
。

 BUNDLE BAND / KB
 結束バンド

ご使用に際しては仕様についてのお打ち合わせをお願いします。 製品の改良などを目的として記載内容は予告なく変更することがあります
Please consult us before use about your applications. The contents or products described in this catalog may change without notice due to product improvements and other reasons.

ELECTRONIC
COMPONENTS

Features特　長
■ 長尺のバンドで必要な長さをカットして使用するためロスが少なく経済的です。  
■ バンド幅4サイズ、専用の固定具3種類を用意しています。  
● Can be cut to required length out of a rolled band. Economical and minimizes waste.
● Available in four band widths, as well as three kinds of mounting accessories.

Material材　料
■ ナイロン6※（色調：ブラック）
● Nylon 6※（Color：Black）

KB-07 ～16

結束バンド固定用アクセサリー／Stopper and Mounts for KB

■スナップボタン／KB-07・KB-09・KB-13用
    Snap button (Stopper) / For KB-07・KB-09・KB-13

■固定具A／KB-07・KB-09・KB-13用
    Mount A / For KB-07・KB-09・KB-13 

■固定具B／KB-09用
    Mount B / For KB-09 

包 装 単 位:1,000個
Std. Package:1,000pcs.

あらかじめバンドの一端に取りつけておき、所用個数の穴位置でス
ナップし、固定するものです。スピーディな上に取り外しも容易で
す。
Easy and fast mount/dismounting. One end of the band is 
fixed on the button, and a wire/cable bundle is secured by 
snapping the hole into the button.

パネルや壁面の所定位置に結束されたワイヤー、ケー
ブルなどを取りつけ、固定するものです。
Secures bundled wires/cables on a panel or wall.

パネルや壁面の所定位置に結束されたワイヤー、ケーブルなどを
取りつけ、固定するものです。
Secures bundled wires/cables on a panel or wall.

※固定具BはPP（色調：ブラック）。  
Mount B is made of PP (Color: Black). 
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品　番
Part No.

固定具 
Stopper and Mount

包装単位
Std. Package

KB-07 クロ／Black
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6.0 スナップボタン、固定具A
Snap button,Mount A

スナップボタン、固定具A
Snap button,Mount A

̶

KB-09 クロ／Black

KB-13 クロ／Black

KB-16 クロ／Black

9.5 1.3 4.38.0

13.0 1.6 5.510.0

16.0 1.9 6.512.5

スナップボタン、固定具A、固定具B
Buckle,Snap button,Mount A,Mount B

2m×50
本／pcs.

5m×10
本／pcs.

必要な長さにカットして使用する結束バンド
Adjustable band that can be cut to a desired length and 
combines with 4 kinds of mounting accessories

包 装 単 位:100個
Std. Package:100pcs.

Cable Ties

黒,白 1,000

品　番
Part No.

KB-07 用
For KB-07

KB-09 用
For KB-09

KB-13 用
For KB-13

色　調
Color

Black,White

黒
Black

黒
Black

白
White

包装単位
Std. Package

個/pcs

100
個/pcs

300
個/pcs

200
個/pcs

    A 寸法
 Dimension A

    B 寸法
 Dimension B
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（単位／Unit：mm）


