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デコレーションスクリュー【ＤＥＣＯＳ】　装飾ネジのカタログ　　　　　　　　　　　　　

【ｲﾋﾞ粧ビス】ＮＯＩ

商品名 �サイズ ���材質･ﾒｯｷ�形状
�頭部径 �頭部高さ�ネジ部

ローレット付化粧ビス81号 �12mm �3mm �Ｍ６×１５ �真鎗･クローム　真諭･ミガキ�　ミン4φ

���Ｍ６×２０

���Ｍ６×２５

���Ｍ６×３０

�15mm �3mm �Ｍ６×１５
���Ｍ６×２０

���Ｍ６×２５

���Ｍ６×３０

�２０闘 �3mm �Ｍ６×１５

���Ｍ６×２０

���Ｍ６×２５

���Ｍ６×３０

���Ｍ６×３５

�15mm �5mm �Ｍ６×１５ �ステンレス���Ｍ６×２０

���Ｍ６×２５

�20mm �5mm �Ｍ６×１８���Ｍ６×２０

���Ｍ６×２５

　ﾛｺ］

化粧ビス（ﾛｰﾚｯﾄなし）86号 �12mm �3mm �Ｍ６×１０ �　　真鎗パールニッケル

�Ｙ

���Ｍ６×１５

���Ｍ６×２０

���Ｍ６×２５

���Ｍ６×３０

�15mm ��Ｍ６×ＩＯ

���Ｍ６×１５

���Ｍ６×２０

���Ｍ６×２５

���Ｍ６×３０

�20mm ��Ｍ６×１０

���Ｍ６×１５

���Ｍ６×２０

���Ｍ６×２５

���Ｍ６×３０

ローレット付化粧ビス８５１号 �20mm �6mm �ＷＩ／４×１２ �鉄･クローム

�ヤ
�25mm �6mm �ＷＩ／４×１２

���ＷＩ／４×２０

�30mm �6mm �ＷＩ／４×１７

ローレット付化粧ビス852号 �25mm �6mm �Ｗ５／１６×２０�鉄･クローム

ローレット付化粧ビス853号 �25mm �6mm �Ｗ３／８×２０ �鉄･クローム
�30mm �5.5mm �Ｗ３／８×２０

�35mm �5.5mm �Ｗ３／８×２０

�40mm �5.5mm �Ｗ３／８×２０

ローレット付化粧ビス８５１号 �16mm �5.5mm �ＷＩ／４×１２ �鉄･クローム

�‘?
���ＷＩ／４×１６

ローレット付化粧ビス８５６号 �16mm �5mm �Ｍ６×１２ �鉄･クローム���Ｍ６×１５

�20mm �5mm �Ｍ６×１２

ローレット付化粧ビス858号 �16mm �5mm �Ｍ８×１２
���Ｍ８×１５

クロスカット化粧ビス33号 �20mm �3mm �Ｍ６×１８ �真鐘･クローム　真鎗･ミガキ

�堂
���Ｍ６×２５

���Ｍ６×３０

���Ｍ６×３５

クロスカット化粧ビス300号 �30mm �5mm �Ｗ３／８×２０ �真倫･ミガキ
���Ｗ３／８×２５

※複写･転写はご遠盧ください。 2009/5/11付
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デコレーションスクリュー【ＤＥＣＯＳ】　装飾ネジのカタログ

【（一）化粧ビス①】ＮＯ２

商品名 �サイズ ���材質･ﾒｯｷ�形状
�頭部径 �頭部高さ�ネジ部

スリワリ付化粧ビス31号 �12mm �3mm �Ｍ６×１０ �真鎗･クローム　真鐘･ミガキ
�／　　　　　　　　　ゝｉＪ　　　　　　　　゛

���Ｍ６×１５

���Ｍ６×２０

���Ｍ６×２５

���Ｍ６×３０

���Ｍ６×３５

���Ｍ６×４０

���Ｍ６×４５

���Ｍ６×５０

��3.5mm�Ｍ６×１５ �ステンレス

�15mm �3mm �Ｍ６×１５ �真鎗･クローム　真鎗･ミガキ
���Ｍ６×２０

���Ｍ６×２５

���Ｍ６×３０

�２０闘 �5mm �Ｍ６×１０ �真鎗･クローム　真鐘･ミガキ

���Ｍ６×１８

���Ｍ６×２５

���Ｍ６×３０

���Ｍ６×３５

���Ｍ６×２０ �ステンレス

�25mm �5mm �Ｍ６×３２ �真鎗･クローム

スリワリ付化粧ビス32号 �19mm �5mm �ＷＩ／４×２０ �真楡･クローム　真鎗･ミガキ

���ＷＩ／４×２５

���ＷＩ／４×３０

���ＷＩ／４×３５

���ＷＩ／４×４０

���ＷＩ／４×４５

スリワリ付化粧ビス35号 �12mm �2mm �Ｍ４×３(旧JIS) �真鍋･クローム　真鍋･ミガキ
���Ｍ４×フ(旧JIS)

���Ｍ４×１０(|日JIS)

���Ｍ４×１５(|日JIS)

スリワリ付化粧ビス37号 �15mm �3mm �Ｍ５×１８ �真鎗･クローム真鎗･ゴールド
�18mm �4mm �Ｍ５×２０

スリワリ付化粧ビス52号 �12mm �2mm �Ｍ４×１０ �真楡･クローム　真鎗･ミガキ
���Ｍ４×１５

スリワリ付化粧ビス131号 �25mm �5mm �Ｗ３／８×３２ �真鎗･クローム　真鎗･ミガキ
�30mm �5mm �Ｗ３／８×３７

スリワリ付化粧ビス135号 �25mm �5.5mm �Ｗ３／８×２０ �真鐘･クローム　真鐘･ミガキ�1‾

���Ｗ３／８×３０

���Ｗ３／８×４０

�30mm �5.5mm �Ｗ３／８×２０���Ｗ３／８×３０

���Ｗ３／８×４０
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デコレーションスクリュー【ＤＥＣＯＳ】　装飾ネジのカタログ　　　　　

