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保護キャップ
TOMITARASHIの

保護キャップで防蝕防錆＆安全の実現

主に使用される素材

株式会社富田螺子
T O M I T A R A S H I  C O . , L T D .

ト ミ タ ラ シ

お問い合わせはこちら

〒146-0082　東京都大田区池上7-21-3

03-3754-6228

03-3755-2913

info@tomitarashi.com

1step 2step

ソフトタイプ

ハードタイプ
●ポリエチレン●
低温環境に強く、-20℃程度までであれば変形したり脆くなったりしない
衛生面で優れており、身に触れる環境や食品に関わる用途であっても使用可能
水を吸わず防湿性があり、油を含む薬品類とも反応し難いため、保存容器や配管素材などにも適している
電気を通さない絶縁体である

●軟質塩化ビニル（PVC)●
難燃性・電気絶縁性・透明性・加工性（切断、機械加工、曲げ、溶接）に優れる
配合により軟質塩化ビニルの固めタイプも選択可能なことから広範囲な用途に使用されている
RoHS2 指令に対応した商品もあり

●エラストマー (TPE)●
塩ビと同様に〔ゴムのような弾力 ] があり、且つ、熱や寒さに強く、強靭な引張強さがある
RoHS2 指令にも対応
熱分解によって発生する有害な塩素ガス、及び有害なダイオキシンが発生しないため
地域や地球の環境にとって非常に優しい素材
現在塩ビを使用している箇所の置き換えにもオススメ

おすすめ！

環境にやさしい！



●主なラインナップ●

保護用途 製品 型番 特徴 色 適合ねじ径

PCA1 六角ナットをカバーします 黒・白 M6,8,10,12,14,16,20,22

PCA2 六角ナットをカバーします（ISO規格対応品） 黒・白 M6,8,10,12,14,16,20,22

PCB7S

シングルナット対応
固定用アンカーボルトなどの保護・化粧用に！！
荷重や衝撃に強い特殊樹脂製突出したボルトをカバーし
ひっかけ事故のケガを防止

グレー、ミルキー、
ダークブラウン、透明、
イエロー

10,13,16型

PCB6W
ダブルナット対応
固定用アンカーボルトなどの保護・化粧用に！！
平座金付きダブルナットを完全収納

グレー、ミルキー、
ダークブラウン、透明、
イエロー

13,16,20,22,24,27,30,36,42型

PCB1G

アンカーボルト類の保護用・化粧用キャップ
手で押し込むだけの簡単取付
平座金付きダブルナットを完全収納
荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で抜群の強度
突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故等のけが防止

グレー
M8,M10,W3/8,M12,M14,W1/2,
M16,M18,W5/8

PCB5
ジンクハットは高純度亜鉛の優れた保護機能を応用して
考案された防食保護キャップです

グレー M,8,10,12,16,20,22

ボルト余長
六角ナット

ボルト余長
六角ナット
座金対応

ソフトタイプ（軟質塩化ビニルなど）

ハードタイプ（ポリエチレンなど）

保護用途 製品 型番 特徴 色 適合ねじ径

PCD1
ボルトカバー（頭部側）
ボルトの頭部をカバー

黒・白・グレー、アイボリー M,6,8,10,12,16,20

PCD2
ボルトカバー（頭部側）座金対応ツバヒロタイプ
ボルトとワッシャー（座金）を同時にカバー

グレー、アイボリー M,6,8,10,12,16,20,22,24

PCD3
ボルトカバー（頭部側）座金対応省スペースタイプ
ボルトとワッシャー（座金）を同時にカバー

グレー M,6,8,10,12,16,20

PCD4
高力ボルト（ボルト頭部側）座金対応ツバヒロタイプ
防錆・防水効果に！！
※F10T（F8T）にご使用頂けます

グレー M16,20,22,24

PCD5
高力ボルト（ボルト頭部側）座金対応省スペースタイプ
鋼橋での六角ハイテンションボルト頭部と
丸ワッシャー部分の防錆に！

黒・グレー M12,16,20,22,24,27,30

PCD8
トルシア型高力ボルト（トルシア型ボルト頭部側）用
防錆・防水効果に！
※S10T（S8T）にご使用頂けます

グレー M,16,20,22,24

PCD10
ナットカバーフラット
塗装時のマスキング・装飾用として

黒・白・グレー、アイボリー M6,8,10,12,16,20,22,24,30,36,42

PCD11
フランジナットカバー
塗装時のマスキング・装飾用として

黒・白・グレー M8,10,12,16

PCD12
袋ナットカバー
塗装時のマスキング・装飾用として

黒・白・グレー M6,8,10,12,16,20

CAP頭部カバー
PCD15

六角穴付きボルト（CAP）カバー
六角穴への異物混入を防止するカバー

黒・白・グレー・アイボリー M4,5,6,8,10,12,16,20,22,24,30

PAN：PCD6

HEX：PCD7
ピアスカラーキャップ
ビス頭部に取り付けることで、耐蝕性や止水性を向上

白・薄白・クリーム・ベージュ
グレー・茶色・こげ茶・青・黒

M4,5,6

PCD21

PCD22
（+）ビスカバー
ビス締結後に気になるプラス頭をカバー

黒・白・アイボリー・クリーム
パールホワイト・
ナチュラルブラウン
ライトブラウン・ブラウン
ダークブラウン

PCD21：直径12ｍｍ
PCD22：直径8.8ｍｍ

PCD23 なべ小ねじ用カバー 黒 M3,4,5,6,8

PCD24 トラス小ねじ用カバー 黒 M3,4,5,6,8

ボルト頭部カバー

ナットカバー

ビス類頭部カバー



保護用途 製品 型番 特徴 色 適合ねじ径

PCA3
ボルトやナットを同時にカバー！
シングルナット＆ダブルナット対応
バラ対応品！

黒・白・グレー、アイボリー
M3,4,5,6,8,10,12,14,16,
18,20,22,24,27,30

PCA4 ボルトの余長とナットを同時にカバー！ 黒・白・グレー、アイボリー M4,5,6,8,10,12,14,16,18,20

PCA5 ナットカバー内ねじ付き 黒・白・グレー、アイボリー
M,6,8,10,12,16,18,20,22,24,30,48,
W5/16,W3/8,W1/2,W5/8,W3/4

