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D 建物設備付属金物

物掛けフック
材 質 本体取付ベース／フック：スチール

取り付けネジ：ステンレス

仕 上 シルバー：クロームメッキ仕上げ
ホワイト：塗装仕上げ

カ ラ ー シルバー、ホワイト

●洗濯上手・干し上手！部屋干し・外干しＯＫ！
●傾斜面対応。カーポートにも。
●使わない時は簡単取り外し。
●２セット使用で物干し竿もＯＫ！
●『フック』、『取付ベース』のみのパー
ツもご用意しております。

商品コード 呼称 カラー 耐荷重（室内）（kg）
1本当り／ネジ2本

耐荷重（屋外）（kg）
1本当り／ネジ4本

入数 定価小箱 梱
89068000 N-1018　300セット ホワイト 8 12 5 50 1,780 
89068001 N-1019　450セット ホワイト 8 12 5 30 1,980 
89076217 N-1020　300セット シルバー 8 12 5 50 1,780 
89076218 N-1021　450セット シルバー 8 12 5 30 1,980 

本体取付ベースを傾斜場所に取り付けの場
合、傾斜角度は３０度以内の場所でフックを
着脱する「開口部」を下側にて固定します。

施工ワンポイント

商品コード 呼称 サイズ（ミリ） 入数 定価幅 長さ 高さ 小箱
78224742 431-2400 150 1000 26 1 14,000 
78224743 431-2410 151～199 1000 26 1 18,000 
78224744 431-2420 200 1000 26 1 17,000 
78224745 431-2430 201～249 1000 26 1 23,000 
78224746 431-2440 250 1000 26 1 21,000 

材 質 本体／軟・硬質塩ビ（PVC）
シャフト／ステンレス

カ ラ ー アイボリー

フリーハードルST-Ⅱ－GM

●直線タイプの逆目対応品。
●車椅子等での横断通行でもスムー
ズに移動が可能。
●防カビ剤配合

設置する場所は受け枠面にゴミ
や凹凸が無いようにして下さい。

施工ワンポイント

※受注生産商品

激吸着　免震吸盤　

材 質
ABS樹脂、スチール、熱可塑性ポリウレタン、
ウレタン系エラストマ、EVA、ゴムスポンジ、
ポリプロピレン、ポリエチレンテレレタレート樹脂

カ ラ ー 黒

●密着ジェル+圧搾レバーの激吸着式の免震吸盤で
す。揺れを吸収する3つの免震構造、①スポンジで
押さえて免震、②バネで衝撃を吸収して免震、③激
着ジェルでゆとりの免震吸着、この３つの免震構造
により地震によるテレビの転倒を防ぐテレビ用と電
子レンジや石油ストーブなどのズレを防止する一般
用の２種類があります。取付物により免震吸盤をお
選び下さい。

●テレビ用、一般用とも公的機関による30秒間震動
テスト実験済みです。マグニチュード7相当の揺れ
にも大丈夫です。

テレビ用のご使用の目安：32インチまでは1～2個使
用、33～42インチまでは1～4個使用、43～60イン
チまでは4個のご使用をそれぞれお勧め致します。一
般用のご使用の目安：背面に壁がない石油ストーブ
の場合は前後と左右に各1個づつで4個、背面に壁
がある電子レンジの場合は前と左右に各1個づつで
3個、このようなご使用をお勧めいたします。

施工ワンポイント

商品コード 呼称 サイズ（ミリ） 入数 標準価格幅 長さ 高さ 小箱 梱
35134815 激吸着 免震吸盤 テレビ用 1P GKM-1 83 158 43 10 60 2,800
35134816 激吸着 免震吸盤 テレビ用 2P GKM-2 83 158 43 10 30 5,400
35134817 激吸着 免震吸盤 テレビ用 4P GKM-4 83 158 43 15 10,000
35138608 激吸着 免震吸盤 一般用 1P GKM-5 83 108 43 10 60 2,700
35138609 激吸着 免震吸盤 一般用 2P GKM-6 83 108 43 10 30 5,200

