
ワイヤー径
∅1.2

ナイロンひも径
φ1.2

材質： 〈フック〉亜鉛ダイカスト･真鍮 
 〈ワイヤー〉ステンレス
パッケージ（５）→P.82

パッケージ（７）→P.82 パッケージ（７）→P.82 パッケージ（７）→P.82

材質：〈フック〉 スチールメッキ･
  樹脂･真鍮　
 〈ヒモ〉ナイロン
パッケージ（５）→P.82

ワイヤー径
∅1

材質： 〈フック〉亜鉛ダイカスト･真鍮 
 〈ワイヤー〉ステンレス
パッケージ（５）→P.82
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ワイヤー径
∅1

材質： 〈フック〉亜鉛ダイカスト･真鍮
　 〈ワイヤー〉ステンレス
パッケージ（５）→P.82

43

φ9

14

φ20

ホワイト

̶ M-375のカット　0.2～0.4m
価格（税抜）　¥2,200

M-348のカット　0.2～0.4m
価格（税抜）　¥1,000

M-349のカット　0.2～0.4m
価格（税抜）　¥1,300

̶ M-342のカット　0.6～0.9m
価格（税抜）　¥2,300

M-317のカット　0.6～0.9m
価格（税抜）　¥1,100

M-319のカット　0.6～0.9m
価格（税抜）　¥1,400

̶ M-376のカット　1.1～1.4m
価格（税抜）　¥2,800

M-318のカット　1.1～1.4m
価格（税抜）　¥1,300

M-320のカット　1.1～1.4m
価格（税抜）　¥1,500

̶ M-377のカット　1.6～1.9m
価格（税抜）　¥3,000

M-374のカット　1.6～1.9m
価格（税抜）　¥1,500

M-378のカット　1.6～1.9m
価格（税抜）　¥1,600

̶ ̶ ̶ ̶

ループワイヤー吊

ホワイト

̶ ワイヤーφ1.0～1.2用吊 ワイヤーφ1.0用吊

ワイヤーフック
̶

̶
M-343

価格（税抜）　¥1,300
JAN　803202

M-327
価格（税抜）　¥700
JAN　801079

M-328
価格（税抜）　¥1,000
JAN　801086

ループワイヤー吊の特注サイズ対応
注文品番　M-9990
ループワイヤー吊の品番と長さを［100mm単位］
でご指示ください。
（例）M-●●●の長さ●●●mm

特注サイズできます

ループナイロン吊 ループワイヤー吊 10

ループナイロン吊・
ループワイヤー吊

安全荷重  2.5ｋｇ  10kg  10kg  10kg  ストッパー付

ナイロンひも・
ワイヤー長さ

0.5m ̶
M-375

価格（税抜）　¥1,900
JAN　805220

M-348
価格（税抜）　¥800
JAN　803257

M-349
価格（税抜）　¥1,000
JAN　803264

１m ̶
M-342

価格（税抜）　¥1,900
JAN　803196

M-317
価格（税抜）　¥800
JAN　800973

M-319
価格（税抜）　¥1,100
JAN　800997

1.5m ̶
M-376

価格（税抜）　¥2,400
JAN　805237

M-318
価格（税抜）　¥1,000
JAN　800980

M-320
価格（税抜）　¥1,200
JAN　801000

２m
M-3000

価格（税抜）　¥680
JAN　807378

M-377
価格（税抜）　¥2,600
JAN　805244

M-374
価格（税抜）　¥1,200
JAN　805213

M-378
価格（税抜）　¥1,300
JAN　805251

３m ̶ ̶ ̶ ̶

５m ̶ ̶ ̶ ̶
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目立ちにくいワイヤーやストッパー付フックなどバリエーションが豊富です。

ワイヤーフックの追加やループワイヤーの特注サイズにも対応できます。

JANコードは、4520385以下の数字を記載しております。　　 SY14



パッケージ（７）→P.82 パッケージ（７）→P.82 パッケージ（７）→P.82

ワイヤー径
∅1.5

材質： 〈フック〉亜鉛ダイカスト･真鍮 
 〈ワイヤー〉ステンレス
パッケージ（６）→P.82

ワイヤー径
∅1.5

ワイヤー径
φ２

材質： 〈フック〉ステンレス･スチール 
 〈ワイヤー〉ステンレス
パッケージ（６）→P.82

材質：〈フック〉 ステンレス･スチール･ 
  真鍮　
 〈ワイヤー〉ステンレス
パッケージ（６）→P.82
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ワイヤーフック

