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三価クロメート ステンコート ステンレス

ニッケル 黒ニッケル ステンレス

ブラックつや消し黒

グレー ブラウン クリーム スズコバホワイト

ステンレス黒ニッケルニッケル

三価クロメート ステンコート

壁面に、取付物をポイントビスでビス
止めし、頭部にキャップを閉めて下さ
い。取付物と壁面との間に空間をもた
せる場合は、ポイントビス用スペー
サーをご使用下さい。アクリル等には
φ５程度の穴をあけて使用して下さい。

構造上リセス（十字穴）が浅くなって
います。下穴をあけてから施工して下
さい。ポイントビスは、十字穴２番ビッ
ト専用品です。必ず指定のものをご使
用下さい。
推奨ビット：VESSEL（株式会社ベッセ
ル）社製２番ビット、施工には保護メ
ガネを着用するなど、安全に十分留意
して行って下さい。アクリル等にφ５
程度の穴をあけて使用して下さい。

ステンレスは使用環境によって早期に錆びが発生します。

ステンレスは使用環境によって
早期に錆びが発生します。
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■ポイントビスの長さに合わせて、商品ラインナップを
揃えております。

※つや消し黒・ブラック・ホワイト・グレー・ブラウン・クリームは、ニッケルメッキ処理後、焼付け塗装。

ポイントビスの施工には、ポイントビス用
パッキンのご使用をお奨めします。取り付
け箇所は上図を参考にご使用下さい。

商品番号

規格：4.3(内)×7.8(外)×0.8(厚)

SCP-AA250

POINT VIS PACKING
－ポイントビス用パッキン－

② 取付物と壁面の間に空間をつくる場合
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ステンレスは使用環境によって早期に錆びが発生します。

キャップ

壁面

取付物

パッキン
ポイントビス

飾りビス（ポイントビス）

型番 太さ（D） 長さ（L） 本体材質 仕上 セット本数 商品コード 参考価格

SCP-AA001 4mm 20mm 鉄 三価クロメート 50本 　5388001　 ¥700
SCP-AA002 4mm 35mm 鉄 三価クロメート 50本 　5388002　 ¥1,000
SCP-AA003 4mm 50mm 鉄 三価クロメート 25本 　5388003　 ¥700
SCP-AA004 4mm 60mm 鉄 三価クロメート 25本 　5388004　 ¥900
SCP-AA005 4mm 20mm 鉄 ステンコート 50本 　5388005　 ¥1,300
SCP-AA006 4mm 35mm 鉄 ステンコート 50本 　5388006　 ¥1,700
SCP-AA007 4mm 50mm 鉄 ステンコート 25本 　5388007　 ¥1,000
SCP-AA008 4mm 60mm 鉄 ステンコート 25本 　5388008　 ¥1,200
SCP-AA009 4mm 20mm ステンレス − 50本 　5388009　 ¥2,500
SCP-AA010 4mm 35mm ステンレス − 50本 　5388010　 ¥2,900
SCP-AA011 4mm 50mm ステンレス − 25本 　5388011　 ¥1,600

型番 太さ（D） 長さ（L） 本体材質 仕上 セット本数 商品コード 参考価格

SCP-AA300 4mm 8mm 鉄 三価クロメート 50本 　5388014　 ¥1,400
SCP-AA301 4mm 10mm 鉄 三価クロメート 50本 　5388015　 ¥1,400
SCP-AA302 4mm 12mm 鉄 三価クロメート 50本 　5388016　 ¥1,500
SCP-AA303 4mm 16mm 鉄 三価クロメート 50本 　5388017　 ¥1,500
SCP-AA304 4mm 20mm 鉄 三価クロメート 50本 　5388018　 ¥1,700
SCP-AA305 4mm 25mm 鉄 三価クロメート 50本 　5388019　 ¥1,800
SCP-AA306 4mm 30mm 鉄 三価クロメート 25本 　5388020　 ¥900
SCP-AA307 4mm 35mm 鉄 三価クロメート 25本 　5388021　 ¥1,000
SCP-AA308 4mm 40mm 鉄 三価クロメート 25本 　5388022　 ¥1,000
SCP-AA320 4mm 8mm 鉄 ステンコート 50本 　5388023　 ¥1,500
SCP-AA321 4mm 10mm 鉄 ステンコート 50本 　5388024　 ¥1,500
SCP-AA322 4mm 12mm 鉄 ステンコート 50本 　5388025　 ¥1,700
SCP-AA323 4mm 16mm 鉄 ステンコート 50本 　5388026　 ¥1,700
SCP-AA324 4mm 20mm 鉄 ステンコート 50本 　5388027　 ¥1,800
SCP-AA325 4mm 25mm 鉄 ステンコート 50本 　5388028　 ¥1,900
SCP-AA326 4mm 30mm 鉄 ステンコート 25本 　5388029　 ¥1,000
SCP-AA327 4mm 35mm 鉄 ステンコート 25本 　5388030　 ¥1,000
SCP-AA328 4mm 40mm 鉄 ステンコート 25本 　5388031　 ¥1,000