テレビ用の使用シーン 一般用の使用シーン

商品コード 呼称 カラー サイズ（ミリ） 入数 定価幅 長さ 高さ 小箱
78224730 431-2200 グレー／アイボリー 150 1000 26 1 10,000 
78224731 431-2210 グレー／アイボリー 151～199 1000 26 1 12,000 
78224732 431-2220 グレー／アイボリー 200 1000 26 1 12,000 
78224733 431-2230 グレー／アイボリー 201～249 1000 26 1 13,500 
78224734 431-2240 グレー／アイボリー 250 1000 26 1 13,500 
78224735 431-2250 グレー／アイボリー 251～300 1000 26 1 15,000 

商品コード 呼称 カラー サイズ（ミリ） 入数 定価幅 長さ 高さ 小箱
78224736 431-2260 アイボリー 150 1000 26 1 10,000 
78224737 431-2270 アイボリー 151～199 1000 26 1 12,000 
78224738 431-2280 アイボリー 200 1000 26 1 12,000 
78224739 431-2290 アイボリー 201～249 1000 26 1 13,500 
78224740 431-2300 アイボリー 250 1000 26 1 13,500 
78224741 431-2310 アイボリー 251～300 1000 26 1 15,000 

材 質 軟・硬質塩ビ（PVC）

カ ラ ー Ａタイプ：グレー／アイボリー
Bタイプ：アイボリー

フリーハードルST-Ⅱ
ＢタイプAタイプ

●直線、曲線にも対応可能な樹脂製
の溝蓋です。

●最大幅３００㎜まで溝巾に合わせて
別注製作が可能。

●防カビ剤配合

メンテナンスを考慮して連結を２ｍ
程度にして下さい。

施工ワンポイント

※受注生産商品
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D建物設備付属金物

吊戸棚用耐震ロック　スーパー閉じるポン
材 質 本体／スペーサー：ＡＢＳ樹脂

金具／ネジ：スチール

カ ラ ー ホワイト
●地震からの揺れによる吊戸棚（キッチンキャ
ビネット）からの収納物の飛び出しを防止。
●ロック方法が選べて安心。自動ロック＆手動ロック。
●お子様のいたずらでの落下防止。

商品コード 呼称 サイズ（ミリ） 入数 定価横 高さ 高さ（ロック時） 奥行 小箱 梱
89035234 N-2137 54.4 26.5 36.5 72.5 10 60 1,780

本商品はシステムキッチンの吊戸
棚の下面に取り付けて地震等の揺
れによる「戸棚内・収納物の飛び出
し」を防止する耐震用品です。

施工ワンポイント

スーパータックフィット　ＴＦ－ＬＬ－Ｎ

材 質 構造部：鋼板
粘着部：スチレン系ポリマー

仕 上 構造部：塗装
カ ラ ー アイボリー

●壁に付くゲルを採用！ネジ、クギ不要！壁に貼って
上から押さえるだけ！壁からの隙間：70mm以内

●設置後も目立たないので、お部屋の
雰囲気を損なう心配はありません。

●対象物を動かすことなく、女性でも簡
単に取付できます。蝶番構造で壁面に
貼り、対象物の天板に貼り付けるだけ！

●製品自体が自己粘着性を持つ為、剥
がしたあともノリ残りしません。

●（財）建材試験センターによる品質
性能試験実地済　

※200kgの重量で耐震実験済み

取付ける壁は、粘着ゲルが取付可能なことを確認して下さい。目安として壁の目立たない所で、粘着テープがきちんと貼り
付き剥がした時にクロス表面が剥がれないことを確認して下さい。（粘着テープが付かない壁・クロスは使用できません）
※壁・クロスの強度・粘着性を高めるため、（水性シーラーを塗布することで）表面が柔い壁でも取付できます。

