
PARTS CATALOGUE 

 

Yamamori-Seisa 



【 1 】フック式金具（丸カン付）

F-1 F-2 F-3 F-4

9mm 10mm 12mm 14mm

(18Y)(18W)(18P)(P850) (18Y)(18W)(18P)(P850) (18Y)(18W)(18P)(P850) (18Y)(18W)(P850)

F-5 F-6 F-7

16mm 19mm 24mm

(18Y)(P850) (18Y)(P850) (18Y)(P850)

【 2 】フック式金具

FL-1 FL-2 FL-3

9mm 12mm 15mm

(18Y)(18W)(18P)(P850) (18Y)(18P)(P850) (18Y)(P850)

FS-1 FS-2 FS-3

9mm 10mm 14mm

(18Y)(18W)(18P)(P850) (18Y)(18P)(P850) (18Y)(P850)

【 3 】フック式金具(YFK)

YFK-8.0 YFK-10

8mm 10mm

(18Y)(18W)(18P)(P850) (18Y)(18W)(18P)(P850)

(10Y)（10W）(10P) (10Y)（10W）(10P)

18 ・（18Y）　…　K18YG 85 ・（P850）　…　PT850 10 ・（10Y）　…　K10YG 14 ・（14Y）　…　K14YG
18 ・（18P）　…　K18PG 10 ・（10P）　…　K10PG 14 ・（14W）　…　K14WG
18 ・（18W）　…　K18WG 10 ・（10W）　…　K10WG
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【 4 】ヒキワ式金具・ヒキワセット

ヒキワ ヒキワ ヒキワ ヒキワ ヒキワ

5mm 6mm 　7mm　 8mm 9mm

(18Y)(18W)(18P)(P850) (18Y)(18W)(18P)(P850) (18Y)(18W)(18P)(P850) (18Y)(P850) (18Y)(P850)

(10Y)(10W)(10P)

（14Y）（14W）

秀わベーシック 秀わハート

ヒキワセット ヒキワセット ヒキワセット

丸カンロ-付 丸カンロー付 丸カンロー付

（5㍉・8㍉・0.5） （5㍉・9㍉・0.5） （6㍉・9㍉・0.55）

(18Y)(P850) (18Y)(P850) (18Y)(P850)

【 5 】秀わ

ベーシック ベーシック ベーシック ベーシック ベーシック

ハート ハート ハート ハート ハート

秀わ 秀わ 秀わ 秀わ 秀わ

　4.5mm　 5mm 6mm 7mm 8mm

(18Y)(18W)(18P)(P850) (18Y)(P850) (18Y)(18W)(18P)(P850) (18Y)(18W)(18P)(P850) (18Y)

(10Y)(10W)(10P) (10Y)(10W)(10P)

【 6 】板ダルマ

板ダルマ 板ダルマ 板ダルマ 板ダルマ B-1

板ダルマ 板ダルマ 板ダルマ 板ダルマ B-1

7mm 8mm 9mm 11mm 8mm

(18Y) (18Y)(18W)(18P)(P850) (18Y)(18W)(18P)(P850) (18Y)(18W)(P850) (18Y)(18W)(18P)(P850)

(10Y)(10W)(10P)

【 7 】エイトカン 【 8 】安全ダルマ 【 9 】三連ダルマ

エイトカン（A） エイトカン（α） 安全ダルマ 三連ダルマ
（0.5×3.5）+0.5 （0.6×4）+0.55 （ボタンカン） (18Y)(P850)

(18Y)(18P) (18Y)(18P) （18Y）（P900）

(10Y)

【 10 】アジャスター用板

アジャスター用板 アジャスタ－　ハート板 菱形プレート チャームプレート チャームプレート
(18Y)(18W)(18P)(P850) (18Y)(18W)(18P)(P850) (18Y)(18W)(18P)(P850) DP-Y13-052 DP-Y13-053

(10Y)(10W)(10P) (10Y)(10W)(10P) (10Y)(10W)(10P) (18Y) (18Y)

（14Y）（14W）
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【 11 】丸カン　※WGメッキ無

0.4Φ 0.45Φ 0.5Φ 0.55Φ 0.6Φ

0.4 × 1.95mm 0.45 × 2.0mm 0.5×2.3mm 0.55×2.5mm 0.6×2.7

(18Y)(18W)(18P)(P850) (18Y)(18W)(18P)(P850) (18Y)(18W)(18P)(P850) (18Y)(18W)(18P)(P850) (18Y)(18W)(18P)(P850)

