
456028627-1069
1.後付ホールダウン防止金物
AXX-700SUS304　　　本体のみ　
SUS304HL/147.9KN　EVA付属
(ステンレス製品)
(隙間スペーサー無し)

456028627-1120
AXX-700 オプション
ステンレス カバー
(ステンレス/SUS304HL)　　　

456028627-1076
2.後付ホールダウン防止金物
AXX-700SS30-B　本体のみ
SS30-B/62.1KN　EVA付属
(鉄製品/カチオン塗装/黒)
(隙間スペーサー無し)

456028627-1083
3.後付ホールダウン防止金物
AXX-700SS30-U　本体のみ
SS30-U/62.1KN　EVA付属
(鉄製品/ユニクロ鍍金)
(隙間スペーサー無し)

 

456028627-1021

2.後付ホールダウン防止金物
ラムダSS-B　本体のみ
SS-B/76.7KN EVA付属
(鉄/カチオン塗装/黒)

456028627-1038

3.ラムダ用 オプション
ステンレス カバー
(ステンレス/SUS304HL)
                                        

456028627-1014
1.後付ホールダウン防止金物
ラムダSUS304　　本体のみ　
SUS304HL/71.5KN EVA付属
(ステンレス製品)      

2.後付ホールダウン防止金物
ラムダSS-B 　フルセット品
SS-B/76.7KN EVA付属
(鉄製品/カチオン塗装/黒)

456028627-0055

456028627-0048
1.後付ホールダウン防止金物
ラムダSUS304 　フルセット品　
SUS304HL/71.5KN EVA付属
(ステンレス製品)      

456028627-0369
1.後付ホールダウン防止金物
SMLラムダSUS304　フルセット品　
SUS304HL/71.5KN EVA付属
(オール ステンレス仕様製品)　　

SET

SET

SET

SETSET

SET

SET

SET

SET

SET

Synapse.International.,Company.Synapse.International.,Company.Synapse.International.,Company.
シナプス・インターナショナルcompany.

FAX 048-625-7379CONTACT SHEET.

お見積り（※数量ある方はお得です）　　ご注文　　⇒ご用件

御社名　　　　　　

ご担当者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

ご住所　〒

電話　　　　　　　　　　　　FAX
◎その他ご用件等

AXX-200

SUS304HL　

［後付ホールダウン防止金物AXX700用 隙間スペーサー］

　SS30B　 　SS30U　

456028627-1168 456028627-1175 456028627-1182

SET SET SET

スチール製品　 スチール製品　ステンレス製品

隙間調整板50mm分　

（製品NO.）

（製品NO.）

（製品NO.）

（製品NO.）

（製品NO.）

（製品NO.）

（製品NO.）

（製品NO.）

（製品NO.）

（製品NO.）

（製品NO.）

価格・OP（※参考定価）価格・OP（※参考定価）

価格・OP（※参考定価）

価格・OP（※参考定価）

価格・OP（※参考定価）

価格・OP（※参考定価）

価格・OP（※参考定価）

価格・OP（※参考定価）

価格・定価

¥189,000

¥159,300

¥158,000

価格・OP（※参考定価） ¥40,500

¥71,000 ¥45,800 ¥34,500

¥147,500

¥117,800

¥41,500

¥85,800

¥46,800

¥38,000

※価格は1個単価 税/送料別
販売価格 ¥

販売価格 ¥

販売価格 ¥ 販売価格 ¥ 販売価格 ¥

販売価格 ¥

販売価格 ¥

販売価格 ¥
販売価格 ¥

販売価格 ¥ 販売価格 ¥

販売価格 ¥

販売価格 ¥

ご利用時の価格は表記価格より割引した後の価格になります。



1.柱材接合金物 
FRN-600B 
600×60/84×t6 
SS/鉄 カチオン電着塗装 

456028627-1167
2.柱材接合金物 
FRN-360B 
360×60×t6 
SS/鉄 カチオン電着塗装
取付部材9M×65(7本/SS)付 

456028627-0314

456028627-1250

個 個

1.基礎・土台接合金物
NH-B   160×146×t6
SS/鉄 カチオン電着塗装
高耐力仕様　取付部材付　　
引張最大荷重32.0KN

　