施工ワンポイント

商品コード 呼称 サイズ（ミリ） 重さ
（g）

耐荷重
（kg）

入数 定価幅 高さ 奥行 小箱 梱
20648566 TF-LL-N 140 200 35 450 100 10 2 5,000

スーパータックフィット　ＴＦ－Ｌ

材 質 構造部：高剛性ＡＢＳ樹脂
粘着部：スチレン系ポリマー

仕 上 成型
カ ラ ー アイボリー

●壁に付くゲルを採用！ネジ、クギ不要！壁に貼って
上から押さえるだけ！壁からの隙間：70mm以内

●設置後も目立たないので、お部屋の
雰囲気を損なう心配はありません。

●対象物を動かすことなく、女性でも簡
単に取付できます。蝶番構造で壁面に
貼り、対象物の天板に貼り付けるだけ！

●製品自体が自己粘着性を持つ為、剥
がしたあともノリ残りしません。

●（財）建材試験センターによる品質
性能試験実地済

※100kgの重量で耐震実験済み

取付ける壁は、粘着ゲルが取付可能なことを確認して下さい。目安として壁の目立たない所で、粘着テープがきちんと貼り
付き剥がした時にクロス表面が剥がれないことを確認して下さい。（粘着テープが付かない壁・クロスは使用できません）
※壁・クロスの強度・粘着性を高めるため、（水性シーラーを塗布することで）表面が柔い壁でも取付できます。

施工ワンポイント

商品コード 呼称 サイズ（ミリ） 重さ
（g）

耐荷重
（kg）

入数 定価幅 高さ 奥行 小箱 梱
20637108 TF-L 140 200 40 160 100 10 2 3,000

食器棚用耐震ロック　スーパーひらかんゾー
材 質 本体／座板：ＡＢＳ樹脂

金具／ビス：スチール

カ ラ ー ホワイト

●地震からの揺れによる食器等の飛び出しを防止。
●ロック方法が選べて安心。自動ロック＆手動ロック
●しっかりロック、解除は簡単。ロックプレートを押し
上げるだけ。

商品コード 呼称 サイズ（ミリ） 入数 定価横 高さ 高さ（ロック時） 奥行 小箱 梱
89035233 N-2136 39 57.7 88.7 63.2 10 40 1,980

食器棚天板の厚さ約３～４ｃｍ位迄の
取り付けが可能ですが、開き戸の形状
が食器棚によって多種多様な為、家
具の形状・寸法を良くお確かめ下さい。

施工ワンポイント

スーパータックフィット　ＴＦ－Ｍ

材 質 構造部：高剛性ＡＢＳ樹脂
粘着部：スチレン系ポリマー

仕 上 成型
カ ラ ー アイボリー

●壁に付くゲルを採用！ネジ、クギ不要！壁に貼って
上から押さえるだけ！壁からの隙間：30mm以内

●設置後も目立たないので、お部屋の
雰囲気を損なう心配はありません。

●対象物を動かすことなく、女性でも簡
単に取付できます。蝶番構造で壁面に
貼り、対象物の天板に貼り付けるだけ！

●製品自体が自己粘着性を持つ為、剥
がしたあともノリ残りしません。

●（財）建材試験センターによる品質
性能試験実地済

※100kgの重量で耐震実験済み

取付ける壁は、粘着ゲルが取付可能なことを確認して下さい。目安として壁の目立たない所で、粘着テープがきちんと貼り
付き剥がした時にクロス表面が剥がれないことを確認して下さい。（粘着テープが付かない壁・クロスは使用できません）
※壁・クロスの強度・粘着性を高めるため、（水性シーラーを塗布することで）表面が柔い壁でも取付できます。

