
バックル類

【21】 STBR20 【22】KHB1 

35

【8】 SR  S 【9】 SW 【10】 SRC

【16】 FR B 【17】 MFR 【18】 FRH 【19】 ST 【20】 SB2

【11】 NS 【12】NS  T 【13】NS  S 【14】HB 【15】FR

【3】 YSR10 【4】 TSR  H 【5】 TDSR

NIFCO①

【1】 YSR 【2】 YSRD

【6】 ZSR 【7】 SR

【 11 】 



スライドバックル

ナスカン(HOOK)

リング(RING)

【5】 TR 【6】GA10 【7】 SQ 【8】 SQ A

【1】 TD 【2】 DBR 【3】 BD 【4】 ND

【11】BHK1 【12】BHK2

【2】 SL 20

【6】GS7 【7】GD８ 【8】 GS3 【9】GS3A 【10】 MH1 

【1】 YRH 【2】 SH 【3】 RH 【4】 NH S
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NIFCO②

【5】 PH

【1】 SL 1



テープアジャスター

コードロック

【21】ECL1 【22】FCL2 【23】 JC1 【24】 PCL1 【25】 CL50

【1】 CL1 【2】 CL２

【11】 CL12

【6】 CL6 【7】CL7

【16】CL18

【13】CL14 【15】CL17

【10】 CL11

【20】CL24PS【17】CL19 【18】CL22

【12】 CL13

【19】CL23PS

【14】CL15

【8】 CL9 【9】CL10 

【6】TS 【7】NT30 【8】 AJ

【2】 LL 【3】 LL S 【4】 TLL

【9】GS3A
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【5】 T

【10】 CRT

NIFCO③

【3】 CL3 【4】 CL4 【5】CL5

【1】 YLL

http://www.nifco.co.jp/ctl/buc/data/products/ca/cl15/index.html


コードロック

【26】 CL60 【27】CL61 【28】CL62 【29】CA1 【30】 CA３

【31】CA3T

コードエンド・テープエンド

【1】 CS１ 【２】CS2 【3】CS4 【4】 CS5 【5】 CS6 

【7】CS12 
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NIFCO④

【6】CS7 

【11】TES

【10】TS12 【8】CLS1  【9】 TS8



その他

カラー：黒（その他はご相談下さい）

※お断りなしに仕様変更・廃番になることがございますので予めご了承ください。

【5】ZPK 【6】SPD A

NIFCO⑤

【4】FT4 
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【2】RV4 【3】RV6 【1】VN8 



※YKKは基本的に100個単位のご注文となります

バックル サイドリリースタイプ ※カラー 黒

【1】LB-LV 【2】LB-LVD 【3】LB-LVS 【4】LB-WG 【5】LB-WGD

【6】LB-WGS 【7】LB-PT 【8】LB-PTD 【9】LB-PTS 【10】LB-PTG

【11】LB-PTA 【12】LB-PTC 【13】LB-PC 【14】LB-S  【15】LB-J

【16】LB-K2 【17】LB-KR 【18】LB-G 【19】LB-RS 【20】 LB-RC

【21】  LB-R 【22】 LB-X 【23】 LB-RD 【24】LB-XD 【25】LB-WS
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YKK①

【 11 】 



バックル サイドリリースタイプ

【26】 LBーLB 【27】 LB-LS ※カラー 黒

バックル フロントリリースタイプ

【1】LB-FR 【2】LB-Q 【3】LB-FU 【4】LB-FL 【5】LB-F2

【6】LB-HR 【7】IB-HM 【8】ZB-T 【9】LB-FW

バックル 豆差しタイプ

【1】LM-D DB 【2】LM-PT 【3】LM-H 【4】LM-P 【5】LM-H1

【6】LM-R 【7】LM-J 【8】LM-B 【9】LM-Q 【10】LM-G
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YKK②



バックル 豆差しタイプ

バックル サスペンダー/衣料用バックル

【1】WB-S 【2】WB-T 【3】WB-R 【4】WB-DA 【5】WB-DL

【6】WB-FU 【7】WB-D 【8】WB-H

コードストッパー / オール樹脂製シリーズ

【1】LC-SR 【2】LC-SD 【3】LC-WW 【4】LC-HW 【5】LC-KS
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YKK③

