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レベルマン（ST型） （鉄骨柱建て方用レベル調整）

テツ兵衛 （鉄骨柱建レベル調整機材）

杭・構造資材

サンコー㈱

㈱アークエース

特長 ●レベルモルタル施工不要
●高レベル精度
●ワンタッチレベル調整

●取り付けが簡単
●支持力強大（3タイプ）
●いつでも再調整可能

本体の丸板がコンクリート上端にて、容易に設置できます。
レベル調整の際のボルト止めは、装着のピンにて、簡単に固定できます。

ベースパック （露出型弾性固定柱脚工法） 旭化成建材㈱
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P柱アンカーボルト （鉄骨間柱・耐風梁等用）

無収縮モルタル 「ノンシュリンク  ライトグラウト」

㈱アキテック

㈱エービーシー商会

商品名（略号） ノンシュリンク ライトグラウト（NS-GL）

調合形態 既調合

梱包 25kg/袋

J14ロート標準設定値 8秒±2秒

テーブルフロー値（HS80・HS100) －

材料混練水量（1袋当たり） 4.5ℓ±0.2ℓ

練上り容量（1袋当たり） 13.3ℓ

1m3当たり
使用料

ノンシュリンク 1,875（約75袋）

セメント －

砂 －

混練水 338kg

練上がり比重 2.21

ノンシュリンクライトグラウトは、無収縮、高強度、早強性といった無収縮グラウト材とし
ての性能はもちろん、高性能減水材の配合で流動性にも優れています。
さらに非金属骨材系なので軽量で単位容積あたりの使用重量が小さく経済的です。
また、各種公的規格に適合します。

●鉄骨柱基礎ベース据付
●橋梁沓座
●アンカーフレーム等の下部充填
●重機械類のベースプレート充填
●アンカーボルトの固定用モルタル
●逆打ちコンクリートのジョイント充填
●その他各種充填

主な適用場所

「P柱アンカーボルト」は、建築鉄骨構造技術支援協会 (SASST)の技術評価を取得し、製品の安全性や有効性が証明されました。
今までJ型やL型アンカーの定着長さ20Dを確保せざるを得なかった間柱、耐風梁用のアンカーボルトが「P柱アンカーボルト
(熱間鍛造の定着部がついた)」により大幅に短かくすることが可能になりました。

「P柱アンカーボルト」の材料は、従来のSS400から、伸び性能が降伏比0.8以下に保障されているJIS G 3138建築構造用圧延棒
鋼のSNR鋼を用いています。
またネジの加工は全て転造ネジとし、地震発生時においても十分な塑性変形能力を有しています。（軸太タイプはネジ下加工後に転造
ネジ加工をおこないます）
さらに（財）建材試験センターにて引抜試験を行い、耐力•安全性を確認しています。

現設計のサイズ•本数はそのままに、J型アンカーボルトに比べて短くしても性能が同等のP柱アンカーボルトに変更可能です。
（技術評価書の設計要領書にて検証できます。）

P柱用アンカーボルト　3つの特徴

技術評価を取得！

安全性を確保！

簡単な検証により変更可能

1
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仮設工事
矢板金物 【セパストップ】

F & 50㎜ 15型・21型 （壁厚調整寸法30㎜）

Y型 （壁厚調整寸法120㎜）

T ℓ 100㎜ 矢板金物

K ℓ 70㎜ （壁厚調整寸法40㎜）

㈱ロア・ジャパン

横矢板工法　セパストップ取付施工図　連続壁工法

F6型・F15型・F21型・F25型 （壁厚調整寸法100㎜）

T ℓ 50㎜
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仮設工事
矢板金物 【セパストップ】

F & 50㎜ 15型・21型 （壁厚調整寸法30㎜）

Y型 （壁厚調整寸法120㎜）

T ℓ 100㎜ 矢板金物

K ℓ 70㎜ （壁厚調整寸法40㎜）

㈱ロア・ジャパン

横矢板工法　セパストップ取付施工図　連続壁工法

F6型・F15型・F21型・F25型 （壁厚調整寸法100㎜）

T ℓ 50㎜

S型 5/16・3/8用 （壁厚調整寸法100㎜）

PC型 5/16用 （壁厚調整寸法85㎜）　　PC F ℓ 70型

GA型 5/16・3/8用 （壁厚調整寸法85㎜）

HD型 PCF ℓ 70型

S ℓ 70㎜ （壁厚調整寸法40㎜）
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仮設工事
ダブルフィックス（マッスルくん） 【基礎型枠・耐圧版型枠のセパ引き用】 ㈲トーワ精工