施工ワンポイント

商品コード 呼称 サイズ（ミリ） 重さ
（g）

耐荷重
（kg）

入数 定価幅 高さ 奥行 小箱 梱
20637107 TF-M 140 200 25 140 60 10 2 2,800

スーパータックフィット　パイプ家具用

材 質 構造部：高剛性ＡＢＳ樹脂
粘着部：スチレン系ポリマー

仕 上 成型
カ ラ ー アイボリー

●壁に付くゲルを採用！ネジ、クギ不要！パイプにベ
ルトを巻つけるだけ！壁からの隙間：14cm以内

●対象物と壁にキズ付けず、簡単に取付できます。
着脱式の為、必要に応じて移動が簡単です。

●製品自体が自己粘着性を持つ為、剥がしたあと
もノリ残りしません。（社内試験にて兵庫県南部
地震波100％にて耐震実験実施済み）

※パイプ机・ワゴン・ベットなどキャスター付きの対
象物の移動防止にも使用できます。

　 「ベース」（別売り）と組み合わせることで、壁との
隙間が40cｍまで設置可能です。

取付ける壁は、粘着ゲルが取付可能なことを確認して下さい。目安として壁の目立たない所で、粘着テープがきちんと貼り
付き剥がした時にクロス表面が剥がれないことを確認して下さい。（粘着テープが付かない壁・クロスは使用できません）
※壁・クロスの強度・粘着性を高めるため、（水性シーラーを塗布することで）表面が柔い壁でも取付できます。

施工ワンポイント

商品コード 呼称 サイズ（ミリ） 重さ
（g）

耐荷重
（kg）

入数 定価幅 高さ 奥行 小箱 梱
20672811 TF-VCB-PK 140 200 50 170 100 10 2 4,500
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D 建物設備付属金物

住宅用火災警報器（ブザー式）煙：KRG-1C 熱:CRG-1C
材 質 ABS樹脂
カ ラ ー ホワイト

●スピーカを使ったスイープ音、家電
製品のブザー音と区別できます。
（スイープブザー警報）
●汚れや経年変化の誤作動に強い感
度補正機能（煙式　KRG-1Cのみ）

●夜中や早朝に電池切れ警報を出に
くくし、睡眠を妨げない遅延付電池
切れ音声警報

●熱式　CRG-1Cは、360度全ての
方向から目視可能のオムニビュー
（リング式表示灯）【特許取得】

付属のネジ2本のみで取り付け可能です。他に取付ベースに付属のフックを利用して簡単
に取り付けることが出来ます。電池寿命10年の専用リチウム電池を付属しています。汚れな
どによる感度変化を常時監視し自動的に補正します。経年変化による誤作動を低減します。

施工ワンポイント

商品コード 呼称 サイズ（ミリ） 入数 標準価格直径 厚み 取付ピッチ 小箱 梱
18023145 KRG-1C φ100 40.5 83.5 10 1 5,200
18023146 CRG-1C φ100 43.5 83.5 5 1 5,200

タックフィット　電子レンジ・オーブン用
材 質 構造部：ポリプロピレン

粘着部：スチレン系+オレフィン系ポリマー

仕 上 成型
カ ラ ー ブラック

●電子レンジ・オーブンレンジ・小型精
密機器などの脚に貼りつけるだけで
転倒・落下防止効果が得られます。

●「タックフィット粘着マット」+受け皿+
「タックフィット粘着マット」のサンド
イッチ効果で振動を吸収し強力に仮
固定します。

●自己粘着性の為、剥がした後も粘着
残りがありません。

使用可能な脚のサイズ：高さ8ｍｍ以上直径：30ｍｍ以下。取付る材質によって自己粘着力が大
きく異なります。（ゴムなど可塑剤を含有する材料、フッソ加工面、シリコン等には使用しないでくだ
さい。）プリント合板等塗装表面や弱い素材は剥がす時に、表面が損傷する場合があります。

施工ワンポイント

商品コード 呼称 サイズ（ミリ） 重さ
（g）

耐荷重
（kg）

入数 定価幅 高さ 奥行 小箱 梱
20637502 TF-5550-D 58 180 30 90 20 20 8 2,000

タックフィット　ガードシート
材 質 アクリル系ポリマーフォーム
仕 上 シート状　50mm角
カ ラ ー ブラック

●卓上小物の落下軽減・ズレ防止に貼
るだけで簡単に付けできます。
●小物の底面に貼り、落下・ズレ防止
（対象物との間に真空状態を形成し
密着）移動制御効果を発揮します。