型番 長さ（L） 本体材質 仕上 セット個数 商品コード 参考価格

SCP-AA045 5mm 真鍮 ニッケルメッキ 50個 　5388032　 ¥5,700
SCP-AA046 15mm 真鍮 ニッケルメッキ 25個 　5388033　 ¥3,200
SCP-AA047 30mm 真鍮 ニッケルメッキ 10個 　5388034　 ¥1,800
SCP-AA048 40mm 真鍮 ニッケルメッキ 10個 　5388035　 ¥2,200
SCP-AA050 5mm 真鍮 黒ニッケルメッキ 50個 　5388036　 ¥6,300
SCP-AA051 15mm 真鍮 黒ニッケルメッキ 25個 　5388037　 ¥4,100
SCP-AA052 30mm 真鍮 黒ニッケルメッキ 10個 　5388038　 ¥2,200
SCP-AA053 40mm 真鍮 黒ニッケルメッキ 10個 　5388039　 ¥2,400
SCP-AA055 5mm ステンレス 生地 50個 　5388040　 ¥7,300
SCP-AA056 15mm ステンレス 生地 25個 　5388041　 ¥6,200
SCP-AA057 30mm ステンレス 生地 10個 　5388042　 ¥3,000
SCP-AA058 40mm ステンレス 生地 10個 　5388043　 ¥4,700

型番 規格 本体材質 カラー セット個数 商品コード 参考価格

SCP-AA015 φ8 真鍮 ニッケル 50個 　5388044　 ¥5,000
SCP-AA016 φ8 真鍮 黒ニッケル 50個 　5388045　 ¥5,000
SCP-AA017 φ8 ステンレス ステンレス 50個 　5388046　 ¥6,300
SCP-AA019 φ8 真鍮 つや消し黒 50個 　5388047　 ¥7,500
SCP-AA020 φ8 真鍮 ブラック 50個 　5388048　 ¥7,500
SCP-AA021 φ8 真鍮 ホワイト 50個 　5388049　 ¥7,500
SCP-AA022 φ8 真鍮 グレー 50個 　5388050　 ¥7,500
SCP-AA023 φ8 真鍮 ブラウン 50個 　5388051　 ¥7,500
SCP-AA024 φ8 真鍮 クリーム 50個 　5388052　 ¥7,500
SCP-AA025 φ10 真鍮 スズコバ 50個 　5388053　 ¥6,000
SCP-AA026 φ10 真鍮 黒ニッケル 50個 　5388054　 ¥7,500
SCP-AA027 φ10 ステンレス ステンレス 50個 　5388055　 ¥8,200

セット数 商品コード 参考価格

50枚 　5388013　 ¥800

■ポイントビス用スペーサー■ポイントネジ

■ポイントビス
ビスと座金が一体となり、簡単な施工でビスの頭
部隠しが可能!

サインボードやアクリル板を壁から浮かし、
空間を作るために使用します。

工業製品にはこちらの
ネジタイプを
ご使用下さい。

■飾りナット（ポイントビス用キャップ）
国内最小8mmの飾りナット。

※実用新案登録済

※実用新案登録済

「ポイントビス（飾りビス）」さらにお探しの方はWEBへ

カタログ掲載以外の商品をWEBサイトにて掲載しております。

QRリーダー

388A

商品ページダイレクトアクセス

nigiwai-qr.com
PC

■キャップの目立たない頭部隠しが可能です。豊富なバリエーションで、
　様々なシーンで活用していただけます。

廃番