PCA6 ダブルナットカバー内ねじ付き 黒・白・グレー、アイボリー
M,6,8,10,12,16,18,20,22,24,257,30,33,
48,W3/8,W1/2,W5/8

PCB9S ナットカバー（座金対応）
ツバヒロタイプ

グレー、アイボリー M,6,8,10,12,16,20

PCB10S ナットカバー（座金対応）
省スペースタイプ

グレー M,6,8,10,12,16,20

PCB11S ナットカバー（座金対応）
止水用

グレー M,6,8,10,12,16,20,22,24

PCB12W ダブルナットカバー(座金対応)
止水用

グレー M10,12,16,20,24

PCB13S
ナットカバー（座金対応）
ハイテンションナット用
ツバヒロタイプ

グレー M12,16,20,22,24,

PCB14S
ナットカバー（座金対応）
ハイテンションナット用
省スペースタイプ

グレー M12,16,20,22,24,27,30

PCB15S ナットカバー（座金対応）
内ねじ付き

黒・白・グレー、アイボリー
M,6,8,10,12,16,20,22,24,30,36,42,48,
W5/16,W3/8,W1/2,W5/8,W3/4

PCB16W ダブルナットカバー(座金対応)
内ねじ付き

黒・白・グレー、アイボリー
M10,12,16,20,22,24,27,30,33,36,
W3/8,W1/2,W3/4

PCB17
オールアンカーCタイプ［芯棒打ち込み式］
アンカーナットカバー（座金対応）
内ねじ付き

黒・白・グレー、アイボリー
M,6,8,10,12,16,20,
W1/4,W5/16,W3/8,W1/2

PCC1 ねじ用丸先カバー(ねじ・ボルト用） 黒・白・グレー・黄色 M5,6,8,10,12,16,18

PCC2 ねじ用丸先カバー（タッピング・ドリルねじ用） 黒・白・グレー・透明（M18のみ）
M3,4,5,6,8,10,12,14,16,18,20,
22,24,27,30

PCC4 ねじ用丸先カバー内ねじ付き 黒・白・グレー・アイボリー
M4,5,6,8,10,12,16,20,22,24,30,36,42,
W5/16,W3/8,W1/2,W5/8,W3/4

PCC6 ドリルビス刃先カバー
黒・白・グレー
ブラウン・ブルー

Φ3.5,4,5,6

ボルト余長
六角ナット

ボルト余長
六角ナット
座金対応

ネジ部のカバー

ソフトタイプ（軟質塩化ビニルなど）

ソフトタイプ（エラストマー製）
保護用途 製品 型番 特徴 色 適合ねじ径

PCD27
ボルトカバー化粧用エラストマー【TPE】製
外観の装飾・怪我防止の保護・防水・防錆!

黒・白・グレー・アイボリー・
イエロー・レッド・ブルー・
ブラウン

M,6,8,10,12,

PCD29
ボルトカバー用エラストマー【TPE】製
外観の装飾・怪我防止の保護・防水・防錆！

黒・白・グレー・アイボリー・
イエロー・レッド・ブルー・
ブラウン

M,6,8,10,12,

頭部カバー



●保護キャップ特注品●
市販にないサイズも保護します

オーダー方法

お色味の目安 　　材質

市販品にはないサイズ・市販品ではカバーできない形もお任せください！！

ブラック
クリア（透明）
グレー
レッド
ホワイト
イエロー
グリーン
オレンジ
ブルー　
ブラウン　　　etc

株式会社富田螺子
T O M I T A R A S H I  C O . , L T D .

ト ミ タ ラ シ

お問い合わせはこちら

〒146-0082　東京都大田区池上7-21-3

03-3754-6228

03-3755-2913

info@tomitarashi.com

詳しくは弊社HPをチェック

●ハイテンションボルト用
●ハイテンションナット用
●トルシア型高力ボルト
●H鋼用
●チャンネル用
●アングル用
●角パイプ用/丸パイプ用
●装飾用/遊具・アミューズメント機

●ボルト余長+ナット用
●ボルト余長+ナット+座金用
●ねじ部の保護用
●ボルト頭部保護用
●ボルト+座金頭部保護用
●ナット用
●小ねじ用
●穴かくし用

保護カバー各種取り扱い中
●TRX用
●六角穴用
●全ねじマーカー
●鋼材マーカー
●穴かくし用　
●ギタープラグ
●電線端末カバー
●マスキング用カバー　等

STEP01　　　STEP02　 　STEP03 　STEP04 　STEP05

ご希望をお教えください
●形状
●サイズ
●納期

メールorFAXにて
お見積り回答
いたします

お客様のご希望
に沿った保護カバー
をご用意させて
いただきます

郵送　or　配達便
にて商品をお届
（店頭引取も可能）

商品に請求書を
同送いたします
10日以内に
お振込みください

納品製作オーダー お支払いお見積り

※ご発注金額によりお支払条件（前金等）が変わる場合がございます。ご了承ください。

https://tomitarashi.com/nutcover.html

PVC（軟質塩化ビニル）

動画でCHECK！気になる特注品は