●表面は特殊アクリルフォームによ
り、繰り返し使用可能で、対象物への
ノリ残りもありません。
●ＪＭＡ神戸波・Ｋ－ＮＥＴ小千谷ＥＷ
波、日立ＮＳ波で検証済み。

●仮固定（超強力吸着）ですので、利
便性が損なわれず移動・転倒落下軽
減ができます。

密着効果により紙製品などは剥がす時に痛める場合があります。貼り付け部分が
弱い素材は剥がす時に痛める場合があります。卓上機器（５ｋｇ以下）のゴム足にか
ぶせるように使用してください。吸着面と粘着面を間違えないようにご注意ください。

施工ワンポイント

商品コード 呼称 サイズ（ミリ） 重さ
（g）

入数 定価幅 高さ 奥行 小箱 梱
20672812 TF-GS50-BK 120 180 3 17 30 4 500

住宅用火災警報器（音声式）煙：KRH-1A 熱:CRH-1A
材 質 ABS樹脂
カ ラ ー ホワイト

●全ての動作を音声でお知らせ（オー
ルボイス機能）

●女性、男性の声で交互に警報（ペア
ボイス機能）

●汚れや経年変化の誤作動に強い感
度補正機能（煙式　KRH-1Aのみ）

●夜中や早朝に電池切れ警報を出に
くくし、睡眠を妨げない遅延付電池
切れ音声警報

●熱式　CRH-1Aは、360度全ての
方向から目視可能のオムニビュー
（リング式表示灯）【特許取得】

付属のネジ2本のみで取り付け可能です.他に取付ベースに付属のフックを利用して簡単に
取り付けることが出来ます。電池寿命10年の専用リチウム電池を付属しています。汚れなど
による感度変化を常時監視し自動的に補正します。経年変化による誤作動を低減します。

施工ワンポイント

商品コード 呼称 サイズ（ミリ） 入数 標準価格直径 厚み 取付ピッチ 小箱 梱
18028561 KRH-1A φ100 40.5 83.5 10 1 5,400
18028562 CRH-1A φ100 43.5 83.5 5 1 5,400

タックフィット　ガードテープ
材 質 アクリル系ポリマーフォーム
仕 上 テープ状
カ ラ ー ホワイト

●本・ファイル・卓上小物の落下軽減・ズレ防止
に貼るだけで簡単に付けできます。
●書棚等の手前部分に貼ることにより、落下・ズ
レ防止（書籍類との間に真空状態を形成し密
着）移動制御効果を発揮します。

●表面は特殊アクリルフォームにより、繰り返し使
用可能で、書籍類へのノリ残りもありません。

●ＪＭＡ神戸波・Ｋ－ＮＥＴ小千谷ＥＷ波、日立ＮＳ
波で検証済み。

※頻繁に動かす小物の仮固定として使用でき
ます。（転倒を100％防ぐものではありませ
ん。落下軽減対策品）

本製品は家具本他の転倒を防ぐ商品ではありません。（必ず家具転倒対策品と併用してください）
本製品の上に書籍が載っていない状態で使用してください。密着効果により紙製品などは剥がす
時に痛める場合があります。貼り付け部分が弱い素材は剥がす時に痛める場合があります。