【（－）化粧ビス②＆半丸化粧ビス】ＮＯ３

商品名 �サイズ ���材質･ﾒｯｷ�形状
�頭部径 �頭部高さ�ネジ部

スリワリ付化粧ビス800号 �20mm �5mm �Ｍ６×１８ �鉄･クローム �／／゛‾'｀　　ｔ　ｌ���Ｍ６×２５

���Ｍ６×３０

スリワリ付化粧ビス801号 �20mm �5.5mm �ＷＩ／４×１２ �鉄･クローム

���ＷＩ／４×１６

���ＷＩ／４×２０

���ＷＩ／４×２５

���ＷＩ／４×３２

���ＷＩ／４×４０

���ＷＩ／４×４５

�25mm �5.5mm �ＷＩ／４×２０ �鉄･クローム

スリワリ付化粧ビス802号 �20mm �5.5mm �Ｗ５／１６×１２�鉄･クローム

���Ｗ５／１６×１６

���Ｗ５／１６×２０

���Ｗ５／１６×２５

���Ｗ５／１６×３２

���Ｗ５／１６×４０

���Ｗ５／１６×４５

�25mm �5.5mm �Ｗ５／１６×２０�鉄･クローム
���Ｗ５／１６×３０

���Ｗ５／１６×４０

���Ｗ５／１６×４５

�30mm �5.5mm �Ｗ５／１６×２０�鉄･クローム���Ｗ５／１６×３０

���Ｗ５／１６×４５

スリワリ付化粧ビス803号 �20mm �5.5mm �Ｗ３／８×２０ �鉄･クローム

���Ｗ３／８×２５

���Ｗ３／８×３０

���Ｗ３／８×４０

���Ｗ３／８×４５

�25mm �5.5mm �Ｗ３／８×２０ �鉄･クローム
���Ｗ３／８×３０

���Ｗ３／８×４０

���Ｗ３／８×４５

�30mm �5.5mm �Ｗ３／８×２０ �鉄･クローム

���Ｗ３／８×３０

���Ｗ３／８×４５

���Ｗ３／８×６０

���Ｗ３／８×８０

スリワ引寸化粧ビス８０８号 �25mm �5.5mm �Ｍ８×２０ �鉄･クローム
���Ｍ８×２５

���Ｍ８×３２

���Ｍ８×４０

　rrrl

半丸化粧ﾋﾞｽ84号 �12mm �3mm �Ｍ６×１０ �真鎗･クローム

���Ｍ６×１５

���Ｍ６×２０

���Ｍ６×２５

���Ｍ６×３０

�15mm �3.5mm �Ｍ６×１０

���Ｍ６×１５

���Ｍ６×２０

���Ｍ６×２５

���Ｍ６×３０

�20mm �4mm �Ｍ６×１０

���Ｍ６×１５

���Ｍ６×２０

���Ｍ６×２５

���Ｍ６×３０
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【ｲﾋ粧ナット①】ＮＯ４

商品名 �サイズ ����材質･ﾒｯｷ�形状
�直径 �ＨＩ �Ｈ２ �ネジ穴

化粧ナット21号 �12mm �9mm �5mm �M6用 �真鎗･クローム

�４
�18mm

�25mm

�30mm

化粧ナット24号 �15mm �15mm�10mm �M6用 �真鎗･クローム

�＠
�20mm

�25mm

�30mm

化粧ナット124号 �25mm �15mm �11 mm �W3/8用 �真鎗･クローム

�30mm

化粧ﾅｯﾄ29号 �18mm �1

1 mm �6mm �M6用 �真鐘･クローム

�Ｏ�25mm �11.5mm

�30mm

ローレント付き化粧ナット82号�12mm �6mm ��M6用 �真鎗･クローム　真諭･ミガキ

�������メスネジ深さ:3～3.5mm

�15mm ������ａ�20mm

�25mm

�30mm

化粧ﾅｯﾄ93号 �12mm �8mm ��M6用 �真楡･クローム

�Ｊ
�15mm

�20mm

�25mm

化粧ナット１２１号 �25mm �9mm �4.5mm�W3/8用 �真鎗･クローム

�ぶ
�30mm

化粧ナット　１２９号 �25mm �1

1 mm �5mm �W3/8用 �真鎗･クローム

�Ｏ�30mm �11.5mm

�40mm �12mm�6mm
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【化粧ナット②】ＮＯ５

商品名 �サイズ ����材質･ﾒｯｷ�形状
�直径 �ＨＩ �Ｈ２ �ネジ穴

スリワリ付化粧ﾅｯﾄ22号 �15mm �9mm �5mm �M6用 �真槍･クローム　真槍･ミガキ

�６
�20mm

�25mm

�30mm

�20mm �8mm �5mm ��ステンレス

スリワリ付化粧ﾅｯﾄ　122号 �25mm �9mm �4mm �W3/8用 �真鎗･クローム　真鐘･ミガキ�30mm �9.5mm

�40mm �9mm

スリワリ付化粧ﾅｯﾄ811号 �20mm �9mm �4mm �WI/4用 �欽一クローム

�６スリワリ付化粧ﾅｯﾄ813号 �20mm �9mm �4mm �W3/8用 �鉄･クローム

�25mm

�30mm �10mm

�40mm �1
1 mm �5mm

�50mm

クロスカット化粧ナット23号 �15mm �9mm �5mm �M6用 �真鎗･クローム　真鐘･ミガキ

�６
�20mm

�25mm

�30mm

クロスカット化粧ナット123号 �25mm �8mm �4mm �W3/8用 �真槍･クローム　真槍･ミガキ
�30mm �9.5mm�3.5mm ��亜鉛ﾀﾞｲｷｬｽﾄ　ｸﾛｰﾑ

�４０闘 �11 mm �3mm

ロングナット28号 �12mm �２０闘�15mm�M6用 �真鎗･クローム

�)ZZ》
��25mm

��30mm�22mm

クロームナット61号 �20mm �7mm �M6用 ��真鎗･クローム

�ａ
�25mm

�30mm

球ﾅｯﾄ �20mm �M6用 ���真鐘･クローム　真鐘･ミガキ

�t）
�25mm

�30mm
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【化粧ビス・ナットその他】ＮＯ６

商品名 �サイズ ����材質･ﾒﾂｷ�形状
�直径 �ＨＩ �Ｈ２ �ネジ径

低頭化粧ビス88号 �12mm �頭部高さ1.2mm ��Ｍ６×１０�　真鎗クローム

����Ｍ６×１５

����Ｍ６×２０

����Ｍ６×２５

����Ｍ６×３０

����Ｍ６×３５

�15mm ���Ｍ６×１０

����Ｍ６×１５

����Ｍ６×２０

����Ｍ６×２５

����Ｍ６×３０

����Ｍ６×３５

�20mm ���Ｍ６×１０

����Ｍ６×１５

����Ｍ６×２０

����Ｍ６×２５

����Ｍ６×３０

����Ｍ６×３５

低頭化粧ビス85号 �12mm �頭部高さ2mm ��1/4×13�　真鎗クローム

����1/4×20

����1/4×25

����1/4×30

����1/4×35

����1/4×40

『7n

UFO化粧ビス83号 �12mm �頭2.4 �座1.2 �Ｍ６×１０�　真諭クローム�づ慰)　ゝ4≒4x.'4.'