●鉄筋とセパレーターを抱き合わせによる固定（平行引きのみ）で作業がスムーズ！！
●鉄筋からのかぶりをおかさない形状。
●セパレーターの直交・平行引き溶接がしやすい溶接溝付き。
●特殊形状による金具の強度を高めた設計の為、溶接による金具の変形も防止します。

特 徴

使用例

引張荷重参考値（平均最高値）
・抱き合わせ平行引き：4700N（480kgf）
・溶接平行引き        ：8500N（870kgf）
                  （D13-W5/16 セパ使用時）          ※ボルト締め付けトルク：20～25N・m

品名 規格 入数

ダブルフィックス
（マッスルくん）D19PW

鉄筋 D10～D19
100

セパ W5/16・W3/8

ダブルフィックス
（マッスルくん）D29PW

鉄筋 D19～D29
80

セパ W5/16・W3/8

ダブルフィックス
（マッスルくん）D41PW

鉄筋 D32～D41
50

セパ W5/16・W3/8
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仮設工事
ダブルフィックス（マッスルくん） 【基礎型枠・耐圧版型枠のセパ引き用】 ㈲トーワ精工

●鉄筋とセパレーターを抱き合わせによる固定（平行引きのみ）で作業がスムーズ！！
●鉄筋からのかぶりをおかさない形状。
●セパレーターの直交・平行引き溶接がしやすい溶接溝付き。
●特殊形状による金具の強度を高めた設計の為、溶接による金具の変形も防止します。

特 徴

使用例

引張荷重参考値（平均最高値）
・抱き合わせ平行引き：4700N（480kgf）
・溶接平行引き        ：8500N（870kgf）
                  （D13-W5/16 セパ使用時）          ※ボルト締め付けトルク：20～25N・m

品名 規格 入数

ダブルフィックス
（マッスルくん）D19PW

鉄筋 D10～D19
100

セパ W5/16・W3/8

ダブルフィックス
（マッスルくん）D29PW

鉄筋 D19～D29
80

セパ W5/16・W3/8

ダブルフィックス
（マッスルくん）D41PW

鉄筋 D32～D41
50

セパ W5/16・W3/8

Vモンキー Vゴッド （溶接金物） ㈱アークエース

《使用用途》
〇浮かし型枠・基礎ベース型枠・段差型枠等、
　セパレーターを自在に引く事が出来ます。
〇ボルト固定の為、取り付け範囲の調整が容易です。
〇狭い箇所（狭所）でも、取り付け可能です。
〇鉄筋適用サイズ　：　Ｄ１０～Ｄ１９・Ｄ２２～Ｄ３２です。

許容荷重（引張試験）
　Ｖモンキー　横引き　６．００ｋＮ　縦引き　５．３０ｋＮ
　Ｖゴッド 　 　横引き　５．２８ｋＮ　縦引き　８．０８ｋＮ
＊試験値は、試験結果であり保証値ではありません。

《注意事項》
●締め付けトルクに気を付けて下さい。
●ボルト設置時、鉄筋のリブ間に固定して下さい。
●転用品・ボルトの先端が潰れている物は、ご使用をお控え下さい。
●設置は、Ｖモンキーに溶接後、締め付けを行って下さい。
●金物本体が、締め付け後著しく変形した物は、強度が低下します
　のでご使用をお控え下さい。

商品名 適用サイズ 入数

Vモンキー D10～D19 100ヶ

Vゴッド D22～D32 50ヶ

＊締め付けトルク：１５～２０Ｎ・ｍ

Vモンキー
Ｄ１０－Ｄ１９
鉄板厚み４ｍｍ

Vゴッド
Ｄ22－Ｄ32
鉄板厚み6ｍｍ
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仮設工事

L-1,800

メッシュウォーク （鉄筋養生兼安全歩行マット） ㈱アークエース

500

55

100

スラブ配筋上の移動や作業が楽になります。

◎バイブレーターの使用も可能です。
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仮設工事
メッシュウォーク （鉄筋養生兼安全歩行マット） ㈱アークエース

