
部品交換・調整手順が不明な場合は、当社Parts SHOPまでお問い合せください。 0120－72－3482

：Parts SHOP 0120－72－3482

部品交換要領書

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

部品を正しく取り付けしていただくために、本書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。（不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。）
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

作業の前に必ずお読みください

作業にあたって

お問い合せ先1ページ

同梱されているもの
取付ねじ空かけ防止付クレセント

上ねじカ
バー：1個

下ねじカ
バー：1個

台座

トリガー

クレセント：1個

空かけ防止付クレセント
引違い窓用

使用する工具

１本

プラスドライバー

１本

マイナスドライバー

部品の取りはずし方

本要領書では、２枚建の右勝手で説明しています。４枚建の左勝手も同じ作業を行ってください。お願い

※部品の取り付け方は3・4ページをご覧ください。

・部品が全てそろっていることを確認してください。
・クレセントには空かけ防止用のトリガーが付いています。
・クレセントの台座裏面には、品番により突起の有無があります。
・クレセントの下ねじカバーには、品番によりYKKAPロゴの有無があります。
・上ねじカバーおよび下ねじカバーはクレセントの台座には取り付けられていません。

１窓を開ける
①室内側より内障子と外障子を行き違わ
せて外障子のクレセント受を見えるよ
うにし、内障子のクレセントの取りは
ずしができるようにする。

1枚

本書
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クレセント

対応部品
一覧表参照

対応部品
一覧表参照

クレセント受

室内側 室内側

内障子内障子外障子外障子 内障子内障子 外障子外障子

安全上の注意事項
誤って室外に転落しないようご注意ください。人身事故につながるおそれがあります。
脚立や足場の不安定な台の上などで作業を行わないでください。転落や転倒により思わぬけがをするおそれが
あります。
誤って部品、工具類を落下させないよう注意してください。人身事故や物損事故につながるおそれがあります。
強風や大雨など悪天候時は作業は行わないでください。窓が急に閉じ、けがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。素手での作業は加工穴や部品のエッジ（とがった角）で
けがをするおそれがあります。

注 意
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部品の取りはずし方

※部品の取り付け方は3・4ページをご覧ください。

３ねじカバーの取りはずし
①ねじカバーの角穴（下図参照）にマイ
ナスドライバーを差し込んで、ねじカ
バーをはずす。

部品交換要領書

２クレセントのノブを水平にする
①クレセントのトリガーを指で押しなが
ら、ノブを水平にする。トリガー クレセント ねじカバー

ノブ

ねじカバー

ねじカバー
内召合せ框

ノブ

マイナス
ドライバー

クレセント

４クレセントの取りはずし
①プラスドライバーでクレセントの取付
ねじをはずし、クレセントをはずす。

室内側

HHW11-141 
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お問い合せ先

空かけ防止付クレセント
引違い窓用

角穴

ねじカバー

室内側

クレセント

取付ねじ

内召合せ框

【角穴拡大図】
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部品の取り付け方

※部品の取りはずし方は1・2ページをご覧ください。

２クレセントの取り付け
①ノブが水平の状態でクレセントを取付
穴に合わせ、プラスドライバーで取付
ねじをしめる。

本要領書では、２枚建の右勝手で説明しています。４枚建の左勝手も同じ作業を行ってください。お願い

部品交換要領書

１クレセントのノブを水平にする
①クレセントのトリガーを指で押しなが
ら、ノブを水平にする。トリガー クレセント

ノブ

３ねじカバーの取り付け
①上下のねじカバーをクレセントの台座
にパチンと音がするまで押し込む。

※上下を間違えると取り付けができま
せん。

※ねじカバーに YKKAP ロゴがある
場合、ロゴのあるねじカバーを下に
取り付けてください。（下図参照）

HHW11-141 
2021 年 1 月発行

お問い合せ先

空かけ防止付クレセント
引違い窓用

室内側

室内側

クレセント

取付ねじ

上ねじカバー

クレセント
の台座

下ねじカバー

下ねじカバー

YKKAPロゴ

取付穴

内召合せ框

内召合せ框
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部品交換要領書

4ページ

①部品にガタつきがないことを確認して
ください。

②取付ねじのしめつけすぎで部品が変形
していないことを確認してください。

③クレセントのノブを操作して、窓の施
解錠に支障がないことを確認してくだ
さい。

④取付ねじを強くしめると、施解錠が固
くなることがあります。その場合は取
付ねじのしめつけを調整してください。

部品の交換後のチェック

Printed in Japan

部品の取り付け方

※部品の取りはずし方は1・2ページをご覧ください。

室内側

HHW11-141 
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①マイナスドライバーでねじカバーをは
ずす。
Ｐ２「３ねじカバーの取りはずし」参
照