施工ワンポイント

商品コード 呼称 サイズ（ミリ） 重さ
（g）

入数 定価幅 高さ 奥行 小箱 梱
20648103 TF-GT0425-W 110 180 44 115 20 1 1,500

商品コード 呼称 サイズ（ミリ） 入数 定価幅 長さ 厚さ 小箱 梱
20615479 TF-1060K-2 100 60 2 30 1 800

タックフィット　耐震粘着マット
材 質 スチレン系+オレフィン系ポリマー
仕      上 シート状
カ ラ ー ブラック

耐 荷 重 25kg（目安）

●貼ってはがせます。（工事不要）
●畳にも使用できます。
●震度7相当にも耐えます。

＜用途＞
・花ビンや陶磁器、美術品などの転倒防止   
に役立ちます。



詳しくはお問い合わせください。 484

換気製品

物干金物

基礎資材
金物

補強金物

滑車

チェーン・
チェーン金具

表示板・
室名札

ポスト

耐震金具・
防災用品

ドレイン・
グレーチング

バリカー・
車止め

点検口・
ハッチ

耐
震
商
品

D建物設備付属金物

家具ストップマン
材 質 非移行系特殊合成樹脂
カ ラ ー ブラウン／透明

商品コード 呼称 カラー 入数 標準価格小箱 梱
10586660 家具ストップマン 450mm（2本入） ブラウン 10 50 1,100
10586661 家具ストップマン 600mm（2本入） ブラウン 10 40 1,450
10586662 家具ストップマン 900mm（2本入） ブラウン 10 30 2,100
10586674 家具ストップマン 箱入900mm（2本入）ブラウン 30 2,100

商品コード 呼称 カラー 入数 標準価格小箱 梱
10537137 家具ストップマン 450mm（2本入） 透明 10 50 1,100
10537138 家具ストップマン 600mm（2本入） 透明 10 40 1,450
10537139 家具ストップマン 900mm（2本入） 透明 10 30 2,100
10537140 家具ストップマン 箱入900mm（2本入） 透明 30 2,100

●備えあれば憂い無し。
●地震や大きな振動による家具の転倒
を防止します。
●家具転倒防止商品の決定版！

商品コード 呼称 材質 カラー サイズ（ミリ） 取付可能範囲
（ミリ）

入数 標準価格縦 横 高さ 小箱 梱
56829203 No.7027 ML-35 鋼鉄製 茶 240 55 255 250～350 20 20 2,835
56829204 No.7029 ML-50 鋼鉄製 茶 240 55 395 350～500 20 20 2,835
56829205 No.7031 ML-80 鋼鉄製 茶 240 55 545 500～800 10 10 2,835
56829206 No.7033 ML-110 鋼鉄製 茶 240 55 850 800～1100 10 10 3,050
56830885 No.7028 ML-35 鋼鉄製 アイボリー 240 55 255 250～350 20 20 2,835
56830886 No.7030 ML-50 鋼鉄製 アイボリー 240 55 395 350～500 20 20 2,835
56830887 No.7032 ML-80 鋼鉄製 アイボリー 240 55 545 500～800 10 10 2,835
56805606 No.7034 ML-110 鋼鉄製 アイボリー 240 55 850 800～1100 10 10 3,050

マグニチュード7
材 質 鋼鉄製　樹脂類＝ポリプ

ロピレン・発泡ポリエチレン
仕 上 メラミン樹脂焼付塗装
カ ラ ー 茶／アイボリー
使用ビス径 調整ネジ類＝炭素鋼

●家具を傷つけずに簡単に取り付けら
　れる家具転倒防止器具。
●シンプルで強靱な構造は長年に渡
　って、ご家庭・オフィスなどで高い
　信頼を得ています。サイズ35 サイズ50 サイズ80 サイズ110

商品コード 呼称 カラー サイズ（ミリ） 取付可能範囲
（ミリ）

耐荷重
（kg）

使用ビス径
（ミリ）

入数 標準価格縦 横 高さ 小箱 梱
72348365 REQ-22 ホワイト 72 212 220～270 220～270 200 4 1 10 2,380
72348366 REQ-27 ホワイト 72 212 270～350 270～350 200 4 1 10 2,380
72348367 REQ-35 ホワイト 72 212 350～500 350～500 200 4 1 10 2,660
72348368 REQ-50 ホワイト 72 212 500～750 500～750 200 4 1 10 3,030
72348369 REQ-65 ホワイト 72 212 650～1000 650～1000 200 4 1 10 3,600

材 質 鉄・ABS、PE樹脂
仕 上 エポキシ樹脂粉体塗装

●キズを付けずにしっかり固定。
●工具不要、圧着固定で簡単取り付
●耐圧２００kgでしっかり固定。

取り付ける天井が弱い場合には
当て板などをして補強して下さい。

施工ワンポイント

突ぱり耐震ポール

(1箱2本の価格です) 
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家具転倒防止金具
材 質 鉄
仕 上 塗装／メッキ