M-329
価格（税抜）　¥1,300
JAN　801093

M-344
価格（税抜）　¥2,600
JAN　803219

M-330
価格（税抜）　¥2,800
JAN　801109

特注サイズできます
M-379のカット　0.2～0.9m

価格（税抜）　¥2,100
M-382のカット　0.2～0.9m

価格（税抜）　¥3,400
M-385のカット　0.2～0.9m

価格（税抜）　¥3,900

M-323のカット　1.1～1.4m
価格（税抜）　¥2,200

M-390のカット　1.1～1.4m
価格（税抜）　¥3,500

M-388のカット　1.1～1.4m
価格（税抜）　¥3,900

M-324のカット　1.6～1.9m
価格（税抜）　¥2,700

M-391のカット　1.6～1.9m
価格（税抜）　¥3,800

M-389のカット　1.6～1.9m
価格（税抜）　¥4,300

M-380のカット　2.1～2.9m
価格（税抜）　¥3,300

M-383のカット　2.1～2.9m
価格（税抜）　¥4,500

M-386のカット　2.1～2.9m
価格（税抜）　¥5,000

M-381のカット　3.1～4.9m
価格（税抜）　¥4,300

M-384のカット　3.1～4.9m
価格（税抜）　¥5,300

M-387のカット　3.1～4.9m
価格（税抜）　¥5,800

ループワイヤー吊の特注サイズ対応
注文品番　M-9990
ループワイヤー吊の品番と長さを［100mm単位］
でご指示ください。
（例）M-●●●の長さ●●●mm

ループワイヤー吊 25 ループワイヤー吊 30 ループワイヤー吊 50

ループワイヤー吊

 25kg  ストッパー付  30kg  50kg  ストッパー付 安全荷重

̶ ̶ ̶ 0.5m

ワイヤー長さ

M-379
価格（税抜）　¥1,800
JAN　805268

M-382
価格（税抜）　¥3,000
JAN　805299

M-385
価格（税抜）　¥3,400
JAN　805329

１m

M-323
価格（税抜）　¥1,800
JAN　801031

M-390
価格（税抜）　¥3,000
JAN　805374

M-388
価格（税抜）　¥3,400
JAN　805350

1.5m

M-324
価格（税抜）　¥2,300
JAN　801048

M-391
価格（税抜）　¥3,300
JAN　805381

M-389
価格（税抜）　¥3,700
JAN　805367

２m

M-380
価格（税抜）　¥2,900
JAN　805275

M-383
価格（税抜）　¥3,900
JAN　805305

M-386
価格（税抜）　¥4,300
JAN　805336

３m

M-381
価格（税抜）　¥3,800
JAN　805282

M-384
価格（税抜）　¥4,600
JAN　805312

M-387
価格（税抜）　¥5,000
JAN　805343

５m

■ループワイヤー吊の取扱方法

そのまま手で押し上げ
ます。手を離した位置で
ロックされます。

上方へ移動したい場合

ピンピン

ピンを押しながら降ろし
ます。手を離した位置で
ロックされます。

下方へ移動したい場合

ワイヤー
差し込み口

図のようにピンの方から
ワイヤーの端を差し込む
と簡単に通ります。

※ワイヤーが抜けた場合

■ループナイロン吊の取扱方法

上方へ移動したい場合

そのまま手で押し上げ
ます。手を離した位置で
ロックされます。

下方へ移動したい場合

ツマミ

ツマミを引っ張りながら降
ろします。手を離した位
置でロックされます。

ナイロンひも
差し込み口

※ナイロンひもが抜けた場合

上部の方からナイロンひ
もの端を差し込むと簡単
に通ります。

ピ
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JANコードは、4520385以下の数字を記載しております。　　 SY 15


