
ねじ頭の出っ張りが嫌い・・・　これでスッキリ！ねじ頭の出っ張りが嫌い・・・　これでスッキリ！ねじ頭の出っ張りが嫌い・・・　これでスッキリ！ねじ頭の出っ張りが嫌い・・・　これでスッキリ！

 １．ＪＩＳなべ頭では頭部の出っ張りがワークに当たる １．ＪＩＳなべ頭では頭部の出っ張りがワークに当たる １．ＪＩＳなべ頭では頭部の出っ張りがワークに当たる １．ＪＩＳなべ頭では頭部の出っ張りがワークに当たる 　　１．頭部の薄型化による少スペース化の対応　　１．頭部の薄型化による少スペース化の対応　　１．頭部の薄型化による少スペース化の対応　　１．頭部の薄型化による少スペース化の対応

 ２．皿頭では出っ張りはなくなるが皿もみ加工が ２．皿頭では出っ張りはなくなるが皿もみ加工が ２．皿頭では出っ張りはなくなるが皿もみ加工が ２．皿頭では出っ張りはなくなるが皿もみ加工が 　　２．皿もみ加工の廃止　　２．皿もみ加工の廃止　　２．皿もみ加工の廃止　　２．皿もみ加工の廃止 製造コストの低減製造コストの低減製造コストの低減製造コストの低減

　　 必要になる　　　 必要になる　　　 必要になる　　　 必要になる　 　　 皿もみ加工のコストがかかる　　 皿もみ加工のコストがかかる　　 皿もみ加工のコストがかかる　　 皿もみ加工のコストがかかる

　　　　　　　  　　　　　　 

　ポイント　　　ポイント　　　ポイント　　　ポイント　　

１．頭部の薄型化による締結体の小型化対応１．頭部の薄型化による締結体の小型化対応１．頭部の薄型化による締結体の小型化対応１．頭部の薄型化による締結体の小型化対応

２．頭部薄型化による軽量化 ２．頭部薄型化による軽量化 ２．頭部薄型化による軽量化 ２．頭部薄型化による軽量化 

３．頭部外径が大きい為、最大締付けトルクが向上し、作業性がアップ３．頭部外径が大きい為、最大締付けトルクが向上し、作業性がアップ３．頭部外径が大きい為、最大締付けトルクが向上し、作業性がアップ３．頭部外径が大きい為、最大締付けトルクが向上し、作業性がアップ

４．頭部外径が大きい為、ゆるみ止め効果を発揮４．頭部外径が大きい為、ゆるみ止め効果を発揮４．頭部外径が大きい為、ゆるみ止め効果を発揮４．頭部外径が大きい為、ゆるみ止め効果を発揮
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 改　善　の　概　要　 （ 従 来 と の 差 異 ） 改　善　の　概　要　 （ 従 来 と の 差 異 ） 改　善　の　概　要　 （ 従 来 と の 差 異 ） 改　善　の　概　要　 （ 従 来 と の 差 異 ）

 従来品（JIS頭） 従来品（JIS頭） 従来品（JIS頭） 従来品（JIS頭）   改善品  改善品  改善品  改善品（ラミクス・ラミメイト）（ラミクス・ラミメイト）（ラミクス・ラミメイト）（ラミクス・ラミメイト）

ラミクス ・ラミメイトＰＡＴ

重重重重さでさでさでさで

ラミクスラミクスラミクスラミクス ････････････約約約約49％減％減％減％減

ラミメイト･･･ラミメイト･･･ラミメイト･･･ラミメイト･･･約約約約20％～％～％～％～30％減％減％減％減

出出出出っっっっ張張張張りがりがりがりが

あたるあたるあたるあたる

皿皿皿皿もみもみもみもみ加工加工加工加工がががが

必要必要必要必要

コスト⇒割高

皿皿皿皿もみもみもみもみ加工加工加工加工がががが

不要不要不要不要

コスト削減

出出出出っっっっ張張張張りがりがりがりが無無無無くくくく

ワークにワークにワークにワークに当当当当たらないたらないたらないたらない

高高高高さでさでさでさで

65％～％～％～％～77％減％減％減％減

※※※※皿皿皿皿もみもみもみもみ部部部部がなくなりがなくなりがなくなりがなくなり、、、、ねじねじねじねじ部部部部をををを

確保出来確保出来確保出来確保出来るるるる為、薄板締結為、薄板締結為、薄板締結為、薄板締結もももも可能！可能！可能！可能！

プレスプレスプレスプレス加工加工加工加工がががが

必要必要必要必要

コスト⇒割高

プレスプレスプレスプレス加工加工加工加工がががが

不要不要不要不要

コスト削減
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※ Ｌは、ＪＩＳ Ｂ １１２２ に準ずる。

【タップタイト】

※ Ｌは、ＪＩＳ Ｂ １１１１ に準ずる。

 