(10Y)(10W)(10P) (10Y)(10W)(10P) (10Y)(10W)(10P) (10Y)(10W)(10P) (10Y)(10W)(10P)

(14Y)（14W) (14Y)（14W) (14Y)（14W) (14Y)

0.7Φ 0.8Φ 0.9Φ 1.0Φ 1.0Φ

0.7×3.0mm 0.8×3.5mm 0.9 × 4.0mm 1.0×4.0mm 1.0×5.0mm

(18Y)(18W)(18P)(P850) (18Y)(18W)(18P)(P850) (18Y)(18P)(P850) (18Y) (18Y)(P850)

(10Y) (14Y)

1.0Φ 1.0Φ 1.2Φ 1.2Φ 1.2Φ

1.0×6.0mm 1.0×7.0mm 1.2×5.0mm 1.2×6.0mm 1.2×7.0mm

(18Y) (18Y) (18Y) (18Y) (18Y)(P850)

【 12 】AJ用丸カン　※WGメッキ無

0.3Φ 0.4Φ 0.5Φ 0.5Φ 0.6Φ

0.3×2.5mm 0.4×3.0mm 0.5×3.5mm 0.5×4.0mm 0.6×4.0mm

(18Y)(18W)(18P)(P850) (18Y)(18W)(18P)(P850) (18Y)(18W)(18P)(P850) (18Y)(18W)(18P)(P850) (18Y)(18W)(18P)(P850)

(10Y)(10W)(10P) (10Y)(10W)(10P) (10Y)(10W)(10P) (10Y)(10W)(10P) (10Y)

(14Y) (14Y)（14W) (14Y) (14Y)

0.7Φ

0.7×5.0mm

(18Y)(18W)

18 ・（18Y）　…　K18YG 85 ・（P850）　…　PT850 10 ・（10Y）　…　K10YG 14 ・（14Y）　…　K14YG
18 ・（18P）　…　K18PG 10 ・（10P）　…　K10PG 14 ・（14W）　…　K14WG
18 ・（18W）　…　K18WG 10 ・（10W）　…　K10WG
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【 13 】ハンガーパーツ

ハンガパーツ（レーザー） ハンガパーツ（レーザー） ハンガパーツ（レーザー） ハンガパーツ（レーザー） ハンガパーツ（レーザー）

DP-Y13-045 DP-Y13-046 DP-Y13-047 DP-Y13-048 DP-Y13-049

(18Y) (18Y) (18Y) (18Y) (18Y)

ハンガパーツ（レーザー） ハンガパーツ（レーザー）

DP-Y13-050 DP-Y13-051

(18Y) (18Y)

【 14 】ピアス金具

フックタイプ ドロップタイプ フックタイプ キドニータイプ マーキスタイプ

DP-Y13-054 DP-Y13-055 DP-Y13-057 DP-Y13-058 DP-Y13-059
(18Y) (18Y) (18Y) (18Y) (18Y)

DP-Y13-056
(18Y)

フックタイプ フックタイプ フックタイプ フックタイプ フックタイプ

No．1-1 No．1-2 No．1-2A No．2-1 No．2-2
(18Y) (18Y) (18Y) (18Y) (18Y)

フックタイプ

No．3-1
(18Y)
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【 15 】フックプレート　※K18WGメッキ無

S M L
2.6mm 3.3mm 4mm

（18Y）（P850） （18Y）（P850） （18Y）（P850）

（18P）（18W) （18P）（18W) （18P）（18W)

5L 6L 7L 8L
5mm 6mm 7ｍｍ 8ｍｍ

（18Y）（P850） （18Y）（P850） （18Y）（P850） （18Y）（P850）

（18W） （18W） （18W） （18W）

【 16 】バチカン

バチカン 甲丸バチカン 甲丸バチカン 甲丸バチカン

プレス S M L
（18Y）（P850） （18Y） （18Y） （18Y）

キャスト・バチカン キャスト・バチカン キャスト・バチカン キャスト・バチカン キャスト・バチカン

Q P O N R
（18Y） （18Y） （18Y） （18Y） （18Y）

キャスト・バチカン キャスト・バチカン キャスト・バチカン

J H G
（18Y） （18Y） （18Y）

18 ・（18Y）　…　K18YG 85 ・（P850）　…　PT850 10 ・（10Y）　…　K10YG 14 ・（14Y）　…　K14YG
18 ・（18P）　…　K18PG 10 ・（10P）　…　K10PG 14 ・（14W）　…　K14WG