②プラスドライバーでクレセントの取付
ねじをゆるめる。

③クレセントを上下に調整する。

④クレセントの取付ねじをしめる。

⑤ねじカバーを押し込む。
Ｐ３「３ねじカバーの取り付け」参照

①室内側より内障子と外障子を静かに閉
める。

４窓を閉める

５施錠調整（施錠操作が重い場合、または軽い場合）
５－１クレセントの調整

お問い合せ先

下ねじカバー

室内側

室内側

内召合せ框

クレセント受

クレセント

②④
取付ねじ

②

①③
取付ねじ

外召合せ框

① ⑤

⑤

③

５－２クレセント受の調整
①プラスドライバーでクレセント受の取
付ねじをゆるめる。

②クレセント受を左右に調整する。

③取付ねじをしめる。

空かけ防止付クレセント
引違い窓用

①

上ねじカバー



台座裏面 下部ねじカバー 取付ねじ

突起有無 YKKAPロゴ有無 （各2本）

HH-5K-11482(83) 無 38 有
小ﾄﾗｽM4×20

フレミングJ、エイピアＪ、プラマードⅢ PSH-3X

HH-5K-11484(85) 無 60 有
小ﾄﾗｽM4×20

フレミングJ、エイピアＪ、プラマードⅢ PSH-3X

HH-5K-11486(87) 無 80 有
小ﾄﾗｽM4×20

フレミングJ、エイピアＪ、プラマードⅢ PSH-3X

HH-5K-12926(27) 無 38 無
小ﾄﾗｽM4×12

EXIMA31引違い窓E3H・片引き窓E3K、ビル用エ
コ内窓Biew

HH-5K-12928(29) 無 60 無
小ﾄﾗｽM4×12

EXIMA31引違い窓E3H・片引き窓E3K、ビル用エ
コ内窓Biew

HH-5K-12930(31) 無 80 無
小ﾄﾗｽM4×12

EXIMA31引違い窓E3H・片引き窓E3K、ビル用エ
コ内窓Biew

HH-5K-12928(29)H3H 無 60 無
小ﾄﾗｽM4×16

EXIMA77引違い窓　H3H

HH-5K-12930(31)H3H 無 80 無
小ﾄﾗｽM4×16

EXIMA77引違い窓　H3H

HH-5K-13112(13) 有 38 有
小ﾄﾗｽM4×20

エピソード

HH-5K-13114(15) 有 60 有
小ﾄﾗｽM4×20

エピソード

HH-5K-13116(17) 有 80 有
小ﾄﾗｽM4×20

エピソード

HH-5K-13148(49) 有 38 無
小ﾄﾗｽM4×20

エピソードNEO

HH-5K-13150(51) 有 60 無
小ﾄﾗｽM4×20

エピソードNEO

HH-5K-13152(53) 有 80 無
小ﾄﾗｽM4×20

エピソードNEO

HH-5K-14370(71) 無 38 無
小ﾄﾗｽM4×16

APW331 引違い窓 SHT　窓タイプ

HH-5K-14372(73) 無 60 無
小ﾄﾗｽM4×16

APW331 引違い窓 SHT　窓タイプ

HH-6K-16042(43) 無 80 無
小ﾄﾗｽM4×16

APW331 引違い窓 テラス・ランマ通しタイプ
SHT

HH-7K-10233 有 38 無
小ﾄﾗｽM4×20

エピソードⅡNEO　抗菌抗ウイルス

HH-7K-10234 有 38 無
小ﾄﾗｽM4×20

エピソードⅡNEO　抗菌抗ウイルス

HH-7K-10235 有 60 無
小ﾄﾗｽM4×20

エピソードⅡNEO　抗菌抗ウイルス

HH-7K-10236 有 60 無
小ﾄﾗｽM4×20

エピソードⅡNEO　抗菌抗ウイルス

HH-7K-10241 無 38 無
小ﾄﾗｽM4×20

フレミングJ　抗菌抗ウイルス

HH-7K-10242 無 38 無
小ﾄﾗｽM4×20

フレミングJ　抗菌抗ウイルス

HH-7K-10243 無 60 無
小ﾄﾗｽM4×20

フレミングJ　抗菌抗ウイルス

HH-7K-10244 無 60 無
小ﾄﾗｽM4×20

フレミングJ　抗菌抗ウイルス

HH品番 適用商品ノブ長さ

対応部品一覧表 
HHW11-142 
２０２１年 ７月発行 

1ページ お問い合せ先：Parts SHOP           0120-72-3482 

空かけ防止付クレセント 
引違い窓用 

Printed in Japan 
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