【小ねじ】

ラミクスラミクスラミクスラミクス（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ2222）寸法）寸法）寸法）寸法

※頭部上面にドッキング防止のため、

Ｒをつけさせていただきます。

※材質は鉄のみとさせていただきます。

ラミメイトラミメイトラミメイトラミメイト寸法寸法寸法寸法

 ねじ呼び 

   （ｄ） 

φＤ Ｈ 

十字穴 

番   号  

首 下 寸 法 

寸法 公差 寸法 公差 (φＥ) （ａ） 
【小ね じ】【小ね じ】【小ね じ】【小ね じ】    【Ｂタイト】 【Ｂタイト】 【Ｂタイト】 【Ｂタイト】     【Ｓタイト】 【Ｓタイト】 【Ｓタイト】 【Ｓタイト】     【Ｐタイト】 【Ｐタイト】 【Ｐタイト】 【Ｐタイト】     

2.52.52.52.5     ５ 

    ０ 

－０．５ 

０．６ 
± ０．１ １ （２．５） （０．５） Ｓ２０３００    

2.62.62.62.6     ５ 

    ０ 

－０．５ 

０．６ 
± ０．１ １ （２．６） （０．５） Ｓ２０３０１ Ｓ２０３０６ Ｓ２０３５１ Ｓ２０３５６ 

3333     ６ 

    ０ 

－０．６ 

０．７ 
±０．１５ １ （３） （０．５） Ｓ２０３０２ Ｓ２０３０７ Ｓ２０３５２ Ｓ２０３５７ 

4444     ８ 

    ０ 

－０．６ 

０．９ 
±０．１５ ２ （４） （０．７） Ｓ２０３０３ Ｓ２０３０８ Ｓ２０３５３ Ｓ２０３５８ 

5555     １０ 

    ０ 

－０．８ 

１．２ 
± ０．２ ２ （５） （０．８） Ｓ２０３０４ Ｓ２０３０９ Ｓ２０３５４ Ｓ２０３５９ 

対応特番 

締結技術レポート(十字穴付き薄頭ねじ）

ラミクス ・ラミメイト

®
PATＰＡＴ

®
(精密0番十字穴対応頭） (ＪＩＳ十字穴対応頭）

(注) 被締結材の穴径φbは、目安として

首下寸法φe＋(φ0.1)として下さい。

※上記特番はねじ部先端ガイドなしです。

※ねじ呼び径 ３ の十字穴番号は No1になりますのでご注意下さい。

参考

 ねじ呼び

（ｄ） 

φＤ Ｈ  m 首下寸法 対応特番 

寸法 公差 寸法 公差 参考 (φＥ) （ａ） 【小ねじ】【小ねじ】【小ねじ】【小ねじ】    【Ｂﾀｲﾄ】【Ｂﾀｲﾄ】【Ｂﾀｲﾄ】【Ｂﾀｲﾄ】     【【【【PSPSPSPSﾀｲﾄ】ﾀｲﾄ】ﾀｲﾄ】ﾀｲﾄ】     

1.41.41.41.4    

2.5 

＋0.05 

－0.20  

0.2  

＋0.05 

－0.05  

1.35  (1.65)  (0.47)  

S018220 A005800 S018395 

3.03.03.03.0    S018221 A005801 S018396 

3.5 S018222 A005802 S018397 

1.61.61.61.6    

3.0 

＋0.05 

－0.20  

0.2  

＋0.05 

－0.05  

1.55 (1.90)  (0.50)  

S018223   

3.53.53.53.5    S018224   

4.0 S018225   

1.71.71.71.7    

3.0 

＋0.05 

－0.20  

0.2  

＋0.05 

－0.05  

1.55  (2.00)  (0.50)  

S018226 A005806 S018401 

3.53.53.53.5    S018227 A005807 S018402 

4.0 S018228 A005808 S018403 

2.02.02.02.0    

3.5 

＋0.05 

－0.20  

0.3 

(0.2)  

＋0.05 

－0.05  

1.65 (2.20)  

S018770 

(S018229) 

A005900 

(A005809) 

S018773 

(S018404) 

4.04.04.04.0    

S018771 

(S018230) 

A005901 

(A005810) 

S018774 

(S018405) 

4.5 

S018772 

(S018231) 

A005902 

(A005811) 

S018775 

(S018406) 

(0.50)  