18 ・（18W）　…　K18WG 10 ・（10W）　…　K10WG
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【 17 】エンドキャップ　K18WGメッキ無

2.0ｍｍ 2.5ｍｍ 3.0ｍｍ 3.5ｍｍ
（内径φ1.5mm） （内径φ2.0mm） （内径φ2.5mm） （内径φ3.0mm）

（18Y）（P850） （18Y）（P850） （18Y）（P850） （18Y）（P850）

（18P）（18W） （18P）（18W） （18P）（18W） （18P）（18W）

4.0ｍｍ 4.5ｍｍ 5.0ｍｍ
（内径φ3.5mm） （内径φ4.0mm） （内径φ4.5mm）

（18Y）（P850） （18Y）（P850） （18Y）（P850）

【 18 】中空ボール

2.3ｍｍ 3.0ｍｍ 3.6ｍｍ 4.0ｍｍ 4.5ｍｍ
（18Y）（P850） (18Y)(18W)(18P)(P850) （18Y）（P850） (18Y)(18W)(P850) （18Y）（P850）

(10Y)(10W)(10P) （14Y）

（14Y）

5.0ｍｍ 6.0ｍｍ
(18Y)(18W)(P850) （18Y）（P850）

（14Y） （14Y）（14W）

【 19 】ミラーボール

2.5ｍｍ 3.0ｍｍ 3.5ｍｍ 4.0ｍｍ 5.0ｍｍ
（18Y）（P850） （18Y）（P850） （18Y） （18Y）（P850） （18Y）（P850）

6.0ｍｍ 7.0ｍｍ 8.0ｍｍ
（18Y）（P850） （18Y）（P850） （18Y）（P850）
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【 20 】セフティー・シャカ玉　※K18WGメッキ無

S M L LL 3L
(18Y)(18W)(P850) (18Y)(18W)(P850) (18Y)(18W)(P850) (18Y)(P850) (18Y)(P850)

※セフティーSS ※セフティーＭ70 ※セフティーＭ75 ※セフティーＭ80 ※セフティーＭ90

シャカ玉対応サイズ シャカ玉対応サイズ シャカ玉対応サイズ

S・Ｍ・Ｌ ＬＬ 3Ｌ
(18Y)(18W)(P850) (18Y)(P850) (18Y)(P850)

【 21 】中折金具（セフティー付）　※K18WGメッキ無

N-1ｓ N-2ｓ N-3ｓ N-4ｓ N-5ｓ

4.2mm 5.0mm 6.2mm 7.0mm 8.5mm
(18Y)(18W)(18P)(P850) (18Y)(18W)(18P)(P850) （18Y）（18W）（P850） （18Y）（18W）（P850） （18Y）（18W）（P850）

N-6ｓ N-7ｓ N-8ｓ

9.0mm 10.0mm 11.0mm
(18Y)(P850) （18Y） （18Y）

【 22 】中折金具（セフティー無し）

N-0 NR-1 RN-1A

3.5mm 5.0mm 4.3mm
（18Y）（18W）（P850） （18K） （18Y）（18P）（P850）

18 ・（18Y）　…　K18YG 85 ・（P850）　…　PT850 10 ・（10Y）　…　K10YG 14 ・（14Y）　…　K14YG
18 ・（18P）　…　K18PG 10 ・（10P）　…　K10PG 14 ・（14W）　…　K14WG

18 ・（18W）　…　K18WG 10 ・（10W）　…　K10WG
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【 23 】差込金具（上のせタイプ）　※K18WGメッキ無 ・溝の幅表示

C-0 C-1 C-2 C-3 C-4
3.0mm 3.5mm 4.5mm 6.0mm 7.0mm

(18Y)(18W)(18P)(P850) (18Y)(18W)(18P)(P850) （18Y）（P850） （18Y）（P850） （18Y）（P850）

C-5 C-6 C-5B
10.0mm 11.0mm 10.0mm

（18Y）（P850） （18Y） （18Y）

【 24 】差込金具（ボックスタイプ） ※幅表示

BR-0 BR-1 BR-2
3.0mm 5.0mm 6.3mm

（18Y）（P850） （18Y）（P850） （18Y）（P850）

B-0 B-1 B-2
3.0mm 5.0mm 6.3mm

（18Y）（18P）（P850） （18Y）（P850） （18Y）（P850）

【 25 】タイチェーンハンガー（A）、（B）
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タイチェーンハンガー（A） タイチェーンハンガー（B）
（18Y）（P900） （18Y）（P900）