4･u如゛'.･　　｀叫SF¶･･

11　　､.･　.貪　　||

����Ｍ６×１５

����Ｍ６×２０

����Ｍ６×２５

����Ｍ６×３０

�15mm �頭2.8 ��Ｍ６×１０

����Ｍ６×１５

����Ｍ６×２０

����Ｍ６×２５

����Ｍ６×３０

�２０闘 �頭3.0 ��Ｍ６×１０

����Ｍ６×１５

����Ｍ６×２０

����Ｍ６×２５

����Ｍ６×３０

化粧足付ビス36号 �12mm �2mm �3mm �Ｍ４×３　ＪＩＳ�真鐘･クローム　真鎗･ミガキ

�や－���5mm�Ｍ４×７　ＪＩＳ

化粧足付ﾅｯﾄ51号 �12mm �2mm �4.5mm�M4 JIS �真鎗･クローム　真鐘･ミガキ

�心
���１０闘

化粧足付ﾅｯﾄﾌ2号 �20mm �3mm �5mm �Ｍ６ �真楡･クローム

�φ
�25mm

�３０闘

化粧足付ﾅｯﾄ172号 �25mm �３闘 �4mm �W3/8 �真諭･クローム�30mm

�40mm
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【(づローレットビス】ＮＯ了

商品名 �サイズ ���材質･ﾒｯｷ�形状
�頭部径�頭部高さ�ネジ部

スリワリ付ローレットビス　　　　　
62号 �8mm �3mm �Ｍ３×６ �真鎗･ニッケル �　之/入港ﾆﾖ３回捻ﾚ3　　　　L.　1

���Ｍ３×８

���Ｍ３×１０

���Ｍ３×１２

���Ｍ３×１５

���Ｍ３×２０

���Ｍ３×２５

スリワリ付ローレットビス　　　　　

63号 �10mm �4mm �Ｍ４×８ �真鐘･ニッケル
�福西49捻汽∇▽

���Ｍ４×１０

���Ｍ４×１２

���Ｍ４×１５

���Ｍ４×２０

���Ｍ４×２５

���Ｍ４×３０

スリワリ付　ローレットビス　　　　　

64号 �12mm �4mm �Ｍ５×１０ �真鎗･ニッケル �　j.5　弓‥、才子啄雅　ﾐ4　i

���Ｍ５×１２

���Ｍ５×１５

���Ｍ５×２０

���Ｍ５×２５

���Ｍ５×３０

���Ｍ５×３５

���Ｍ５×４０

スリワリ付ローレットビス　　　　　

65号 �12mm �5mm �Ｍ６×１０ �真鎗･ニッケル�盲ﾖ6･捻4………ご|　し

���Ｍ６×１２

���Ｍ６×１５

���Ｍ６×２０

���Ｍ６×２５

���Ｍ６×３０

���Ｍ６×３５

���Ｍ６×４０

���Ｍ６×５０
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【段付きローレットビス】ＮＯ８

商品名 �サイズ ���材質･ﾒｯｷ�形状
�頭部径�頭部高さ�ネジ部

段付ローレントビス66号 �10mm �フ.5mm�Ｍ３×６ �真鎗･クローム �ｔ{ﾚｿﾞｽ………………….tjJｽ¬捻1，言仁二訟・jﾆN
,jjjｻｻ｢………1…………　言|､,……｡1

���Ｍ３×８

���Ｍ３×１０

���Ｍ３×１２

���Ｍ３×１５

段付ローレットビス67号 �12mm �9mm �Ｍ４×８ �真鐘･クローム �，　白ﾉｹ……,,'7万でT゛T言紳士　①１　ﾚ[]｡､l……,l

���Ｍ４×１０

���Ｍ４×１２

���Ｍ４×１５

���Ｍ４×２０

���Ｍ４×２５

段付ローレットビス68号 �12mm �4mm �Ｍ５×１０ �真槍･クローム �　　j5濯ﾝ5　　そ)"lﾈｼﾞ　ﾔ………ん=J=j｀'　＼/已)｀Iワ詰問ﾆ旨ヤ　(…　…………μ,...,..･.･､　.‥‥‥‥‥奥､，　　几レ　匯5引　ﾚ9二九‥‥ｪ｡i

���Ｍ５×１２

���Ｍ５×１５

���Ｍ５×２０

���Ｍ５×２５

役付ローレットビス69号 �12mm �5mm �Ｍ６×１０ �真楡･クローム �1…………]二万………………　ｸﾞ'9

･･･"……k……‘･

���Ｍ６×１２

���Ｍ６×１５

���Ｍ６×２０

���Ｍ６×２５
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【鏡止めナット①】ＮＯ９

商品名 �サイズ ���材質･ﾒｯｷ�形状
�頭部径�頭部高さ�座金

六角鏡止め �13mm�4mm �M4用 �真槍･クローム　真槍･本金�①ﾚＥ一　　為　、　-μ.-　‘　犬｀　゛F“

�15mm

丸型錆止め �14mm�4.5mm�M4～5用 �真諭･クローム　真鎗･本金�＼……1……゛|ljjﾒlyjﾆﾆjﾊﾟ］二三……｡‥;ﾆ∧ﾌj,｡｡｡,yｭ。

�16mm

黄銅鏡止めﾅｯﾄＡ－１０ �11 mm �5.5mm�M4用 �黄銅･クローム �　､、　　　　　　戸戸ご]∃　　M拓×,G　'ﾉ?　　　　　　　　Ｅ　　　　　　，,‥‥‥‥‥]旧……ぬﾄﾞこg/七三1｀､゛i、　　　　

　　　　‘“¨　･゛゛ﾆ犬'.'j'暑　　

|-‥……1　ム　　　　レ｀'………　　

言y　　　　゛　　ワ　

私　　　　

yﾋﾞ竺几

り匹o

｡.

1゛=　　　　J………ﾑ…………

1

ミ

ベ

大河l　y％　1　11

黄銅鏡止めナットＡ－１１ �13mm�5.7mm�Ｍ４用 �黄銅･ニッケル　黄銅･コート

�����^~ﾉ￥｀｀一個ト　　

∩一

�ｙ
�-も1……,=‘s　li………（゛　J..………26

�����5.7

黄銅鏡止めﾅｯﾄＢ－１３ �13mm�8mm �M4用 �黄銅･ニッケル　黄銅･コート�　吊目こD･しづﾄ，　M10xi.0　1゛慨，″‾‾¨ﾌ　　　　　………一“-ﾌ　　M10jjべ1.0/半水行…………゛……ｿﾞ☆　ﾐI　　　　　　　　］｀＼ぐ/I

黄銅鏡止めﾅｯﾄＣ－１２ �12mm�8mm �M4用 �黄銅･クローム　黄銅･コート�○几汗疹決行　Ｊ　　　　しﾚ　　　　　｀　　4、　　’｀･ﾏ/　■　　　　　　り.　　　　　　　　　　　　-〃ww--や●‘今w●4･　　

　端引

◇ｻU

今..

①☆　　　

古　　　　¨4一

黄銅錆止めﾅｯﾄC－20 �20mm �8mm �M4用 �黄銅･クローム　黄銅･コート

黄銅鏡止めナットＣ－２５ �25mm�8mm �Ｍ４～５用�黄銅･クローム
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【鏡止めナット②】ＮＯ２２

商品名 �サイズ ���材質･ﾒｯｷ�形状
�頭部径�頭部高さ�座金

飾りキャップ（座付）91号�12mm �7mm �M4用 �真鎗･クローム �ぐしづ『　t//j√s

�16mm

�20mm

�22mm

�26mm

�29mm �８闘

�42mm

�55mm

飾りキャップ（座付）91号-S�16mm�8mm �M4用 �真鎗･黒ﾆｯｹﾙｽﾃﾝﾚｽ･鏡面ｽﾃﾝﾚｽ･ﾍｱﾗｲﾝ
�20mm

�25mm

�30mm

マルテキャップ平タイプ�10mm �7mm �M4用 �　真倫･クローム　真鎗･ゴールド　真鎗･生地真楡･ﾊ≒にｯｹﾙ　ｽﾃﾝﾚｽ･鏡面

�jﾚ。

�12mm

�15mm

�20mm

�25mm

�30mm

マルチキャップローレットタイプ �12mm�フmm �M4用 �真諭･クローム真鎗･ゴールド�疹回旋Ｊﾀﾞﾆﾔｸ

�15mm

�20mm

�25mm

�30mm

マルチキャップ半球タイプ �12mm�9.5mm�M4用 �真倫･クローム真鎗･ゴールド�　//'‾゛へ☆。回)．

�15mm
�20mm �12mm

�25mm�14.5mm
�30mm �17mm

ジュエルロック92号 �B8.1 �Ｃ６．２ �M4用 �鉄･ｸﾛｰﾑ鉄ｺﾞｰﾙﾄﾞ

�良三11十ｹｰ:　　エミ
�Ｂ９．２�Ｃフ.5 �M5用

�B11.5 �Ｃ９．５ �M6用

�B15.0 �C12.5 �M8用
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【スペーサー①・パッキン等】ＮＯＩＯ

