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商品コード 呼称 カラー サイズ 入数 標準価格巾（ミリ）長さ（m）小箱
46931041 ペットディフェンス　原反　910ｍｍ×31000ｍｍ グレイ 910 31 1 55,500
46938217 ペットディフェンス　原反　910ｍｍ×31000ｍｍ ブラック 910 31 1 55,500
46917932 ペットディフェンス　カット品　910ｍｍ×1950ｍｍ グレイ 910 1.95 12 3,600
46938215 ペットディフェンス　カット品　910ｍｍ×2300ｍｍ ブラック 910 2.3 12 4,200

ペットディフェンス
材 質 ポリエステル+強力ビニール
目 合 い 20メッシュ相当

●ペットのいるご家庭にぴったりのネットです。
●一般的な網（ＰＰ製）に比べ、とても丈夫
でペットの爪による引っかきにもキズがつ
かない破れにくい防虫網です。

張替えの際は、1サイズ小さい網
押さえゴムを使用して下さい

施工ワンポイント

商品コード 呼称 サイズ（ミリ） 扉開口寸法（ミリ）入数 標準価格W H D w h 梱
46927257 網戸用　犬猫出入口 S 190 230 10 150 170 60 2,600
46974613 網戸用　犬猫出入口 M 265 295 10 220 240 40 3,500
46927258 網戸用　犬猫出入口 L 370 420 10 310 340 30 5,800

網戸用　犬猫出入口

材 質
本体：樹脂-ＰＰ
室内枠：樹脂-ＡＥＳ
磁石部：ネオジウム磁石

●室内枠と本体を網戸に挟み、固定
ネジで簡単に取付けできます。

●磁石の力で自然に閉まります。
●両開き
●各サイズ小箱入数：10

本製品は樹脂ネット網戸用です。
金属ネットの網戸には使用できま
せんのでご注意下さい。

施工ワンポイント

商品コード 呼称 カラー サイズ 入数 標準価格直径（ミリ）長さ（m）小箱 梱
46916711 2.8mm×7m グレー φ2.8 7 10 120 240
46916534 2.8mm×7m ブロンズ φ2.8 7 10 120 240
46952532 3.5mm×7m グレー φ3.5 7 10 120 250
46953413 3.5mm×7m ブロンズ φ3.5 7 10 120 250
46917258 3.5mm×20m グレー φ3.5 20 5 40 690
46939640 3.5mm×20m ブロンズ φ3.5 20 5 40 690
46952534 4.5mm×7m グレー φ4.5 7 10 120 300
46953414 4.5mm×7m ブロンズ φ4.5 7 10 120 300
46917259 4.5mm×20m グレー φ4.5 20 5 40 810
46939641 4.5mm×20m ブロンズ φ4.5 20 5 40 810
46952536 5.5mm×7m グレー φ5.5 7 10 80 390
46953415 5.5mm×7m ブロンズ φ5.5 7 10 80 390
46917260 5.5mm×20m グレー φ5.5 20 5 30 1,070
46939642 5.5mm×20m ブロンズ φ5.5 20 5 30 1,070
46952598 6.8mm×7m グレー φ6.8 7 10 60 620
46953416 6.8mm×7m ブロンズ φ6.8 7 10 60 620
46938294 3.5ｍｍ×250m グレー φ3.5 250 1 6 8,300
46938218 3.5ｍｍ×250m ブロンズ φ3.5 250 1 6 8,300
46952533 3.5mm×300m グレー φ3.5 300 1 5 9,400
46931066 3.5mm×300m ブロンズ φ3.5 300 1 5 9,400
46938295 4.5ｍｍ×150m グレー φ4.5 150 1 6 6,000
46938219 4.5ｍｍ×150m ブロンズ φ4.5 150 1 6 6,000

商品コード 呼称 カラー サイズ 入数 標準価格直径（ミリ）長さ（m）小箱 梱
46952535 4.5mm×300m グレー φ4.5 300 1 5 11,400
46931067 4.5mm×300m ブロンズ φ4.5 300 1 5 11,400
46938296 5.5ｍｍ×100m グレー φ5.5 100 1 6 5,300
46938220 5.5ｍｍ×100m ブロンズ φ5.5 100 1 6 5,300
46952537 5.5mm×300m グレー φ5.5 300 1 5 15,000
46931068 5.5mm×300m ブロンズ φ5.5 300 1 5 15,000
46952599 6.8mm×200m グレー φ6.8 200 1 5 16,100
46931069 6.8mm×200m ブロンズ φ6.8 200 1 5 16,100

