
令和元年 5 月 24 日 

 

 

お客様 各位 

 

〒107-0052 

東京都港区赤坂 2-10-12 

生駒硝子ビル 2F 

フォレスタデント・ジャパン株式会社     

 

ダニーコーテッド ワイヤー販売中止のご案内 

拝啓 

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、これまで弊社表記製品につきまして、品質の維持と安定供給に努めて参りましたが、諸般の

事情により製造元からの製品の安定した供給が困難な状況となりました。お客様には大変ご迷惑

をおかけしますが、同製品の販売を中止とさせて頂くことに致しましたので、ここにご案内申し上

げます。 

これまでのご愛顧に感謝申し上げますとともに、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

今後とも、弊社製品を御愛顧賜りますようお願い申し上げます。 

敬具 

 

 

―記― 

◆販売中止時期 

最終ご注文日：２０１９年６月２８日 

＊最終ご注文日以降のご発注には対応いたしかねますので、ご注意ください。 

＊最終ご注文日以前に各サイズごとに在庫がなくなった場合はその時点で販売は中止とさせて

いただきます。 

 

◆対象製品番号、製品名 

別紙 1 

◆代替え品 

別紙 2 

以上 

 



別紙 1 

販売中止製品一覧 

 

 

 

 

 

 

 

商品コード 商品名
DW-NNSL-0012 ﾀﾞﾆｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ ｱｰﾁﾜｲﾔｰ ﾆｯｹﾙﾁﾀﾝ ﾗｳﾝﾄﾞ 下顎 .012
DW-NNSL-0014 ﾀﾞﾆｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ ｱｰﾁﾜｲﾔｰ ﾆｯｹﾙﾁﾀﾝ ﾗｳﾝﾄﾞ 下顎 .014
DW-NNSL-0016 ﾀﾞﾆｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ ｱｰﾁﾜｲﾔｰ ﾆｯｹﾙﾁﾀﾝ ﾗｳﾝﾄﾞ 下顎 .016
DW-NNSL-0018 ﾀﾞﾆｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ ｱｰﾁﾜｲﾔｰ ﾆｯｹﾙﾁﾀﾝ ﾗｳﾝﾄﾞ 下顎 .018
DW-NNSL-0020 ﾀﾞﾆｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ ｱｰﾁﾜｲﾔｰ ﾆｯｹﾙﾁﾀﾝ ﾗｳﾝﾄﾞ 下顎 .020
DW-NNSL-1616 ﾀﾞﾆｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ ｱｰﾁﾜｲﾔｰ ﾆｯｹﾙﾁﾀﾝ ﾚｸﾄ 下顎 .016 x .016
DW-NNSL-1622 ﾀﾞﾆｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ ｱｰﾁﾜｲﾔｰ ﾆｯｹﾙﾁﾀﾝ ﾚｸﾄ 下顎 .016 x .022
DW-NNSL-1725 ﾀﾞﾆｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ ｱｰﾁﾜｲﾔｰ ﾆｯｹﾙﾁﾀﾝ ﾚｸﾄ 下顎 .017 x .025
DW-NNSL-1825 ﾀﾞﾆｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ ｱｰﾁﾜｲﾔｰ ﾆｯｹﾙﾁﾀﾝ ﾚｸﾄ 下顎 .018 x .025
DW-NNSL-1925 ﾀﾞﾆｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ ｱｰﾁﾜｲﾔｰ ﾆｯｹﾙﾁﾀﾝ ﾚｸﾄ 下顎 .019 x .025
DW-NNSU-0012 ﾀﾞﾆｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ ｱｰﾁﾜｲﾔｰ ﾆｯｹﾙﾁﾀﾝ ﾗｳﾝﾄﾞ 上顎 .012
DW-NNSU-0014 ﾀﾞﾆｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ ｱｰﾁﾜｲﾔｰ ﾆｯｹﾙﾁﾀﾝ ﾗｳﾝﾄﾞ 上顎 .014
DW-NNSU-0016 ﾀﾞﾆｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ ｱｰﾁﾜｲﾔｰ ﾆｯｹﾙﾁﾀﾝ ﾗｳﾝﾄﾞ 上顎 .016
DW-NNSU-0018 ﾀﾞﾆｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ ｱｰﾁﾜｲﾔｰ ﾆｯｹﾙﾁﾀﾝ ﾗｳﾝﾄﾞ 上顎 .018
DW-NNSU-0020 ﾀﾞﾆｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ ｱｰﾁﾜｲﾔｰ ﾆｯｹﾙﾁﾀﾝ ﾗｳﾝﾄﾞ 上顎 .020
DW-NNSU-1616 ﾀﾞﾆｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ ｱｰﾁﾜｲﾔｰ ﾆｯｹﾙﾁﾀﾝ ﾚｸﾄ 上顎 .016 x .016
DW-NNSU-1622 ﾀﾞﾆｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ ｱｰﾁﾜｲﾔｰ ﾆｯｹﾙﾁﾀﾝ ﾚｸﾄ 上顎 .016 x .022