商品名 �サイズ ���材質･ﾒｯｷ�形状
�外径 �内径 �長さ

スペーサーＭ６用 �8mm�6mm �5mm �鉄･ニッケル
�ヴ･……コこ

���10mm

���15mm
���20mm

���25mm

���30mm
���35mm
���40mm

���50mm

スペーサーＭ８用 �10mm �8.3mm�5mm

���10mm

���15mm
���20mm

���25mm
���30mm

���35mm

���40mm

���50mm

スペーサーMIO用 �12mm�10.3mm �5mm

���10mm

���15mm

���20mm
���25mm

���30mm
���35mm

���40mm

スペーサー501号 �20mm �　M6ネジ切�20mm �真鎗･クローム　(磨き無し)
�づ≒｀し､.｡ﾙﾉ

スペーサー500号 ��　M6貫通穴

ビニールカバーＭ１２用 �15mm�12mm �20mm �ビニール(透明)

�[j
ビニールカバーMIO用 �12mm�10mm �10mm

ビニールカバーM9用 �11 mm �9mm �8mm

ビニールカバーＭ６用 �8mm�6mm �9mm

商品名 �サイズ ���材質 �形状
�外径 �内径 �厚さ

ビニールパッキンＭ６用 �20mm �6mm �lmm �ビニール(透明)
�∧二三回⑤、ニニ]しﾉ�12mm

ビニールパッキン3/8用(ＭＩＯ) �25mm�10mm
�30mm

ナイロン丸座金M4用 �10mm �4mm �0.8mm�ナイロン(乳白色)

�①
ナイロン丸座金M5用 �12mm�5mm

ナイロン丸座金M6用 �16mm�6mm �lmm

ナイロン丸座金MIO用 �22mm�10mm �1.6mm
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【フォトスタンド金具①】ＮＯ１１

商品名 ��サイズ �寸法図 ��������������������������ニッケルメッキ/代用金メッ牛

表
部
品 �・ローレット型�４ｍ �T/FI_

���10mm《
� � � � � � � � - 一 一 一 一 一 一 一 一

�����������４．５

��6mm

���十万⊇��８ｍ

�・すべ型 �2mm（高さ５）

���9.5

サ

������������������������4.5mm��４ｍ

��６ｍ �������������｜
���二｜　コ

3mm　　L��８ｍ

�・プベ型（小型）�4mm

���������������������������町ﾌﾞ���言 �����������������������４．５

���������������｜

���二｜　　　｜　3mm　　L

�・円筒メス �Ｏｍ

��2mm

���づ ���������������������������４．５

��４ｍ
������������������｜

��６ｍ ���ド‾‾巡　｜レ

��８ｍ

�・円筒メス（小型）�2mm

���������������������������貳���言 �������������������������４．５

�����������������＿　｜

���Γ5mm l　LI

裏
部
品 �・円筒オス �※１サイズ

���35コEⅢⅢ �����������������ヅ
���匹ｏ　レ

�・円筒オス（小型）�※１サイズ

����
�������づ���3酒｜

���||
� �� ｜

���｜
���匹|

�・大頭 �L=6 ���づ
��������������||�||| �｜ �｜

��13.5mm

��L=8 ������������｜
���ｌｍｍ□ＬＩ

�・脚 �３０ｍ

���３５工[Z ����������������������������ﾚﾌﾄ��４０白

��５０ｍ
���1

6mm

l　　　　　　　　　　　　

L　　　　　　　　　　　　

I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■　7¶･■■j･ゝdllidF･IF111111･■■■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‥‥‥‥‥‥‥‥i優･････.　　･･･..･･:･;･;'.｀･｀:･:.･.･･.･　　･･

��６０ｍ

��８０ｍ
��１００ｍｍ

中
間
部
品 �・ジョイント�１０ｍ

��������������������������ヅ��20mm �3.5 1
� �� �� � ｊ

�田�‖

��３０ｍ �１

��40mm ���「ら‾「ノ
��５０目 ����������������������������※右部がメスネジ　

になってます����※直径が4.5mmタイプもあります��１００ｍｍ

小箱人数　

２００

２００

２００

２００

２００

２００

２００

２００

２００

200

200

200

２００

２００

２００

２００

２００

２００

２００

１００

１００

２００

２００

２００

２００

２００

１００
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【フォトスタンド金具②】ＮＯ１４

商品名 ���寸法図 ���真楡　クロームメッ牛

表
部
品 �フォトスタンド　　オス�６×フ �↑r－゛－1

���こ国議

���剽 ��Ｍ４

���圭L＿＿_＿」　　一一一一　

匹7‾4‾‾10^^‾
j

��平頭８φ�沼ニニ]－い-i｡H
���＠ａａ

��球８φ �億)=]･･　ト10

一一1 ���9“4Q

裏
部
品 �フォトスタンド　　メス�６×１０

�谷口］　μli¬L，���逼二）
��６×５０

�G陽⊇⊇
� � � … … … ゛ 大 巧 ■ ･

･ i ■ ･ ･ % F 1 4 ･ 鞠 ｀ ♂ ｀ ' ; ; X ･ x t ･ y : ･ X ･ 旨 ｳ x i 7 , ' , M . ‘ . ｀ . ｀ 心 ' ‘ ･ ; . ‘ : ･ : ･ : ･ : ･ : : ! ! 吟 吋 吻 ? ; 7 ? ? 7 7 7 a り ; ･ ; ･ ･��６×１００�E辺。　　［:ニコ　に10二L一一Js-－-一一一一一一｡-，

中
間
部
品 �フォトスタンド　両ネジメス�６×５０

�賜四回
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【フォトスタンド金具③】

商品名 ��サイズ �寸法図 ��������クロームメッキ（バフ磨）

表
部
品�・円形(Ｍ５メス)�１２φ �-

��������JI感'‘詣｀'゛''゛゛s゛゜……=.;.:.｀･、、・　　.勁｀･胞．難]l　聯賜鯛　ﾐ]iEE;　　　j回･……1,.。　　争　　　:拶EE;･口入　　　　　　　丿聡i笏I

]JJ､jl j'゜ilJI,Jili

=iliii;iiiiﾐ1=lil=111111s　頑艶回

���Ｌ

��１５φ

���→　

8mm��２０φ

裏
部
品 �・脚 �８０ｍ

���回コ【Ｅ ������������づ
���　　Ｗ｢‾　　　　　　　　Ｌ　　　　　　　　　Ｉ

細緬言説吏　　尚　　　言　奥　　ｊ　§　　詣昌之皿座談ヨ

賜ｦ，縦貫言　胆顛万　万　　ｊ
��１００ｍｍ

��L=40/60 �１　１　１
���　坤軸φ●帥●軸@吋

_

���コ �������４

������６

中
間
部
品 �・スペーサー(両オスネジ)�L=10/20/30　　/40

�∩　１　白

���嘔二鋤 ���������一６

�・スペーサー
(両メスネジ) �L=10

�ド｜

���　一輛尨⊥ �������６

��レ２０／３０／４０
�｜　！　｜���s=極二 ����二〉　　　⊂ �������６

���ＴＵ

そ
の
他 �・丸型 �ナット：Ｌ=４ネジ:Lこ６

�9言Jﾀ　　　　　9ﾐｽﾆ:ﾔ1ﾌﾞ弘5
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【組ネジ】ＮＯ２０