スラブ配筋上の移動や作業が楽になります。

◎バイブレーターの使用も可能です。

NEWストップリング （丸セパ用水膨張性止水リング） ㈱アークエース
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仮設工事
リステンシールシリーズ （止水材）

施工図

■リステンロープM ■リステンシールSP

■リステンリボン ■リステンテープSB-150

管 H 鋼

アングル

日本リステン㈱

■リステンプレート

入隅部はリステンボンド
US-3000で上下シール。
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仮設工事
リステンシールシリーズ （止水材）

施工図

■リステンロープM ■リステンシールSP

■リステンリボン ■リステンテープSB-150

管 H 鋼

アングル

日本リステン㈱

■リステンプレート

入隅部はリステンボンド
US-3000で上下シール。

Hハンガー （H形鋼への丸セパ取付金具）

一覧表

㈱松山製作所

●SRC造（重量鉄骨）のH形鋼を利用して丸セパを
　取る場合に使用します。
●H形鋼・アングル等により配管吊りに使用します。

●配筋前に、H形鋼を取り付けると作業が簡単にできます。
●Hハンガーの内側をH形鋼に密着して六角ボルトをしっ
かりと締め付けてください。

●丸セパは、製品に刻印されている矢印方向にセットしてく
ださい。

用　途 注意事項

品名 有効幅
（mm）

許容荷重 入数
（個）

梱包質
量

（kg）
荷姿 コード

N（kgf）

Hハンガー8-20 5～20 4910（500） 150 21 ケース

Hハンガー8-30 18～30 4910（500） 150 24 ケース

Hハンガー8-40 28～40 7850（800） － － －

Hハンガー8-70 40～70 7850（800） － － －

Hハンガー9-30 6～30 7850（800） － － －

Hハンガー9-50 － 7850（800） － － －
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仮設工事
キッスシーラー （生コンクリート接着型止水板） アオイ化学工業㈱

代表的品番表

コンクリート打継部 止水標準施工例

荷　姿

あらゆる
コンクリート
打継部に
適応する
止水材！！
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仮設工事
キッスシーラー （生コンクリート接着型止水板）

代表的品番表

コンクリート打継部 止水標準施工例

荷　姿

あらゆる
コンクリート
打継部に
適応する
止水材！！

キッスシーラーW （水膨潤ブチル系止水材） アオイ化学工業㈱

荷　姿

施行方法（基準例
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基礎工事
ダイヤレンNS （高強度開口補強金物） コーリョー建販㈱

下図
開口部の左右に配筋する１組目の孔際あばら筋の間隔が梁せいの２分の１以上または450mm以上（開口径で
350mm）となる場合は開口上下部の主筋の拘束を補強筋によって行う。
●開口部上下補強筋の間隔は一般あばら筋のピッチ以下とする。
●開口部上下補強筋は一般あばら筋と同鋼種・同径とする。（丸鋼及びインデントは不可とする。）
●梁幅が400mm未満もしくは□型補強筋の梁主筋側重ね長さが25d以下の場合は□型または、□型の補強
を行うこととする。
●水平補強筋の長さは2.5φ以上とし、あばら筋の径より1段上の径以上とする。（SD295A程度）
●水平補強筋の上下位置は、開口部上下補強筋と開口部との間クリートかぶり厚さを確保した位置とする。
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基礎工事
パイプレンW（コンクリート打継板）

パイプレンⅡ（コンクリート打継板）

㈱アークエース

㈱アークエース
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旭化成建材㈱フリードーナツ （鉄骨H形鋼はり貫通孔補強工法）

◎フリードーナツは、鉄骨H形鋼はりのウェブ貫通孔補強工法です。
◎はりウェブ貫通孔におねじ加工したスリーブ管（FDスリーブ）を
通し、ウェブの両側からめねじ加工したドーナツ状の平鋼（FDリ
ング）をネジ接合した後、FDリングの溶接用孔をプラグ溶接して
梁貫通孔を補強します（420φ以上用の製品はFDリングのみ）。
◎フリードーナツ工法には、貫通孔の径（100φ～740φ：呼び径）に
あわせて14種類の製品があります。

独自の補強工法
◎外周溶接不要。製品孔をプラグ溶接する独自の工法です。
◎溶接量が少ない上、ウェブ両側から均等な施工を基本としてい
るので、熱の影響（ひずみ・縮み）がほとんど出ません。母材にや
さしい補強工法です。