DW-NNSU-1725 ﾀﾞﾆｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ ｱｰﾁﾜｲﾔｰ ﾆｯｹﾙﾁﾀﾝ ﾚｸﾄ 上顎 .017 x .025
DW-NNSU-1825 ﾀﾞﾆｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ ｱｰﾁﾜｲﾔｰ ﾆｯｹﾙﾁﾀﾝ ﾚｸﾄ 上顎 .018 x .025
DW-NNSU-1925 ﾀﾞﾆｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ ｱｰﾁﾜｲﾔｰ ﾆｯｹﾙﾁﾀﾝ ﾚｸﾄ 上顎 .019 x .025
DW-SNL-0012 ﾀﾞﾆｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ ｱｰﾁﾜｲﾔｰ ｽﾃﾝﾚｽ ﾗｳﾝﾄﾞ 下顎 .012
DW-SNL-0014 ﾀﾞﾆｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ ｱｰﾁﾜｲﾔｰ ｽﾃﾝﾚｽ ﾗｳﾝﾄﾞ 下顎 .014
DW-SNL-0016 ﾀﾞﾆｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ ｱｰﾁﾜｲﾔｰ ｽﾃﾝﾚｽ ﾗｳﾝﾄﾞ 下顎 .016
DW-SNL-0018 ﾀﾞﾆｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ ｱｰﾁﾜｲﾔｰ ｽﾃﾝﾚｽ ﾗｳﾝﾄﾞ 下顎 .018
DW-SNL-0020 ﾀﾞﾆｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ ｱｰﾁﾜｲﾔｰ ｽﾃﾝﾚｽ ﾗｳﾝﾄﾞ 下顎 .020
DW-SNL-1616 ﾀﾞﾆｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ ｱｰﾁﾜｲﾔｰ ｽﾃﾝﾚｽ ﾚｸﾄ 下顎 .016 x .016
DW-SNL-1622 ﾀﾞﾆｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ ｱｰﾁﾜｲﾔｰ ｽﾃﾝﾚｽ ﾚｸﾄ 下顎 .016 x .022
DW-SNL-1725 ﾀﾞﾆｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ ｱｰﾁﾜｲﾔｰ ｽﾃﾝﾚｽ ﾚｸﾄ 下顎 .017 x .025
DW-SNL-1825 ﾀﾞﾆｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ ｱｰﾁﾜｲﾔｰ ｽﾃﾝﾚｽ ﾚｸﾄ 下顎 .018 x .025
DW-SNL-1925 ﾀﾞﾆｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ ｱｰﾁﾜｲﾔｰ ｽﾃﾝﾚｽ ﾚｸﾄ 下顎 .019 x .025
DW-SNU-0012 ﾀﾞﾆｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ ｱｰﾁﾜｲﾔｰ ｽﾃﾝﾚｽ ﾗｳﾝﾄﾞ 上顎 .012
DW-SNU-0014 ﾀﾞﾆｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ ｱｰﾁﾜｲﾔｰ ｽﾃﾝﾚｽ ﾗｳﾝﾄﾞ 上顎 .014
DW-SNU-0016 ﾀﾞﾆｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ ｱｰﾁﾜｲﾔｰ ｽﾃﾝﾚｽ ﾗｳﾝﾄﾞ 上顎 .016
DW-SNU-0018 ﾀﾞﾆｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ ｱｰﾁﾜｲﾔｰ ｽﾃﾝﾚｽ ﾗｳﾝﾄﾞ 上顎 .018
DW-SNU-0020 ﾀﾞﾆｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ ｱｰﾁﾜｲﾔｰ ｽﾃﾝﾚｽ ﾗｳﾝﾄﾞ 上顎 .020
DW-SNU-1616 ﾀﾞﾆｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ ｱｰﾁﾜｲﾔｰ ｽﾃﾝﾚｽ ﾚｸﾄ 上顎 .016 x .016
DW-SNU-1622 ﾀﾞﾆｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ ｱｰﾁﾜｲﾔｰ ｽﾃﾝﾚｽ ﾚｸﾄ 上顎 .016 x .022
DW-SNU-1725 ﾀﾞﾆｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ ｱｰﾁﾜｲﾔｰ ｽﾃﾝﾚｽ ﾚｸﾄ 上顎 .017 x .025
DW-SNU-1825 ﾀﾞﾆｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ ｱｰﾁﾜｲﾔｰ ｽﾃﾝﾚｽ ﾚｸﾄ 上顎 .018 x .025
DW-SNU-1925 ﾀﾞﾆｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ ｱｰﾁﾜｲﾔｰ ｽﾃﾝﾚｽ ﾚｸﾄ 上顎 .019 x .025