商品名 �サイズ �材質：異論　／　メッキ：ニッケル

組ネジ① �　　　L=4ﾒｽ頭部←なし貫通�一遍1

: ｀j
===:　4

ご‥ゞ 縦Til‥‥函-ﾌﾞ十べ……………….……,,.,,]犬,｡]､,L√ﾌﾟ……　　　:;，　　　　　　　　　

　？　　　　　　y　　目

�　　L=5

ﾒｽ頭部+-なし

�　　L=6

ﾒｽ頭部←なし

�L=8

�Ｌ=１０

�Ｌ=１２

�Ｌ=１５

�Ｌ=２０．５

�Ｌ=２５

�Ｌ=３１

�Ｌ=３４

�Ｌ=４０

組ネジ② �L=4　ﾒｽ頭部貫通 �　､。　　　　　　　　　　　　‘l｀……゛゛'……ﾆ゛……゜………………゜11J゛　　　‘?:゛･｀｀':･:･:.｀･:｀･'　て7)、=･=……………………　　　　　ﾉ゛　　　　≒　　……………………………゛゛'ぐ紛氷上:U二五回二年白゛≠4卜jﾌﾞｰ(§j}……　　　　……?雙ｴ↓.L　鳶　　　　　　　　　ｓづIJ･　　　　　………　　　　　　　　一　　　　　

　黛･………4･.･.一一一::.･･'･'.‘･･.'･'･I･I･'.'.'　　　　　　　ざ

�L=6　ﾒｽ頭部○

�L=8　ﾒｽ頭部○

�Ｌ=１０

�Ｌ=１２

�Ｌ=１５

�Ｌ=１８

�Ｌ=２０

�Ｌ=２４

�Ｌ=２７

�Ｌ=３０

�Lﾆ３３

�レ３６

�Ｌ=４０

�Ｌ=４５

�Ｌ=５０

�Ｌ=５５

�Ｌ=６０

�Ｌ=６５

�L=了○

�Ｌ=８０

�Ｌ=９０

�Ｌ=１００

つなき
�L=6

�L=8

�3石m白4〉m耳 ��ぐﾚLoml
�Ｌ=１０

�Ｌ=１２

��晋一柵升一分　　　　　L　

6ml

�Ｌ=１５

�Ｌ=２０

�Ｌ=３０

�Ｌ=４０

�Ｌ=５０

プッシュパイプ
�Ｌ=４／６／８／１０／１２／１５／１８／２０／２４／２７／３０／３３／３６／４０／４５／５０／　５５／６０／６５／了○／８０

�万緑
プラねじ �L=4.5/了．５／１５　(頭部9.5必/軸5(力)
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【パネルアタッチメント】ＮＯ１２

商品名 �サイズ ���メッキ�形状
�直径 �胴部 �ビス

言⊇こ

Ｚ麗

日≡圀

個雪ぢﾄﾞ
�15mm �20mm �Ｍ４×３０�クロームゴールド�SPA

20］回目　　　目　　E［4

�20mm �25mm

�����４一�i1万ﾃ対�針でﾅ

��35mm

�����回］｜　　　　　|ｽﾞ↑”゛∧回4　　　

L…………ヽ･心……………　ル　　l‘大戸ｼﾞ　　　　　

戮　
ﾊﾞ4ﾙ草3mt~9ml

��50mm

�12mm �10mm �Ｍ４×４５ �クロームゴールド�]士J　j.ｻ|¬11]ｹﾞ肖゛･.･.･･.･･　　　　　　･････････････････　　　　鳶きT千]ﾅ……………………'･j………゜'゛.I.ｸﾞ'IT胎。。　　　……禁t｀………゜゛゛1　　｀゜゛∠'　　　加eﾊﾟﾈﾙ幕　3四詐tヽ9m酬��15mm�Ｍ４×５０

��20mm�Ｍ４×６０

�15mm �10mm �Ｍ４×４５��15mm�Ｍ４×５０

��20mm�Ｍ４×６０

パネルタッテメント　　

【PAタイプ】 �20mm �25mm �Ｍ４×３０�クロームゴールド
�　＞牛言言ﾌﾞ爪三回…………,.､9.､‥‥‥‥、　　⑤　　………………1　ijjiiふjd　　　　　　　　　　　lj、　　　　　　　･･･.･.･･.　　　　･9.，　　　　　　　　.47T｀づ……プjj……1.･｀=:,,｀j11,

･］il’l°1°JIJI.,,.,.,。､’,,’聊j･“
?ﾀﾞ，’‾I?　　･jaiij¶¶･･¶♂r

･･.･.･･1jjljj
ji

･r　　　　　　　　　7
j.･･j W.･.|.i八ﾐ4　　　　　　　　　1……………………………s瀋べ…………･………………IL㈲］　　　
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　　　　　　(株)ネジマツTEL03(3634)7201/ FAX03(3634)7204

デコレーションスクリュー【DECOS】　装飾ネジのカタログ　　　　　　　　　　

【低頭ネジ(低頭ボルト)】

商品名 �サイズ ����材質･ﾒｯｷ�形状
�直径D �頭部高さ�ネジ径�ネジ長さ

　超極低頭ボルト

(スリムヘッドスクリュー)�フφ�0.8 �Ｍ３�6～10/(+)10～30 �　鉄･ニッケル鉄･黒ニッケル

�８φ�0.9 �Ｍ４�6～10/(+)12～30

�９φ�1.0 �Ｍ５�8～16/(+)12～30

�10φ �1.2 �Ｍ６�※(+)のみ12～30

�４φ�O｡5 �Ｍ２
�４･５・６・８・１０・１２ �ステンレス

�６φ�0.6 �M2.6
�４･５・６・８・１０・１２

�フφ�0.8 �Ｍ３�6～16/(+)10～30

��1:
���

�貰

yｚ

�8(Z) �0.9 �Ｍ４�6～25/(+)10～30

�卵 �1.0 �Ｍ５�8～30バ+)12～30

�１２φ�1.2 �Ｍ６�8～40バ+)12～30
� � ･ ･

･ F ･ | ÷ ･ i i ･ d l d 1 1 1 〃 　 　 ら

超極低頭タッピング �８φ�O｡9 �Ｍ３�１０･１６･２０･２５･３０ �鉄･ニッケル
�　　λ　　　４　　　９言‾紳ﾄｰK,….Q..､;4　　　ふj､･,､………,...........･j