商品コード 呼称 カラー サイズ（ミリ） チェイン長さ
（mm）

入数 定価横 縦 奥行 小箱
61380924 S-201 白 145 180 18 800 5 1,200
61380925 S-202 黒 145 180 18 800 5 1,200
61380926 S-203 茶 145 180 18 800 5 1,200
61380927 S-204 ブロンズ 145 180 18 800 5 1,200
61380928 S-205 クロム 145 180 18 800 5 800
61380929 S-206 アエン黒 145 180 18 800 5 800

チェインの形状
S-201、S-202、S-203、S-204…マンテル
S-205、S-206…ビクター

※ 

１
本
あ
た
り
の
耐
荷
重
は
約
60
㎏
で
す
が
、

取
付
場
所
・
方
法
に
よ
り
本
来
の
性
能

を
発
揮
し
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

たおれんゾー

商品コード 呼称 カラー サイズ（ミリ） 引張強度
（kg）

入数 定価縦 横 厚み 小箱 梱
89086688 N-1060 ブロンズ 70 32 14 90 10 60 2,400

材 質 亜鉛ダイカスト
仕 上 塗装
カ ラ ー ブロンズ
使用ビス径 3.1mm

ワイヤーの長さが自由に調整できる家具たお
れ防止金具です。調整長さ0～1m。

商品コード 呼称 仕上げ カラー サイズ（ミリ） 入数 定価縦 横 高さ取付可能範囲 小箱 梱
20622923 TFS-1120 生地 乳白色 180120 3 110×100 30 2401,100
20622924 TFS-1120-H ヘアライン化粧テープシルバー180120 3 110×110 30 2401,500

材 質 ポリエステル
仕 上 シート加工

●上下に分かれた家具の連結に！
●貼るだけで簡単連結！

特殊強化糸を採用！
100kg/1枚のせん断応力

施工ワンポイント

タックフィット　連結シート

乳白色 シルバー

NEWひらかんゾー

商品コード 呼称 カラー サイズ（ミリ） 入数 定価縦 横 高さ 小箱 梱
89086689 N-1063 ブラウン 65.2 29 60 10 40 3,300

材 質 樹脂-ABS
カ ラ ー ブラウン
使用ビス径 3.0mm

60

2965.2地震による開き戸の飛び出し防止金具です。
天板3～4cmに取付け可能。震度5前後の揺
れを感知し作動します。

粘着固定シート〈Pro-7セーフティー〉
材 質 天然素材-合成ゴム
カ ラ ー ブルー

商品コード 呼称 カラー サイズ（ミリ） 耐荷重 1P入数 入数 標準価格縦 横 厚さ
63203717 P-N30L ブルー 30 30 5 40kg／4枚 4 20 1,800
63203718 P-N40L ブルー 40 40 5 64kg／4枚 4 20 2,600
63203719 P-N50L ブルー 50 50 5 100kg／4枚 4 20 3,900
63203722 P-N1001L ブルー 100 100 5 100kg／1枚 1 20 3,900
63203714 P-N2016L ブルー 20 20 5 1枚／4kg 16 20 2,600

●Pro-7は固体と液体の性質（GEL）に粘着性をプラスした超軟質ゴムです。
●震度7（阪神淡路大震災級）の耐震テストで証明済み。

プリンター用

P-N30L

パソコン周辺機器用

P-N40L

大型家電・家具用

P-N50L

キャビネット・大型機器用

P-N1001L

小型TV・スピーカー用

P-N2016L
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D建物設備付属金物

呼称 タイプ ブレース
サイズ カラー ブレース長さ（ミリ） 入数 定価L：取付穴芯～穴芯 梱

FEWOOD

1P用

M12

ベーシックBS

1001～1500

1set

23,000 
1501～2000 23,600 
2001～2500 24,000 
2501～3000 24,600 
3001～3500 25,200 
3501～4000 25,600 