456028627-5326
1.柱材接合・角剛性補強金物
LRN-250BW   250×250×t6
SS/鉄 カチオン電着塗装
取付部材付 （コーチ9×65/6本）　　
引張最大荷重 4個 土壁耐力相当

456028627-5296

個 個

1.柱材接合・角剛性補強金物
LRN-400BW   400×400×t6
SS/鉄 カチオン電着塗装
取付部材付 （コーチ9×65/10本）　　
引張最大荷重 4個 土壁耐力相当

　

　

456028627-5487
1.柱材接合・角剛性補強金物
LRN-170BW   170×170×t6
SS/鉄 カチオン電着塗装
取付部材付 （コーチ9×65/4本）　　

456028627-3216

個

1.柱材組立・接合金物
げんぞう（90角柱用）
18.3 x 9.3 x 9.3 cm　※部材無
SS/鉄 カチオン電着塗装

OP.上蓋付

LRN-170BW ■柱材角補強L金物

MADE IN JAPAN

456028627-1090
1.後付ホールダウン防止金物
AXX-700SUS304 フルセット品　
SUS304HL/147.9KN EVA付属
（ステンレス製品)
（隙間スペーサー20mm）
　　　　　　　　　

SET

456028627-1106
2.後付ホールダウン防止金物
AXX-700SS30-B フルセット品
SS30-B/62.1KN     　EVA付属
(鉄製品/カチオン塗装/黒)
(隙間スペーサー20mm付)
　　　　　　　　　

456028627-1113
3.後付ホールダウン防止金物
AXX-700SS30-U フルセット品
SS30-U/62.1KN　     EVA付属
(鉄製品/ユニクロ鍍金)
(隙間スペーサー20mm付)
 　　　　　　　　

　

　

　
個

個

個

個

Synapse.International.,Company.Synapse.International.,Company.
シナプス・インターナショナルcompany.

FAX 048-625-7379CONTACT SHEET.

お見積り　　　ご注文　　⇒ご用件

御社名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ご担当者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

ご住所　〒

電話　　　　　　　　　　　　FAX
◎その他ご用件等

（製品NO.）

（製品NO.）

（製品NO.）

（製品NO.）（製品NO.）

（製品NO.）

（製品NO.）

（製品NO.）

（製品NO.）

（製品NO.）

○印（法人・個人）

価格・OP（※参考定価） ¥126,300

価格・OP（※参考定価） ¥8,980

価格・OP（※参考定価） ¥12,500

価格・OP（※参考定価） ¥12,900

価格・OP（※参考定価） ¥17,350

価格・OP（※参考定価） ¥7,800

価格・OP（※参考定価） 価格・OP（※参考定価）¥2,800 ¥3,600

SET

価格・OP（※参考定価） ¥87,300

SET

価格・OP（※参考定価） ¥78,500

価格・OP（※参考定価） ¥17,800 価格・OP（※参考定価） ¥13,500

456028627- 5333
1.束受・台受       最大耐荷重130KN   (ABS強化プラスチック製品)　
456028627- 5340 （製品NO.） （製品NO.）

販売価格 ¥

販売価格 ¥

販売価格 ¥

販売価格 ¥

販売
価格 ¥

販売
価格 ¥

販売
価格 ¥

販売価格 ¥

販売価格 ¥販売価格 ¥ 販売価格 ¥ 販売価格 ¥

※価格は1個単価 税/送料900~1,400円別

 

Synapse.International.,Company.Synapse.International.,Company.
シナプス・インターナショナルcompany.

FAX 048-625-7379CONTACT SHEET.

お見積り（※数量ある方はお得です）　　ご注文　　⇒ご用件

御社名　　　　　　

ご担当者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

ご住所　〒

電話　　　　　　　　　　　　FAX
◎その他ご用件等

※価格は1個単価 税/送料別