�９φ�1.1 �Ｍ４�１２･１６･２０･２５･３０

�10φ �L2 �Ｍ５�１６･２０･２５･３０

極低頭ボルト �４φ�1.1 �Ｍ２
�５・６・８・１０・１２･１４　　　　　・１６�　鉄･黒染ステンレス　　樹脂(ﾚﾆｰぞ-ｸ)�ﾆy①

�討 �1.3 �M2.5�５・６・８・１０・１２

�6(y) ��Ｍ３�５・６・８・１０・１２

�������6角穴
�８φ�1.5 �Ｍ４

�６・８・１０･１２・１６

������ﾚｻﾅ

¨

↓　　　　ｊ

�９φ ��Ｍ５�６･８･１０･１２･１６･２０

�10φ ��Ｍ６
�６･８･１０･１２･１６･２０　　　　･２５･３０

�１３φ ��Ｍ８�８･１０･１２･１６･２０　　･２５･３０

�16φ ��Ｍ１０�１０･１２･１６･２０･２５･　　　　　　３０

特平ネジ �フφ�1.5 �Ｍ４�６～４０ �ステンレス

�吊�９φ�1.6 �Ｍ５�１０・１２

極低頭タッピング�８φ�1.5 �Ｍ４�１０･１２・１６ �鉄一三価クロメート　ステンレス

�ルト
�卵 ��Ｍ５�１２･１６･２０

�10φ ��Ｍ６�１６･２０･２５

低頭ボルト �55φ�2.0 �Ｍ３
�５･６･８･１０･１２･１６･２０　　　　　･２５･３０�　　鉄･黒染鉄･U/C/CR/NI　ステンレス　　樹脂　(ﾚﾆｰ/ﾋﾟｰｸ)�……ﾉ･ﾆﾆ①

�フφ�2.8 �Ｍ４
�６･８･１０･１２･１６･２０１２５･　　　　　３０･３５･４０

�8.5φ�3.5 �Ｍ５
�６･８･１０･１２･１６･２０･２５･　　３０･３５･４０･４５･５０

�10φ �4.0 �Ｍ６
�８･１０･１２･１６･２０･２５　･３０･３５･４０･４５･５０ ����6角穴

������ｹﾌﾞljll
�１３φ�5.0 �Ｍ８

�１０･１２･１６･２０･２５･３０　･３５･４０･４５･５０･６０

�１６φ�6.0 �Ｍ１０�　　１６･２０･２５･３０･３５･４０･４５･５０･６０･７０･８０

�１８φ�7.0 �M12
�２０･２５･３０･３５･４０･４５　　　･５０･６０･フ○･８０

�24φ�9.0 �M16
�３０･３５･４０･４５･５０･６０　　　　　１７０･８０

�30φ �11.0 �M20
�４０･４５･５０･６０･７０･８０

�３６(ｙ)�13.0 �M24
�４０･５０･６０･８０･９０



　　　　　　(株)ネジマツTEL03(3634)7201　/FAX03(3634)7204

デコレーションスクリュー【ＤＥＣＯＳ】　装飾ネジのカタログ　　　　　　　　　　　

【低頭ネジ(その他)】

商品名 �サイズ �����材質･ﾒｯｷ�形状
�直径 �頭部高さ��ネジ径�ネジ長さ

低頭化粧ビス88号 �12mm �1.2mm ��Ｍ６�１０･１５･２０･２５･３０･３５�　真鐘クローム
�……………………………:::'･ぶs　s.･g

�15mm

�20mm

低頭化粧ビス85号 �12mm �2.0mm ��WI/4�１３･２０･２５　･３０･４０

薄バインド小ネジ �8.1mm �1.6mm ��Ｍ４ �４･５･６･８･１０･１２･１６･　　２０･２５�ステンレス �ﾌﾞ4寸゛。。白∧八　　偏一謎ニ-　回j………Uｻﾆ△ﾅﾆﾆ

取つ手用小ネジ �9.3mm �0.7～1 ��Ｍ４×２０ ��鉄･クロメート鉄･ステンコート

�半]]ﾌﾞﾌﾟT仁ﾉ゛jご

����Ｍ４×２３

����Ｍ４×２５

����Ｍ４×３０

����Ｍ４×３５

����Ｍ４×４０

����Ｍ４×４５

シンヘッド(TPタイプ)�5mm
�H0.8 �h0.2 �Ｍ２

�４･５・６・８　・１

０ ・１ ２ �鉄･ユニクロ鉄･クロメート　　鉄･BC�ﾆｻj

j･'･｀]ﾆこ･=に.:………1に≒……………二２‘゛①水行　　乙こ　じ″　　ｊ

�8mm �HI.2�h0.4 �Ｍ３ �　３･４･５･６･８･１０･１２・１６･１８･２０

�10mm �HI.6�h0.6 �Ｍ４ �６・８・１０・１
２ ･ １８

シンヘッド(FHタイプ)�4.0mm �H0.9 ��Ｍ２．６�４・５・６・８　・１

０ ・１ ２ �欽一ユニクロ鉄･クロメート　欽･BC�ﾉ?やことこ　　　　。/Tへ　万…………｢l………,'‾

�5.5mm �HI.2 ��Ｍ３�　４･５･６･８り○･１２･１６　･１８･２０
�������==(==………Eﾄ争心2-��ｒ［一一………『

���������に二j

�������ｻｹ´し郷入

丿四�7.0mm �HI.6 ��Ｍ４�６・８・１０・１
２ ・１４

(-)平小ネジ �5.5mm �2.0mm ��Ｍ３�６～３０ �鉄･ユニクロ鉄･クロメート�ゾ……二回i　ﾀﾞ゛ljﾌﾞ………奸才ﾌ…………　･禰S4……………4･'専………z゛:………¬

�7.0mm �2.6mm ��Ｍ４

�9.0mm �3.3mm ��Ｍ５�８～４０

�10.5mm �3.9mm ��Ｍ６�８～５０

�14mm �5.2mm ��Ｍ８�１６～１５０

スリワリ付小ネジ平頭 �10.5mm �4.0mm ��Ｍ６�１０～３０ �鉄･ニッケル

ノンヘッドジャックポイント �10mm �0.9mm ��Ｍ５×１６ ��鉄･ユニクロステンレス�ぶﾌﾟﾌ…………　　FE　必ぺ'Il

i⊇]，J言言誰誰陽二昌ﾚ　　……,1,;。,ｪs､.、　　　　八八　

　　　　い｡i

����Ｍ５×１９

����Ｍ５×２５

����Ｍ５×３５

����Ｍ５×４５

ピアスヒラ頭 �9.0mm �2.0mm ��Ｍ４×１３ ��ＳＵＳ４１０�斗･一戸（ﾚ几t__………T’j:



　　　　　　(株)ﾈｼﾞﾏﾂTEL03(3634)7201　/FAX03(3634)7204

デコレーションスクリュー【ＤＥＣＯＳ】　装飾ネジのカタログ　　　　　

【いたずら防止ネジ①(ステンレス小ネジ)】

商品名 �サイズ ����材質･ﾒｯｷ�形状
�頭部径 �頭部高さ�ネジ径�ネジ長さ

　ピン･ボタン
六角穴ボルト �5.7 �1..65 �Ｍ３ �６～２５ �ステンレス �(¨j加席ji宍

�7.6 �2.2 �Ｍ４ �６～３０

�9.5 �2.75 �Ｍ５ �１０～４０

�10.5 �3.3 �Ｍ６ �８～５０

�１４ �4.4 �Ｍ８ �１０～５０

�17.5 �5.5 �ＭＩＯ �２０～６０

�21 �6.6 �Ｍ１２

　ピン･皿
六角穴ボルト �5.5 �1..65 �Ｍ３ �６～２５ ��'ﾚ･､‰齢綸ぐ《y戸妙所昨

�8.4 �2.7 �Ｍ４ �６～３０

�9.3 ��Ｍ５ �１０～４０

�11.3 �3.3 �Ｍ６ �１０～５０

�15.8 �4.65 �Ｍ８

ツーホール
ナベ小ネジ �６ �1.8 �Ｍ３ �６～２０

��揃瀕
�８ �2.4 �Ｍ４ �１０～２５

�10 �３ �Ｍ５ �１２～３０

�１２ �3.6 �Ｍ６ �１２～４０

ツーホール
皿小ネジ �5.6 �1.65 �Ｍ３ �６～３０

��一瞬
�7.5 �2.2 �Ｍ４ �１０～３５

�9.2 �2.5 �Ｍ５ �１２～３５

�１１ �３ �Ｍ６ �１２～４０

ワンサイド
ナベ小ネジ �5.5 �２ �Ｍ３ �５～１６

��4j琳
�７ �2.6 �Ｍ４ �６～２５

�９ �3.3 �Ｍ５ �８～４０

�10,5 �3.9 �Ｍ６

ピン･ボタン
TRXボルト �5.7 �1..65 �Ｍ３ �６～２５

��參≠」

�7.6 �2.2 �Ｍ４ �６～３０

�9.5 �2.75 �Ｍ５ �１０～４０

�10.5 �3.3 �Ｍ６ �８～５０

�１４ �4.4 �Ｍ８ �１０～５０

�17.5 �5.5 �ＭＩＯ �２０～６０

�21 �6.6 �Ｍ１２

　ピン･皿

TRXボルト �5.5 �1‥65 �Ｍ３ �６～２５

��⑩半
�8.4 �2.7 �Ｍ４ �８～３０

�9.3 ��Ｍ５�１０～４０

�11.3 �3.3 �Ｍ６ �１０～５０

�15.8 �4.65 �Ｍ８

トライウィング　
ナベ小ネジ �5.6 �1.8 �Ｍ３ �６～２５

��か
�8.17 �2.92 �Ｍ４ �８～３０

�9.47 �3.37 �Ｍ５ �１０～４０

�12.49 �4.44 �Ｍ６ �１０～５０

�15.62 �5.53 �Ｍ８

トライウィング　
皿小ネジ �5.5 �1..65 �Ｍ３ �６～２５

��砂
�8.4 �2.7 �Ｍ４ �６～３０

�9.3 ��Ｍ５ �１０～４０

�11.3 �3.3 �Ｍ６ �１０～５０

�15.8 �4.65 �Ｍ８

システム５
ナベ小ネジ �4.5 �1.45 �Ｍ２ �３～１６

��①小皿
���M2.3

�5.5 �2.02 �M2.5 �３～２０
���M2.6

　十字ピン
ナベ小ネジ �5.5 �２ �Ｍ３ �６～１０

��つ恕肺
�７ �2.6 �Ｍ４ �６～１６

�９ �3.3 �Ｍ５ �ＩＯ～２０

�10.5 �3.9 �Ｍ６



　　　　　　(株)ネジマツTEL03(3634)7201　/FAX03(3634)7204

デコレーションスクリュー【ＤＥＣＯＳ】　装飾ネジのカタログ　　　　　　　　

【いたずら防止ネジ②(その他)】

商品名 �サイズ ����材質･ﾒｯｷ�形状
�頭部径 �頭部高さ�ネジ径�ネジ長さ

LH小ネジ �5.5 �2.02 �Ｍ３ �５～１２ �　　　鉄ﾕﾆｸﾛ/ｸﾛﾒｰﾄ　ﾆｯｹﾙ／ＢＣ　　クローム

�心瀋ら
�7.5 �2.5 �Ｍ４ �６～１６

�９ �3.3 �Ｍ５ �８～１２

�5.5 �2.02 �Ｍ３ �６～１０ �ステンレス �T¬
�
��拷

��叶汁T!�ﾌ.5 �2.5 �Ｍ４ �４～４０ ��’｀｀i’　　　　”‾7’‾‾‾‾‾‾’

LRナベ小ネジ �４ �1.3 �Ｍ２ �４～６ �　　　鉄ﾕﾆｸﾛ/ｸﾛﾒｰﾄ　ﾆｯｹﾙ／ＢＣ　　クローム
�＿2､、乱入

�６ �2.1 �Ｍ３ �６～１２
������Ｊｆぐ'ｌ｀‘)ｘ　ｌ　ｌ�����ｉ

�７ �2.6 �Ｍ４ �６～２０ ��L硝ｸじ �����犬-
�９ �3.3 �Ｍ５ �１０～３５

LR皿小ネジ �６ �1.75 �Ｍ３ �６～８

��｡４／ふ－ぷ_
�８ �2.3 �Ｍ４ �８～１２

������si1‾i‾｛.LJ‾i‾OIηII

������‾こ億ココ�１０ �2.8 �Ｍ５ �１６

LRトラス小ネジ �6.9 �1.9 �Ｍ３ �６～１２

��大口い
�9.4 �2.5 �Ｍ４ �８～１５

�11.8 �3.1 �Ｍ５ �１０～１６

������サ汽　　　LRトラス小ネジ

タンパープルーフ(ピン付) �9.4 �2.5 �Ｍ４ �８～１２ �鉄ｸﾛﾒｰﾄ ��｜
������--　　　　　　　　・

　　TRXナベ小ネジ

タンパープルーフ(ピン付) �5.5 �２ �Ｍ３ �５～２０ �　　　鉄ﾕﾆｸﾛ/ｸﾛﾒｰﾄ　ﾆｯｹﾙ／ＢＣ　　クローム
�，　　T

�７ �2.6 �Ｍ４ �６～３０

�９ �3.3 �Ｍ５ �８～５０

�10.5 �3.9 �Ｍ６ �８～３０

������州紬
�･ﾄ���レにコ�5.5 �２ �Ｍ３ �５～２５ �ステンレス

�７ �2.6 �Ｍ４ �６～３０
����������ｋ���１　１

�９ �3.3 �Ｍ５ �８～２０

�10.5 �3.9 �Ｍ６ �８～３０

　　TRXトラス小ネジ

タンパープルーフ(ピン付) �6.9 �1.9 �Ｍ３ �５～２０ �　　　鉄ﾕﾆｸﾛ/ｸﾛﾒｰﾄ　ﾆｯｹﾙ／ＢＣ　　ｸﾛｰﾑ�　　　　　　　　　　ｌ，　　　　寸亡

�9.4 �2.5 �Ｍ４ �５～３５

�11.8 �3.1 �Ｍ５ �８～３０

�14 �3.7 �Ｍ６ �８～２５ ��[](手]]y老�
�４�

��ぐ

ぐ�6.9 �1.9 �Ｍ３ �５～１５ �ステンレス
���□

��������？

��������������１
�9.4 �2.5 �Ｍ４ �６～２５

�����������ｋ

�11.8 �3j �Ｍ５ �８～２０

�１４ �3ご7 �Ｍ６ �８～３０

　　　TRX皿小ネジ

タンパープルーフ(ピン付) �６ �1.75 �Ｍ３ �５～１８ �　　　鉄ﾕﾆｸﾛ/ｸﾛﾒｰﾄ　ﾆｯｹﾙ／ＢＣ　　ｸﾛｰﾑ

�万、ゾに

�８ �2.3 �Ｍ４ �８～１２

�１０ �2.8 �Ｍ５ �１０～２５

�１２ �3.4 �Ｍ６ �１２～２０

�６ �1.75 �Ｍ３ �６～１０ �ステンレス

�鯛い婉
��������コ

�８ �2.3 �Ｍ４ �８～２５ �������
�ｊ

�１０ �2.8 �Ｍ５ �１０～２０

�１２ �3.4 �Ｍ６ �１２～３０

　　　ピン･ナベ
TRXセルフドリルネジ �8.17 �2.92 �Ｍ４ �１３～１９ �ステンレス �4?41…………………゛4･ふ………l:J]U11回……､=il｀゜　回付1　　　11