特長

梁に関する規定 取り付け位置に関する規定

製品はFDリングとFDスリーブで構成されています（FD420N以上はFDリングのみ）。 　警告　施工時の確認事項

基礎工事

※d：フリードーナツの呼び径（mm）, D：梁せい（mm）, Dr：FDリング外径（mm）

※Cタイプ（FD420N～FD740N）については、別途耐力検討の上、片面補強（リング枚数1枚）でも可能です。
注：FD580N、FD660N、FD740Nは受注生産品です。
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旭化成建材㈱フリードーナツ （鉄骨H形鋼はり貫通孔補強工法）

◎フリードーナツは、鉄骨H形鋼はりのウェブ貫通孔補強工法です。
◎はりウェブ貫通孔におねじ加工したスリーブ管（FDスリーブ）を
通し、ウェブの両側からめねじ加工したドーナツ状の平鋼（FDリ
ング）をネジ接合した後、FDリングの溶接用孔をプラグ溶接して
梁貫通孔を補強します（420φ以上用の製品はFDリングのみ）。
◎フリードーナツ工法には、貫通孔の径（100φ～740φ：呼び径）に
あわせて14種類の製品があります。

独自の補強工法
◎外周溶接不要。製品孔をプラグ溶接する独自の工法です。
◎溶接量が少ない上、ウェブ両側から均等な施工を基本としてい
るので、熱の影響（ひずみ・縮み）がほとんど出ません。母材にや
さしい補強工法です。

特長

梁に関する規定 取り付け位置に関する規定

製品はFDリングとFDスリーブで構成されています（FD420N以上はFDリングのみ）。 　警告　施工時の確認事項

基礎工事

※d：フリードーナツの呼び径（mm）, D：梁せい（mm）, Dr：FDリング外径（mm）

※Cタイプ（FD420N～FD740N）については、別途耐力検討の上、片面補強（リング枚数1枚）でも可能です。
注：FD580N、FD660N、FD740Nは受注生産品です。

寺西化学工業㈱

㈱JSP

ボルトマーカー （高張力ボルト用マーカー）

ミラフォーム （建築用高性能断熱材）

一般性能

規格

従来のペン先より耐久性が大幅に向上しました。
インクを残さずに最後までマーキングできる為、とても経済的です。
また、ペン先を長めに改良した事で、これまでにない使い易さを
実現しました。

現場環境に合わせて開発した特殊インクは、油分の付着面でも
滲みにくく、驚くほど滑らかな書き味。
トルシア型、六角型いずれのボルトにも鮮やかな白色でマーキング
できます。
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㈱京都スペーサースポコン （スポンジコン止め）

■製品一覧表

一般梁用 耐圧版用 スラブ用

基礎工事

18



㈱京都スペーサースポコン （スポンジコン止め）

■製品一覧表

一般梁用 耐圧版用 スラブ用

基礎工事 躯体工事
パイロンバリアー （鉄骨梁貫通部の高性能耐火被覆材） アクシス㈱

19



躯体工事
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躯体工事
テンロック+ソーカンパック （層間ふさぎ材） ㈱ロンビックジャパン

21



躯体工事
MGボード （ロックウール） ニチアス㈱

ホルムアルデヒド発散等級
F ☆☆☆☆等級
（080、120、150）

F ☆☆☆等級
（200）
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躯体工事
MGボード （ロックウール） ニチアス㈱

ホルムアルデヒド発散等級
F ☆☆☆☆等級
（080、120、150）

F ☆☆☆等級
（200）

ワイヤーメッシュ・CDメッシュ （溶接金網・鉄筋格子） ㈱トーアミ

ワイヤーメッシュ（溶接金網）

CDメッシュ（鉄筋格子）

＊印：常時在庫品 ※常時在庫品・標準寸法以外の製品をご希望の場合は、ご相談ください。

適用線径 標準寸法（CD6）

特長
●継ぎ手部におけるメッシュの重なりが少なく、
　「かぶり」の確保が容易となる。
●端部直交筋の省略により、重量を約10％軽減でき、
　コスト削減につながる。
●異形鉄線を使用することにより、コンクリートの
　ひび割れ分散性が向上する。