ベーシックSS

1001～1500 24,200 
1501～2000 24,800 
2001～2500 25,200 
2501～3000 25,800 
3001～3500 26,400 
3501～4000 26,800 

ベーシックBB

1001～1500 26,600 
1501～2000 27,200 
2001～2500 27,800 
2501～3000 28,400 
3001～3500 29,000 
3501～4000 29,600 

ナチュラル
（欅・杉・黒御影）

1001～1500 49,200 
1501～2000 50,000 
2001～2500 50,400 
2501～3000 51,200 
3001～3500 52,000 
3501～4000 52,400 

2P用

ベーシックBS

1001～1500 25,500 
1501～2000 26,100 
2001～2500 26,500 
2501～3000 27,100 
3001～3500 27,700 
3501～4000 28,100 

ベーシックSS

1001～1500 26,700 
1501～2000 27,300 
2001～2500 27,700 
2501～3000 28,300 
3001～3500 28,900 
3501～4000 29,300 

ベーシックBB

1001～1500 29,100 
1501～2000 29,700 
2001～2500 30,300 
2501～3000 30,900 
3001～3500 31,500 
3501～4000 32,100 

ナチュラル
（欅・杉・黒御影）

1001～1500 51,700 
1501～2000 52,500 
2001～2500 52,900 
2501～3000 53,700 
3001～3500 54,500 
3501～4000 54,900 

FEWOOD
材 質 本体・ブレース＝SS400

仕 上
本体・ブレース＝シルバー：
電気亜鉛メッキ2級3価クロメート
ブラック：カチオン+アクリル焼付

カ ラ ー
ベーシック／ＢＳ・ＢＢ・ＳＳ
ナチュラル／欅（けやき）・
杉（すぎ）・黒御影（くろみかげ）

●木造建築でブレース性能を最大限
に引き出す木造取付金具「ＦＥＷＯ
ＯＤ（フェウッド）」登場。
●国土交通大臣認定品 1P用⇒壁倍
率3.1 倍　2P用⇒壁倍率3.3 倍

● 1P用 申請内容：柱105角以上 /
筋交い軸径φ10.7/ ねじの呼びＭ
12/たすき掛け/コーチスクリュー
留め /柱スパン910ｍｍ

●2P用 申請内容：柱105角以上 /
筋交い軸径φ10.7/ ねじの呼びＭ
12/たすき掛け /コーチスクリュー
留め / 柱スパン1820ｍｍ / 横架
材間寸法2450～2625ｍｍ

・細くて長い形状の二条ねじで、下穴
いらずで施工できます。（堅木の場合
はφ4の下穴を開けてください。）
・ブレースは国土交通大臣の認定
を取得し、「建築指定材料」とし
て安心してご利用いただけます。

施工ワンポイント

※ベーシック（BS・SS・BB）は在庫状況により即納が可能です。
※ナチュラル（欅・杉・黒御影）は納期が約 3週間程掛かりますので、都度、納期をご確認下さい。

（001800）

呼称 認定・評価 サイズ（ミリ） 入数 定価ダンパー長さ ダンパー幅 延長木材長さ 延長木材幅 梱

ＴＲＣ-30Ａ 国土交通大臣認定
壁倍率：3.1倍 1195 100 1165 120 1 100,000 

ＴＲＣ-30Ｗ 日本建築防災協会
技術評価取得 1195 100 1165 120 1 100,000 

ＴＲＣダンパー
部品構成 ダンパー、延長木材、ブラケット
重　　量 約18ｋｇ（ダンパー部分：9ｋｇ）

●ダンパーに組み込まれた特殊粘弾
性ゴムが地震時の揺れを吸収し揺
れを抑え、建物へのダメージを抑
えることができます。

●高い制震効果、繰り返しの地震に
強い

●メンテナンスフリー
●新築・リフォーム向けの認定・評価を
取得済みです。

・事前に地震応答解析を実施、制
震ダンパーを設置した際の制震効
果を確認することができます。
・シンプルかつコンパクトで、一人で
も容易に施工が可能です。

施工ワンポイント

（001800）
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