　　　　　　(株)ネジマッTEL03(3634)7201　/FAX03(3634)7204

デコレーションスクリュー【ＤＥＣＯＳ】　装飾ネジのカタログ　　　　　　　　　　　　　

【頭部キャップ】

商品名 �サイズ ����材質�形状
�直径 �高さ �カラー等

ジョイントコネクターキャップ�追5φ �3.5 �ﾐﾃﾞｨｱﾑｸﾞレー ��　良質合成樹脂

���ｱｲﾎﾞﾘｰ

���茶

���往路���白

���黒

ジョイントコネクターワッシャー �笥3φ �2.5 �M4ネジ用 ��鉄･ﾕﾆｸﾛ �…‥i､‥，言言尚ﾌﾟｽJ　12.3　　　_上し.5

���M5ネジ用 ��鉄･ｸﾛﾒｰﾄ

ピアスカラーキャップ(ナベ用) �抜6φ �5.6 �Ｍ４用�　白･薄白･クリーム･べ－ｼﾞｭ･ｸﾞレー･茶色･］ｹﾞﾁﾔ･ﾌﾞルー　･黒�塩化ﾋﾞﾆｰﾙ �゛7

頴jj゙j/尚尚三

�18φ �6.0 �M5用

ピアスカラーキャップ(HEX用) �洽2φ �8.1 �M5用 ���｢…………⊥二:……………几　　　『'=1　　y四W-ys¶　　¶　　　　　　¨こ恥R　　

　　よ二と�20jφ �9.2 �M6用

穴あき木ねじ用キャップ �12φ �2.3 �･ブロンズ･ホワイト･ブラック･ｱｲﾎﾞﾘｰ��ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
� ・ づ や 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 言

�18φ �2.5

鉄（+）穴あき木ねじ �９φ ��4.5mm�25/32/3845/50/63�鉄･ﾆｯｹﾙ

�ド
ビスキャップ �12φ �2.5 �　･ホワイト　･ブラック･アイボリー　･クリーム　･ブラウン　　･茶��ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ

ボルトカバー �10 �６ �M6用 �･ブラック �ポリ塩化ビニール(PVC)　軟質�縦|生IJ'･':‘;:7聚顎嘔冴脚｀'･‘

�１３ �6.5 �M8用

�１７ �８ �M10用

�１９ �１０ �M12用

�24 �１３ �M16用

�30 �１６ �M20用
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【ローレットつまみ】

商品名 �サイズ ���材質･ﾒｯｷ�形状
�頭部径 �頭部高さ�ネジ部

小型ローレットつまみネジ　

(真鎗:BRT-NB型)　　

(ステン:SRT型) �1

1mm �8mm �Ｍ３×２０ �真鎗･クローム　ステン･鏡面

�麟４=･�16mm �10mm �Ｍ４×２０

���Ｍ５×２０

�20mm �12mm �Ｍ６×２５

���Ｍ８×２５

小型ローレットつまみナット　　　

(ＢＲＴ-ＮＣ型) �1

1mm �8mm �M3(深さ4) �真諭･クローム

�⑩�16mm �10mm �M4(深さ6)

　　ローレットつまみ

(真鎗:BRT-L6-10CR)

(ステン:SRT-L6-10S) �22mm �　1

1 mm(首下9)�Ｍ６×１０ �真槍･クローム �且ﾑ沓づ゜hﾑﾃﾞ…………窓回……

����ステン･鏡面

ローレットつまみ

(BRB一A4-15CR) �14mm �14mm �Ｍ４×１５(ネジ部7)�真鐘･クローム
�言二二，扁昌訟烈'晦吋、･9=…………………=,こ====･=,===,=大部腐即X……………=………･:E測.::栃嶮;泌一部齢:E‥‥‥‥::‘｀｀:･｀:‘‘‘‘:‘‘‘

ローレットつまみ　　

(BRF型) �12mm �8mm �Ｍ３×６．５ �真鐘･クローム �七ﾌﾟ匹.':;::::EE･.－,禰溺::･,･;………

���Ｍ３×１０．５

�15mm �10mm �Ｍ４×８
���Ｍ４×１３

���Ｍ５×フ｡５

���Ｍ５×１２．５

�18mm �12mm �Ｍ６×フ
���Ｍ６×１２

大型ローレットつまみ　　　

(JRT型) �30mm �18mm �　M8×28(ネジ部18)�頭部:ユリア樹脂　　(緑色)ネジ:鉄･ユニクロ

�｣藤十÷

���　M8×38

(ネジ部18)

���　M8×48
(ネジ部18)

���　M8×58

(ネジ部16)

�40mm �24mm �M12×72.3(ネジ部29.3)

ローレットつまみ

(ステン:SRT型) �14mm �8mm �Ｍ４×１０(４) �ステン･鏡面
�ﾚﾌﾞ鋲……iﾆ゜1゛｀J｀'ｻ牛ぐ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]％

���Ｍ４×１５(５)

���M4×20(8)

���M4×27(10)

�15mm ��M5×22(8)���M5×27(10)

���M5×37(15)

�16mm �9mm �M6×21(8)
���M6×26(10)

�18mm ��M6×36(15)
���M6×50(15)

�22mm �11mm �M8×34(15)���M8×44(20)

���M8×50(15)

※複写･転写はご遠慮<ださい。 2009/5/11付
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【伝統工芸品向けネジ】

商品名 �サイズ ���材質･ﾒｯｷ�頭部形状
�頭部径 �頭部高さ�ネジ部

アルミ飾りネジフφ �7mm �2mm �M3*15(旧JIS) �　アルミ金色/銀色�今回���M3*20(旧JIS)

���M3*25(旧JIS)

アルミ飾りネジ９φ �9mm �2.5mm �M3*35(旧JIS) �　アルミ金色/銀色
� ’ ． ． ･ 》 ’ ． ふ

アルミ飾りネジ５φ �5mm �lmm �M3*25(旧JIS) �　アルミ金色/銀色

�轡
真鎗飾りネジ �7mm �2mm �M3*15(旧JIS) �　真槍生地/金色

���M3*20(旧JIS)

���M3*20(ISO)

���M3*25(旧JIS)

���M3*30(旧JIS)

���M3*35(旧JIS)

アルミ梅飾り �8mm �2mm �Ｍ４*１０(ＩＳＯ) �　アルミ金色/銀色

�舞
アルミカムロ �10mm �2.5mm �M3.5*30　(ISO)�　アルミ金色/銀色�)111騨|liﾚ■rl■■¶¶

アルミ刻座 �9mm �3mm �M4*10(ISO) �　アルミ金色/銀色

�泰
アルミ丸頭フφ �7mm �2mm �M4*40(ISO) �　アルミ金色/銀色

アルミ丸頭10φ �10mm �4mm �M4*40(ISO) �　アルミ金色/銀色

※複写･転写はご遠慮ください。 2009/5/11ｲ寸
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