シート状であるため、敷きこみが容易で施工性が向上し、省力化が図れます。
降伏点（0.2％耐力）が高く、安全性の高い構造物が建設できます。
全体ががっちりした網状になっているので、配筋が容易で正確にできやすい。

建築用としては土間コンクリートやスラブ及び壁のひび割れ防止材などとして補助的に
使われることが多く、その他は、土木構造物用、道路舗装のひび割れ防止、コンクリート製
品の補強などに用いられている。

特長

用途

異形鉄線

線径 公称断面積 単位質量
（㎟） （㎏ /m）

CD 5* 19.6 0.154
CD5.5 23.7 0.187
CD 6* 28.3 0.222
CD 7 38.5 0.302
CD 8 50.3 0.395
CD 9 63.6 0.499
CD 10 78.5 0.617

ピッチ サイズ 網目 重ね継手長さ（P） 幅×長さ（㎜） 横×縦（目）
75 2,050×4,000 23×49

35d 以上
100 2,050×4,050 17×37
150 2,050×4,000 11×24
200 2,050×4,050 8×18
100 1,050×2,050 8×18

35d 以上
150 1,000×2,050 5×12
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躯体工事
デッキインサート

鉄骨造（S造）用金具

㈱三門

㈱京都スペーサー

デッキプレート用インサート

軽天用 一般設備用 重設備用 断熱材敷込用 断熱材敷込
・吹付用

ユニットスラブ工法用インサート

デッキパンチ

キーストンパンチ

プレート付デッキマンDM ロケットサート

プレートハンガー

キーストマン

デッキマン

導電インサートESH

スプリングハンガー スプリングハンガーSHD ダンデッキDD

PMスペーサー デッキプレート用メッシュ受

デッキプレート用スペーサー

品番 高さ（mm） 入数/箱
PM6-20 20 500
PM6-30 30 500
PM6-35 35 500
PM6-40 40 400
PM6-50 50 400
PM6-60 60 400

記号 高さ（mm）長さ（mm） 入数
QL 50 H30 L200 100
QL 75 H30 L200 100
EZ 50 H30 L200 100
EZ 75 H30 L200 100

●合成床板にスペーサーを固定することができ、被り確保が確実になります。
●取付けは、スペーサーを足で踏むだけ、手間がかかりません。
●ワイヤーメッシュ配筋後、ワイヤーメッシュ上を歩行しても、はがれることはありません。

●デッキプレート山に平行に置き、上端筋を保持します。特にワイヤメッシュ
を設置する場合に最適。標準サイズ（L）は、30cm、90cm、高さ（H）及び
デッキプレートのメーカー、種類を御指示下さい。

結露防止
タイプ
プラダンデッキ
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躯体工事
デッキインサート

鉄骨造（S造）用金具

㈱三門

㈱京都スペーサー

デッキプレート用インサート

軽天用 一般設備用 重設備用 断熱材敷込用 断熱材敷込
・吹付用

ユニットスラブ工法用インサート

デッキパンチ

キーストンパンチ

プレート付デッキマンDM ロケットサート

プレートハンガー

キーストマン

デッキマン

導電インサートESH

スプリングハンガー スプリングハンガーSHD ダンデッキDD

PMスペーサー デッキプレート用メッシュ受

デッキプレート用スペーサー

品番 高さ（mm） 入数/箱
PM6-20 20 500
PM6-30 30 500
PM6-35 35 500
PM6-40 40 400
PM6-50 50 400
PM6-60 60 400

記号 高さ（mm）長さ（mm） 入数
QL 50 H30 L200 100
QL 75 H30 L200 100
EZ 50 H30 L200 100
EZ 75 H30 L200 100

●合成床板にスペーサーを固定することができ、被り確保が確実になります。
●取付けは、スペーサーを足で踏むだけ、手間がかかりません。
●ワイヤーメッシュ配筋後、ワイヤーメッシュ上を歩行しても、はがれることはありません。

●デッキプレート山に平行に置き、上端筋を保持します。特にワイヤメッシュ
を設置する場合に最適。標準サイズ（L）は、30cm、90cm、高さ（H）及び
デッキプレートのメーカー、種類を御指示下さい。