【 26 】張り合わせパーツ

ボール・ハート　L ボール・ハート　M ボール・ハート　S ボール・ライン　L ボール・ライン　M

DP-Y14-020 DP-Y14-021 DP-Y14-022 DP-Y14-023 DP-Y14-024

(18Y)(18W)(18P) (18Y)(18W)(18P) (18Y)(18W)(18P) (18Y)(18W)(18P) (18Y)(18W)(18P)

ボール・ライン　S ボール・ダイヤ　S

DP-Y14-025 DP-Y14-028

(18Y)(18W)(18P) (18Y)(18W)(18P)

【 27 】ビーズパーツ

外径3.0Φ×幅2×穴径1 辺1.5×幅2×穴径1 外径3.5幅1.45×穴径1.3 外径2.8幅2.5×穴径0.8 外径2.5幅1.5×穴径1.2

槌目ボール－角 キューブボール ドーナツボール 槌目ボール オーバル オーバル梨地

DP-Y14-030 DP-Y14-031 DP-Y14-032 DP-Y14-033 DP-Y14-034

(18Y)(18W)(18P) (18Y)(18W)(18P) (18Y)(18W)(18P) (18Y)(18W)(18P) (18Y)(18W)(18P)

外径1.4×幅4×穴径×1.2 外径1.8×幅4×穴径×1.2

槌目パイプ（1.4×4） 槌目パイプ（1.8×4）

DP-Y14-035 DP-Y14-036

(18Y)(18W)(18P) (18Y)(18W)(18P)

18 ・（18Y）　…　K18YG 85 ・（P850）　…　PT850 10 ・（10Y）　…　K10YG 14 ・（14Y）　…　K14YG
18 ・（18P）　…　K18PG 10 ・（10P）　…　K10PG 14 ・（14W）　…　K14WG

18 ・（18W）　…　K18WG 10 ・（10W）　…　K10WG
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直径：約10.5mm 直径：約8.5mm 直径：約7mm 直径：約8.8mm 直径：約8mm 

直径：約7mm 直径：約7mm 



【 28 】スライドパーツ

スライド玉 スライド玉 スライド玉 スライド玉 スライド玉
2.5mm 2.7mm 3.0mm 3.5mm 4.0mm

(18Y)(18W)(18P)(P850) (18Y)(18W)(18P)(P850) (18Y)(18W)(18P)(P850) (18Y)(18W)(18P)(P850) (18Y)(18W)(18P)(P850)

（10W）(10P) （10W）(10P) （14W）（10Y）（10W）(10P) （14W）（10Y）（10W）(10P)

スライド玉 スライド玉 スライド玉 スライド玉
4.5mm 5.0mm 5.5mm 6.0mm

(18Y)(18W)(18P)(P850) (18Y)(18W)(18P)(P850) (18Y)(18W)(18P)(P850) (18Y)(18W)(18P)(P850)

18 ・（18Y）　…　K18YG 85 ・（P850）　…　PT850 10 ・（10Y）　…　K10YG 14 ・（14Y）　…　K14YG
18 ・（18P）　…　K18PG 10 ・（10P）　…　K10PG 14 ・（14W）　…　K14WG
18 ・（18W）　…　K18WG 10 ・（10W）　…　K10WG
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　【代理店　(有)名古屋ゴールドチェーン】
　〒453-0013　名古屋市中村区亀島2-12-12コマツビル3F
　　TEL(052)451-8388　FAX(052)451-8688

株式会社　山森製鎖

  【富山営業所】
　〒930-0816　富山県富山市上赤江町1-3-63
　　TEL(076)432-3161　FAX(076)432-0077
    Email: honsha-eigyou@yamamori-gr.net

　【本社・工場】
　〒930-0816　富山県富山市上赤江町1-3-63
　　TEL(076)432-5907　FAX(076)432-0077

　【東京営業所】
　〒110-0005　東京都台東区上野5-13-10
　　TEL(03)3839-3111　FAX(03)3839-3110

　【福岡営業所】
　〒812-0011　福岡市博多区博多駅前3-9-15
　　TEL(092)481-1565　FAX(092)483-0560

  【大阪営業所】
  〒542-0081　大阪市中央区南船場2-8-5リズム大阪ビル1F
    TEL(06)6263-1277　FAX(06)6263-1278
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