー       ・グラスグリーン
・ポピーレッド  ・ブラック 
・ライトパープル・ホワイト
・バイオレット
・カバブルー
・レッド
・グリーン
・ホワイト
・オレンジ
・カバブルーのみ

・カバブルーのみ
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鍵登録No.

鍵に刻印されているアルファ
ベット2文字と数字をすべ
て正しくご記入ください。 
例1：KL-123456 
例2：ZB-12345-0000

法人名でも結構です。 

お好きな数字4桁をご記入
ください。 
この暗証番号は、スペアキー
注文や登録内容の変更等に
必要な番号です。 

「KABA鍵登録書 受領のお
知らせ」をご希望の方は、
この欄に　 (チェック)を入
れてください。 

ご記入にあたってのご注意 
● 3枚複写になっていますので、ボールペン等で強くご記入ください。 
● 鍵登録No.は、鍵の刻印をよく確認の上、間違えのないようにご記入ください。 
● 暗証番号はスペアキー注文や登録内容の変更等に、所有者確認のため必ずお聞きします。 
暗証番号を失念された場合はシリンダーの交換をお願い致します。 

● 住所・電話番号等、必要事項をすべて正しくご記入ください。 
● 賃貸住宅の場合は、登録前に必ず管理会社・オーナー様に確認してください。 

「KABA鍵登録書 受領のお
知らせ」は、希望された方
にのみ、この番号を記入して
所有者様宛に郵送します。 

取扱販売店にて販売店名、
取付日を記入致します。 