結露防止
タイプ
プラダンデッキ

ピッチ 高さ 鉄筋受け（本）長さ（mm）入数

P230
H10

5

L1,200 100

H20
H35
H45

P300

H10

4
H20
H30
H35
H45

品番 高さ（mm） 長さ（mm）
H50用 30-80 715
H75用 30-105 715

16ミリ 大径フック付親綱 

親綱緊張器（JK-SUS05-MDK）

セイコー機器㈱

セイコー機器㈱

緊張器本体：オールステンレス製
緊張器本体自重：0.58kg
大径フック自重：0.41kg

デッキプレート用バー型スペーサー

耐火補強筋受けスペーサー

ロープm数 テープ色 ロープ色 型番 重量
10 赤

黄色
16R10D 1.9㎏

15 黒 16R15D 2.6㎏
20 黄 16R20D 3.2㎏

※ロープ長さは上記サイズ以外も加工いたします。

垂直距離（m）　 3.8 4 4.5 5 5.5以上
支柱設置間隔（m） 3.2 4 6 8 10

※但し、垂直距離は3.8m以上確保してください。
ロープ材質：ポリエステル
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躯体工事
鉄骨用親綱支柱（SK-920P兼用型） セイコー機器㈱

垂直距離（m）　 3.8 4 4.5 5 5.5以上
支柱設置間隔（m） 3.2 4 6 8 10

特許申請中
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躯体工事
鉄骨用親綱支柱（SK-920P兼用型） セイコー機器㈱

垂直距離（m）　 3.8 4 4.5 5 5.5以上
支柱設置間隔（m） 3.2 4 6 8 10

特許申請中

ダイカネット15（安全ネット） 大嘉産業㈱

最高の安全を誇る安全ネット（水平養生ネット）。作業者の墜落防止や小物の落下を防ぎます。

特長
1. 安全性
　 網目の大きさが15mm目と小さいため、作業者の墜落防止はもちろん、ボルト・小物等の落下による危険防止にも役立ち、 
 　高い安全性を有しています。
2. 寸法安定性
　 寸法安定性に優れているため、張り手間の苦労が少なく、楽に取付けができます。
3. 利便性
 　非常に安全性が高いため、飛散落下防止網として垂直張りにも利用できます。

材質 東レテトロン

網地・種類 ラッセル

網地・規格 2.5mm 280T/48

網地・目合 15mm×15mm

結節・強度 0.40kN以上（平均値）

縁網・径 10mm

縁網・強度 14.7kN以上

色 ブルー他

項　目 安全ネット100

材　質 ポリエステル

網地・種類 ラッセル

網地・規格 5mm 280T/252

網地・目合 100mm×100mm

結節・強度 1.87kN以上

縁網・径 10mm

縁網・強度 14.7kN以上

色 ホワイト、ブルー

サイズ 色識別

3×6 ブルー

5×5 ブラック

5×10 ピンク

6×6 レッド

7×7 グリーン

6×6 オレンジ

サイズ（m） 色識別 サイズ（m） 色識別

0.5 × 6 レッド 5×5 ブラック

1×6 ピンク 5×10 ピンク

2×6 グリーン 6×6 レッド

3×6 ブルー 7×7 グリーン

4×6 ブラウン 8×8 オレンジ

■規　格

■規　格

■寸　法

■寸　法（m）

安全ネット100 大嘉産業㈱

※特注サイズ製作いたします。
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躯体工事
ネットクランプ ㈱伊藤製作所

リング付クランプ ㈱伊藤製作所

供試体No. 1 2 3

強度kN
（kgf）

13.5以上
（1,377以上）

13.5以上
（1,377以上）

13.5以上
（1,377以上）

形式 本体材料 本体仕上 ボルト材料 質量
（g）

カートン
入数

NTC SC材 クロメート
メッキ

クロム
モリブデン鋼 630 30

型式 仕上げ 破壊荷重
（kg）

許容荷重
（kg）

質量
（g）

カートン
入数

NTD-D クロメートメッキ 1,800 350 443 10
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躯体工事
ネットクランプ ㈱伊藤製作所