網押えゴム・ネットバンド

商品コード 呼称 カラー サイズ 入数 標準価格直径（ミリ）長さ（m） 梱
46952531 7ｍ巻 釘付 ブルー － 7 180 190

材 質 塩化ビニール
カ ラ ー グレー／ブロンズ

●アミ戸の張り替え用品。アミドに
よりゴムの太さが違います。ネッ
トバンドは木枠アミ戸用で釘つき
です。

●サイズに迷ったときは、「太さが変
えられるゴム」3.5mm、4.5mm、
5.5mmの3サイズ（アルミサッシ
溝の約90%）に対応できます。

中間のサイズの場合は太い方をお
選びください。

施工ワンポイント

ネットバンド 網押えゴム

■網押えゴム（アルミ網戸用）

■ネットバンド（木枠網戸用）

商品コード 呼称 カラー サイズ 入数 標準価格直径（ミリ）長さ（m）小箱 梱
46938221 3.5-5.5ｍｍ×7m グレー 3.5-5.5 7 10 80 570
46938222 3.5-5.5ｍｍ×7m ブロンズ 3.5-5.5 7 10 80 570

■太さが変えられるゴム（アルミ網戸用）

太さが変えられるゴム
太さ調節の仕方・・・
長さに10cm余分があるので、少し切って太さを試してからお使い下さい。

ゴムは最初の状態では
5.5mm相当の太さに
なっています。

片側の表面をはがすと
4.5mm相当の太さにす
る事ができます。

さらにもう片方もはがす
と3.5mm相当の太さに
なります。

①5.5mm ②4.5mm ③3.5mm
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商品コード 呼称 カラー サイズ 取付可能
範囲（ミリ）

入数 標準価格直径（φ）長さ（m） 小箱 梱
08135773 網押えゴム 共用タイプ シルバー 5.5 7 3.5～5.5 10 80 540
08135774 網押えゴム 共用タイプ ダークブロンズ 5.5 7 3.5～5.5 10 80 540

網押えゴム 共用タイプ
材 質 塩ビ

カ ラ ー シルバー
ダークブロンズ

●およそ 3.5mmから5.5mmのサッシ
　溝に対してご利用できます。

商品コード 呼称 カラー サイズ（ミリ） 入数 標準価格縦 横 梱 小箱
46948359 ワンタッチローラーＮＷ ブルー 170 70 200 10 280 
46948360 ツインローラーＮＷ グリーン 185 75 200 10 430 
46948998 PRO用ローラー レッド 217 60 100 10 1,580

網戸張替用ローラー
材 質 ABS＋POM（PRO用のみエラストマー＋POM＋ABS)

●ワンタッチローラーNW：ローラー
の使用により、網戸の張替がより容
易になります。

●ツインローラーNW：細いゴム・太
いゴムどちらのタイプもご使用いた
だけます。

●PRO用ローラー : より疲れにくい
構造になっているため、大量に張り
替える方にオススメ、細いゴムにも
太いゴムにも対応。

網戸の張替には必須の道具です。

施工ワンポイント

ワンタッチ
ローラー

ツイン
ローラー

PRO用

商品コード 呼称 カラー 入数 標準価格小箱 梱
46938223 網戸張替え専用カッター ダークグレー 10 200 530
46923641 網戸張替え専用カッター　替刃ダークグレー 20 200 250

網戸張替え専用カッター
材 質 樹脂-ＡＢＳ

●アルミ網戸張替え用品。
●簡単・安全どなたでもキレイに仕上
がります。

●替刃のみ取替え可（別売）。

網戸張替え
専用カッター

網戸張替え
専用カッター 替刃

刃が出ていないので安心して使
用できます

施工ワンポイント

商品コード 呼称 カラー サイズ（ミリ） 入数 標準価格縦 横 高さ 取付可能範囲 小箱 梱
46920461 網戸用ひきてブラック 60 55 14 10 10 200 690

網戸用ひきて
材 質 樹脂-ＡＢＳ

●アルミサッシ専用（左右兼用）。
●面ファスナーで取付けかんたん。
●取手が大きく開け閉めスイスイ。

工具いらず（ビス不要）で網の補
修の必要なし。

施工ワンポイント

商品コード 呼称 入数 標準価格小箱 梱
46917253 網戸用クリップ（2個入り） 10 200 530

網戸用クリップ

●アルミ網戸張替え用品。
●クリップで固定すると簡単に張替え
できます。

2ヶ所固定することがポイント。

施工ワンポイント

材 質 ステンレス

商品コード 呼称 カラー 入数 標準価格小箱 梱
46920462 網戸レール掃除ブラシ ブラック 10 200 490

網戸レール掃除ブラシ
材 質 樹脂-ＡＢＳ

●かんたん取付け（両面テープ）の
すき間掃除ブラシです。

●サッシレールやパソコンなどのすき
間の掃除に最適です。

工具いらず（ビス不要）です。

施工ワンポイント

パソコンキーボード
使用例

サッシレール
使用例

取付方法
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