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タックタイ シリーズ 

新色追加、仕様変更 および 一部製品 製造終了のご案内 

 

拝啓 貴社ますますご清栄の事とお慶び申し上げます。日頃は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

タックタイシリーズに新色を追加いたしますと同時に、既存のタックタイシリーズ製品の仕様が変更とな

ります。また、一部タックタイおよびタックタイ用固定具の製造を終了いたします。詳細に関しては、下記

をご参照くださいますようお願い致します。 

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

敬具 

 

記 

 

【新製品】 タックタイ シリーズ 新色追加 

タックタイ シリーズに 3色の新色が追加になりました。 

・バイオレットピンク（色記号：7） 

・ライムグリーン（色記号：15） 

・アクア（色記号：16） 

 

 

部品番号 
長さ
（mm） 

幅 
（mm） 

ループ引張強度 
N（kg） 

材質 色 
梱包数 
（本） 

ロールタイプ 

HLM-15R7 

4.5m 

8.4 80（8.2） 

表：ナイロン 

裏：ナイロン 

バイオレットピンク 

1ロール 

HLM-15R15 ライムグリーン 

HLM-15R16 アクア 

HLS-15R7 

19.1 222（22.7） 

バイオレットピンク 

HLS-15R15 ライムグリーン 

HLS-15R16 アクア 

HLS-75R7 

22.8m 19.1 222（22.7） 

バイオレットピンク 

HLS-75R15 ライムグリーン 

HLS-75R16 アクア 

ストリップタイプ 

HLS1.5S-X7 

152 19.1 222（22.7） 

表：ナイロン 

裏：ナイロン 

バイオレットピンク 

1ロール 

（10本） 

HLS1.5S-X15 ライムグリーン 

HLS1.5S-X16 アクア 

HLS3S-X7 

305 19.1 222（22.7） 

バイオレットピンク 

HLS3S-X15 ライムグリーン 

HLS3S-X16 アクア 

HLS5S-X7 

457 19.1 222（22.7） 

バイオレットピンク 

HLS5S-X15 ライムグリーン 

HLS5S-X16 アクア 

 
  



 

 

 

部品番号 
長さ 
（mm） 

幅 
（mm） 

ループ引張強度 
N（kg） 

材質 色 
梱包数 
（本） 

ループタイプ 

HLT2I-X7 

203 12.7 178（18.2） 

表：ナイロン 

裏：ナイロン 

バイオレットピンク 

10 

HLT2I-X15 ライムグリーン 

HLT2I-X16 アクア 

HLT3I-X7 

305 12.7 178（18.2） 

バイオレットピンク 

HLT3I-X15 ライムグリーン 

HLT3I-X16 アクア 

ストリップタイプ（定尺タイプ） 

HLB2S-C7 

178 19.1 222（22.7） 
表：ナイロン 

裏：ナイロン 

バイオレットピンク 

100 HLB2S-C15 ライムグリーン 

HLB2S-C16 アクア 

 

 

 

【仕様変更】 タックタイ シリーズ 材質変更 

タックタイ シリーズの材質が変更になります。 

1. 対象製品 

■タックタイシリーズ 

・ロールタイプ（HLM、HLSシリーズ） 

・ストリップタイプ（HLSシリーズ） 

・ループタイプ（HLTシリーズ） 

・ストリップタイプ・定尺タイプ（HLBシリーズ） 

 

2. 変更内容 

下記の通り材質が変更になります。 

現行材質                       変更後材質 

表 ナイロン  表 ナイロン 

裏 ポリエチレン 裏 ナイロン 

 

※部品番号やその他の仕様に変更はございません。 

※材質の変更により、色味や質感が若干異なります。 

 

3. 変更時期 

今後、順次新しい仕様の製品と切り替えていきます。 

現行仕様の製品は、在庫品限りの販売となります。 

 

 

  



 

 

【製造終了】 一部タックタイ および 一部タックタイ用固定具 

タックタイおよびタックタイ用固定具の一部製品の製造を終了いたします。 

1. 対象製品 

■タックタイシリーズ 
・ロールタイプ 

・ストリップタイプ 

・バックル付きタイプ 

・ハトメ・バックル付きタイプ 

■タックタイ用固定具 
・タックタイマウント 

 

2. 製造終了 対象型番 

タックタイシリーズ 
 部品番号 長さ（mm） 幅（mm） 色 

ロールタイプ 

HLS-15R4 

4.5m 19.1 

黄 

HLS-15R6 青 

HLS-15R8 グレー 

ストリップタイプ 

HLS1.5S-X4 152 

19.1 

黄 

HLS3S-X8 305 グレー 

HLS5S-X8 457 グレー 

バックル付きタイプ 

UCT3S-X2 

305 21.6 

赤 

UCT3S-X4 黄 

UCT3S-X5 緑 

UCT3S-X8 グレー 

UCT5S-X4 

457 21.6 

黄 

UCT5S-X5 緑 

UCT5S-X8 グレー 

 ハトメ束線の内側 ハトメ束線の外側    

ハトメ・バックル付き 
タイプ 

― UGCTE3S-X2 

305 21.6 

赤 

UGCTC3S-X4 UGCTE3S-X4 黄 

UGCTC3S-X8 UGCTE3S-X8 グレー 

UGCTC3S-X10 ― 白 

― UGCTE5S-X2 

457 21.6 

赤 

UGCTC5S-X3 UGCTE5S-X3 オレンジ 

UGCTC5S-X4 UGCTE5S-X4 黄 

UGCTC5S-X6 UGCTE5S-X6 青 

UGCTC5S-X8 UGCTE5S-X8 グレー 

UGCTC5S-X10 UGCTE5S-X10 白 
 
タックタイ用固定具 

 部品番号 寸法（mm） 固定方法 材質 色 

タックタイマウント ABMT-S6-C60 28.4×28.4×8.6 M3ネジ 難燃性ナイロン 6.6 黒 

 

3. 製造・販売終了時期 

2019年 12月 23日（月）の出荷を持ちまして、全ての対象製品の販売を終了いたします。 

※ 製造終了に当たって、特別なご要求がある場合はご相談ください。 

※ 各製品の代替品に関しては、弊社営業およびカスタマーサービスまでお問い合わせください。 

 

以上 

 

本件に関するお問い合わせ： 
--------------------------------------------------------------------- 
パンドウイットコーポレーション日本支社 
カスタマーサービス（注文・製品問い合わせ担当） 
TEL： 03-6863-6060   FAX： 03-6863-6100 
eMail： jpn-toiawase@panduit.com 
--------------------------------------------------------------------- 