リング付クランプ ㈱伊藤製作所

供試体No. 1 2 3

強度kN
（kgf）

13.5以上
（1,377以上）

13.5以上
（1,377以上）

13.5以上
（1,377以上）

形式 本体材料 本体仕上 ボルト材料 質量
（g）

カートン
入数

NTC SC材 クロメート
メッキ

クロム
モリブデン鋼 630 30

型式 仕上げ 破壊荷重
（kg）

許容荷重
（kg）

質量
（g）

カートン
入数

NTD-D クロメートメッキ 1,800 350 443 10

スパッタシート カーボン ㈱アークエース

型　式 寸法 ワイヤ長さ
（m）

最大使用質量
（kg）

停止距離
（cm）

落下衝撃荷重
（kN）

本体質量
（kg）

引き寄せロープ
（m）

カートン
入数A B C

LB-5a
183 231 89

5

130 約120 約5.0

3.8 5

1セット

LB-7.5a 7.5 4.0 7.5

LB-10a
224 270 97

10 5.1 10

LB-12a 12 5.4 12

LB-15a 244 284 107 15 6.6 15

LB-20a
270 326 119

20 10.3 20

LB-25a 25 10.8 25

LB-30a 308 358 135 30 16.7 25

ライフブロック 大嘉産業㈱

ショックアブソーバが落下衝撃を吸収！
高作業に最適！
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躯体工事
無溶接金物 ㈱サワタ

JFE QLデッキ用

日鉄住金建材スーパーEデッキ用
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躯体工事
無溶接金物 ㈱サワタ

JFE QLデッキ用

日鉄住金建材スーパーEデッキ用

プレートアンカー（先付け施工タイプ） ゼン技研㈱
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躯体工事
Yインサート ㈶日本建築センター評定品 ジャパンライフ㈱

使用例

製品の特長 材質・用途

〈PC柱等他〉 〈PC梁、各種構造物他〉

●異形鉄筋に内ねじ加工を施し、コンクリートに対する付着力を増すた
　め端部にY状のフックを設けています。
●コンクリート打ち継ぎ用差し筋の各サイズに見合った、サイズごと
　のねじ加工を用意しています。

■材質：SD345（SD295A）
■用途：重量製品の吊り上げ・コンクリート打ち継ぎ施工・脱型。

・発注の際は、ケース単位でお願い致します。◎印は標準在庫品、他は受注生産品です。仕上げ：Mねじ：クロメートWねじ：ユニクロ
・上記以外は当該事業所にお問い合わせください。・保護キャップの詳細。
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躯体工事
Yインサート ㈶日本建築センター評定品 ジャパンライフ㈱

使用例

製品の特長 材質・用途

〈PC柱等他〉 〈PC梁、各種構造物他〉

●異形鉄筋に内ねじ加工を施し、コンクリートに対する付着力を増すた
　め端部にY状のフックを設けています。
●コンクリート打ち継ぎ用差し筋の各サイズに見合った、サイズごと
　のねじ加工を用意しています。

■材質：SD345（SD295A）
■用途：重量製品の吊り上げ・コンクリート打ち継ぎ施工・脱型。

・発注の際は、ケース単位でお願い致します。◎印は標準在庫品、他は受注生産品です。仕上げ：Mねじ：クロメートWねじ：ユニクロ
・上記以外は当該事業所にお問い合わせください。・保護キャップの詳細。

Oインサート ジャパンライフ㈱

使用例

製品の特長 材質・用途

〈カーテンウォール他〉 〈U字溝他〉

■材質：SD345（SD295A）
■用途：プレキャストコンクリート版の脱型・重量コンクリート製品
　の反転、施工。

●異形鉄筋に内ねじ加工を施し、端部に差し筋を通す穴を設けることに
　よって引き抜き耐力が増すと同時に、荷重がコンクリート内に均一に
　加わります。
●埋込み部の版厚が薄い場合、差し筋により荷重が分散して、製品に
　無理な力が集中的にかかりにくくなります。
●差し筋の長さは鉄筋径の10倍以上を確保してください。
　（20倍以上を奨励）
●差し筋径は穴径に入る最大径の鉄筋を使用してください。

・発注の際は、ケース単位でお願い致します。◎印は標準在庫品、他は受注生産品です。仕上げ：Mねじ：クロメートWねじ：ユニクロ
・上記以外は当該事業所にお問い合わせください。・保護キャップの詳細。

脱型、吊上げ用 反転、吊上げ用
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安全用品
高性能衝撃吸収材 バンパーガードシリーズ

ネオストッパー 王子ゴム化成㈱
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安全用品
高性能衝撃吸収材 バンパーガードシリーズ