【11】LM06･TS･TH･TD ※カラー 黒



コードストッパー / オール樹脂製シリーズ

【6】LC-KW 【7】LC-RW 【8】LC-SW 【9】LC-KH 【10】LC-ST

コードストッパー / オール樹脂製シリーズ

【11】LCｰHD 【12】LC-SB 【13】LC-SC 【14】LC-WC 【15】LC-PA

【16】LC-SL 【17】LC-SRS 【18】LC-WF 【19】LC-WR 【20】LC-UC

【21】LC-UH 【22】LC-US 【23】LC-EL 【24】LC-SF 【25】WZ-CO

【26】WZ-SI 【27】LZ-DLW
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YKK④

※カラー 黒



コードストッパー / メッキシリーズ

【1】GA0011L 【2】GA0012L 【3】GA0013L 【4】GM-16 【5】GM-36

【6】GM-37 【7】GM-38 【8】GM-39 【9】GM-105 【10】GM-109

コードストッパー / 透明シリーズ

【1】GA004L 【2】GA005L 【3】GM168 【4】GM169

コードストッパー / 小型シリーズ

【1】CSN200 【2】CSN201 【3】CSN202 【4】CSN197 【5】CSN198

【6】CSN039 【7】CSN191 【8】CSN126 【9】CSN151 【10】CSN171

44

YKK⑤



コードストッパー / 小型シリーズ

【11】CSN067 【12】CSN065

コードエンドストッパー・アクセサリータブ・テープエンドストッパー

【1】LE-PS 【2】CSN263 【3】CSN265 【4】LE02CM 【5】LE-CM

【6】LE-FC 【7】LE-CP 【8】LE-SV 【9】LE-CP 【10】LE-CE

【11】LE-PB 【12】LE-ST 【13】LC-WE 【14】LE-WV 【15】LE-HR

【16】LE-PA 【17】LE-H 【18】LEｰB 【19】LE-PW 【20】LE-D
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YKK⑥



コードエンドストッパー・アクセサリータブ・テープエンドストッパー

【21】1QIBD

ナスカン・吊りカン

【1】LN-R 【2】LN-E 【3】LN-AR 【4】LN-A 【5】LN-K

【6】LN-Z 【7】LN-KH 【8】LN-H 【9】LN-SX 【10】ZN-PS

【11】LN-G 【12】LF-CH
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YKK⑦



美錠

※メッキバリエーションはお問合せ下さい。

Dカン

【1】LD-E 【2】LD-K 【3】LD-S 【4】LD-R 【5】LD-RK

【6】ZD-K

　　　（メッキサンプル）
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YKK⑧



平カン・手カン・富士カン・割カン・デザインカン･サルカン

【1】LH-E 【2】LH-KP 【3】LT-K 【4】LT-N 【5】LH-W

【6】LW-S 【7】LA-PYD 【8】LA-PHA・PHB【9】LA-PYA 【10】LA-PYB

【11】LA-PXA 【12】LA-PXB 【13】LA-DXB 【14】LA-DYB 【15】LH-SG

アジャスター

【1】LA-S 【2】LA-T 【3】WA-S 【4】WA-F 【5】WA-W

コキ・美錠

【1】LK-LV 【2】LK-WG 【3】LK-WGS 【4】LK-M 【5】LK-E
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YKK⑨



コキ・美錠

【6】LK-E2 【7】LK-U 【8】LK-PT 【9】LA-TS 【10】LA-CB

【11】LA-CBH

背カン

【1】LA-RH 【2】WS-TR 【3】WS-TA

その他

トップボタン ウエストアジャスター ブレークアウェイジョイント

【1】CT-HP 【1】XP 【1】WJ-C

アネックスクリップ
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YKK⑩

【2】LA-AYA/AYB【1】LA-AXA/AXB



台座

把手 バッチ 肩あて

【1】LG-L 【1】LP-S 【2】LP-L 【1】LP-G 【2】LP-GL

※お断りなしに仕様変更・廃番になることがございますので予めご了承ください。
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YKK⑪

【1】LG-DH
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