別紙 2 

代替え製品一覧 

 

商品コード 商品名
207-0835 ﾌｫﾚｽﾀﾃﾞﾝﾄ ﾆｯｹﾙﾁﾀﾝ ﾜｲﾔｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ SE ｽﾄﾚｰﾄ ｱｰﾁ ﾌｫｰﾑ 上顎 .014
207-0840 ﾌｫﾚｽﾀﾃﾞﾝﾄ ﾆｯｹﾙﾁﾀﾝ ﾜｲﾔｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ SE ｽﾄﾚｰﾄ ｱｰﾁ ﾌｫｰﾑ 上顎 .016
207-0845 ﾌｫﾚｽﾀﾃﾞﾝﾄ ﾆｯｹﾙﾁﾀﾝ ﾜｲﾔｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ SE ｽﾄﾚｰﾄ ｱｰﾁ ﾌｫｰﾑ 上顎 .018
207-0850 ﾌｫﾚｽﾀﾃﾞﾝﾄ ﾆｯｹﾙﾁﾀﾝ ﾜｲﾔｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ SE ｽﾄﾚｰﾄ ｱｰﾁ ﾌｫｰﾑ 上顎 .020
207-0935 ﾌｫﾚｽﾀﾃﾞﾝﾄ ﾆｯｹﾙﾁﾀﾝ ﾜｲﾔｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ SE ｽﾄﾚｰﾄ ｱｰﾁ ﾌｫｰﾑ 下顎 .014
207-0940 ﾌｫﾚｽﾀﾃﾞﾝﾄ ﾆｯｹﾙﾁﾀﾝ ﾜｲﾔｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ SE ｽﾄﾚｰﾄ ｱｰﾁ ﾌｫｰﾑ 下顎 .016
207-0945 ﾌｫﾚｽﾀﾃﾞﾝﾄ ﾆｯｹﾙﾁﾀﾝ ﾜｲﾔｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ SE ｽﾄﾚｰﾄ ｱｰﾁ ﾌｫｰﾑ 下顎 .018
207-0950 ﾌｫﾚｽﾀﾃﾞﾝﾄ ﾆｯｹﾙﾁﾀﾝ ﾜｲﾔｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ SE ｽﾄﾚｰﾄ ｱｰﾁ ﾌｫｰﾑ 下顎 .020
207-1445 ﾌｫﾚｽﾀﾃﾞﾝﾄ ﾆｯｹﾙﾁﾀﾝ ﾜｲﾔｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ SE ｽﾄﾚｰﾄ ｱｰﾁ ﾌｫｰﾑ 上顎 .018 x.018
207-1545 ﾌｫﾚｽﾀﾃﾞﾝﾄ ﾆｯｹﾙﾁﾀﾝ ﾜｲﾔｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ SE ｽﾄﾚｰﾄ ｱｰﾁ ﾌｫｰﾑ 下顎 .018 x.018
207-2045 ﾌｫﾚｽﾀﾃﾞﾝﾄ ﾆｯｹﾙﾁﾀﾝ ﾜｲﾔｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ SE ｽﾄﾚｰﾄ ｱｰﾁ ﾌｫｰﾑ 上顎 .018 x.024
207-2145 ﾌｫﾚｽﾀﾃﾞﾝﾄ ﾆｯｹﾙﾁﾀﾝ ﾜｲﾔｰ ｺｰﾃｯﾄﾞ SE ｽﾄﾚｰﾄ ｱｰﾁ ﾌｫｰﾑ 下顎 .018 x.024