ネオストッパー 王子ゴム化成㈱

カーストッパー 王子ゴム化成㈱
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カーストッパー 王子ゴム化成㈱

安全用品
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カーストッパー 王子ゴム化成㈱

安全用品
H鋼セーフティーガード 王子ゴム化成㈱
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900㎜

安心クッション （L字型90cmトラ柄） 

手で切れるやわらかトラテープ

㈱カーボーイ

㈱カーボーイ

L字型形状が
柱・筋交い・梁や
機械周りの危険な角に
適しています。

安全用品
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900㎜

安心クッション （L字型90cmトラ柄） 

手で切れるやわらかトラテープ

㈱カーボーイ

㈱カーボーイ

L字型形状が
柱・筋交い・梁や
機械周りの危険な角に
適しています。

安全用品
トラ模様粘着テープTT06YB

ポリエチレンフィルム （防水・防湿、養生用） 

ダイヤテックス㈱

千代田化学㈱・㈱アークエース

注意喚起に最適。クロス基材のトラテープ。

◎土間コンクリートの防水・防湿に適しています。
◎床タイルなどの擦りキズ防止やコンクリートの養
生用です。
※ミルシートの発行出来るサイズは限定されます。
公共工事に使用する場合は工事管理者の承認が
必要で現場への納入時には事前に確認してくだ
さい。

規格
サイズ

ラベル 束
厚み 番号 幅（㎜） 巻（m） タイプ

APF 501 #　05 ー A ×　1800　× 100 S

赤

2巻

APF 502 #　05 ー A ×　2000　× 100 W
APF 511 #　10 ー A ×　1000　× 100 S
APF 512 #　10 ー A ×　2000　× 50 S
APF 513 #　10 ー A ×　2000　× 50 W
APF 521 #　15 ー C ×　2000　× 50 W
APF 522 #　15 ー B ×　2000　× 50 S
APF 523 #　15 ー B ×　2000　× 50 W
APF 524 #　15 ー B ×　4000　× 50 W 1巻
APF 525 #　15 ー A ×　2000　× 50 S

2巻
APF 526 #　15 ー A ×　2000　× 50 W
APF 541 #　20 ー A ×　2000　× 50 S
APF 542 #　20 ー A ×　2000　× 50 W
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NEW-GSスプレー

クロスマスカー （メリチアンタイプ／布テープ＋コロナ処理ポリフィルム） 

パイオランマスカー （パイオランテープ＋コロナ処理ポリフィルム） 

㈱エービーシー商会

城北工業㈱・㈲九州美包

城北工業㈱・㈲九州美包

1液型発泡ウレタン／ノズルタイプ・充てん吹付兼用
充てんも、吹き付けもこれ1本でOK!

塗装養生の定番品
◎住宅の屋内外の養生にご利用ください。
◎塗装が付くと困る箇所を被うことで、汚れや
はみ出しを気にせず塗装作業に集中できます。
◎また、後片付けも手早くできます。
◎耐水性・耐湿性に優れています。

パイオランテープ使用のマスカー
◎住宅の屋内外の養生にご利用ください。
◎塗装が付くと困る箇所を被うことで、汚れや
はみ出しを気にせず塗装作業に集中できます。
また、後片付けも手早くできます。
◎耐水性・耐湿性に優れています。

安全用品
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NEW-GSスプレー

クロスマスカー （メリチアンタイプ／布テープ＋コロナ処理ポリフィルム） 

パイオランマスカー （パイオランテープ＋コロナ処理ポリフィルム） 

㈱エービーシー商会

城北工業㈱・㈲九州美包

城北工業㈱・㈲九州美包

1液型発泡ウレタン／ノズルタイプ・充てん吹付兼用
充てんも、吹き付けもこれ1本でOK!

塗装養生の定番品
◎住宅の屋内外の養生にご利用ください。
◎塗装が付くと困る箇所を被うことで、汚れや
はみ出しを気にせず塗装作業に集中できます。
◎また、後片付けも手早くできます。
◎耐水性・耐湿性に優れています。

パイオランテープ使用のマスカー
◎住宅の屋内外の養生にご利用ください。
◎塗装が付くと困る箇所を被うことで、汚れや
はみ出しを気にせず塗装作業に集中できます。
また、後片付けも手早くできます。
◎耐水性・耐湿性に優れています。

安全用品




