刃物研磨機

219
絵画・画材

デザイン
工芸・民芸

角型スタンプパット
12348 フタ付き ------------------- ￥248 ￥230
外寸：150 × 150 × 30㎜

12349 スポンジのみ 5 枚組 ----- ￥216 ￥200

バット
22910 小 ----------------------- ￥1,231 ￥1,140
サイズ：350 × 310 × 50㎜

砥石

あら

48021 荒砥 -------------------- ￥2,700 ￥2,500
なか

22911 中 ----------------------- ￥1,922 ￥1,780

48022 中砥 -------------------- ￥2,700 ￥2,500

サイズ：410 × 330 × 60㎜

48023 仕上げ砥 ------------- ￥3,240 ￥3,000

スポンジは、好みのサイズに
カットして使用して下さい。

22912 大 ----------------------- ￥3,564 ￥3,300

砥石サイズ：いずれも、D182 × W53 × H16㎜

サイズ：540 × 410 × 100㎜
材質：プラスチック製

ステンレス、鋼両用
台：プラスチック製、すべり止め付き

48000 ------------------------------------------------------- ￥49,680 ￥46,000

48030 ------------------------------------------------------ ￥17,820 ￥16,500

サイズ：H220 × W210 × D200㎜ 砥石サイズ：φ 180 × 20㎜
電源：100V 消費電力：72W（50Hz）／ 76W（60Hz）
振動数、回転数：945rpm（50Hz）1100rpm（60Hz）定格時間：15 分
重量：10kg コード長さ：1.9m

サイズ：H160 × W275 × D275㎜ 砥石サイズ：φ 180 × 20㎜
電源：100V 消費電力：0.62A ／ 61W 振動数、回転数：600rpm
定格時間：20 分 重量：3.5kg コード長さ：1.85m
＜用途＞
彫刻刀、小刀、かんなの刃、はさみ、包丁などの刃物の研磨。
1

彫刻刀、小刀、かんなの刃、はさみ、
包丁などの刃物の研磨。

仕上げ砥石＃ 6000（別売）
もございます。

ハイスケアー
48050 ------------------------------------------------------- ￥23,220 ￥21,500

サイズ：H270 × W270 × D270㎜ 砥石サイズ：外径φ 205・内径 80 × 25㎜
電源：100V 消費電力：1.95A、175w（50Hz）1.85A、160W（60Hz）
振動数、回転数：380（50Hz）/440（60Hz）rpm 定格時間：15 分
重量：6.7kg コード長さ：1.85m

サイズ：H160 × W225 × D115㎜
電源：100V 消費電力：0.6A ／ 60W
振動数・回転数：2800rpm（50Hz） 3400rpm（60Hz）
定格時間：15 分
重量：4.7kg コード長さ：1.8m

＜付属品＞ 精密刃物ガイド 1、六角棒レンチ 1、中砥石（＃ 1000）1
水タンク 1 スパナ 1、排水ホース 1

小さいけれども高性能
しかも音が静かで

彫刻刀、小刀、かんなの刃、はさみ、包
丁などの刃物の研磨。印材、堆朱、水牛
角工芸作品などの研磨、修正にも使用で
きます。

使いやすい刃物研磨機

48041 荒砥石（＃ 180）￥8,791 ￥8,140
48042 中砥石（＃ 1000）￥8,078 ￥7,480
48043 仕上砥石（＃ 6000）￥12,236 ￥11,330

備品

別売 FG-205 型用砥石

刃物磨きでモーターが止まるよ
うな強い力で押し付けてもモー
ターに 絶縁防止装置が付いてい
ますので安全です。

資料

水はね防止が付いていますので水が飛び
散ることもありません。刃物ガイドによ
り、誰でも正確に研げます。

記念品

操作が簡単な、
給水式の刃物研磨機です。

＜付属品＞
中研ぎ 1（PVA 砥石φ 90 × 1㎜）、ダイヤブリック 1、青棒 1
仕上げ用フェルトバフ（平φ 95 × 15㎜）（丸φ 90 × 8㎜）（角φ 70 × 8㎜）各 1

七宝焼

48040 ------------------------------------------------------- ￥44,280 ￥41,000

皮革工芸

リョービ FG-205 型

※荒砥石＃ 180、

金属工芸

＜用途＞

反転スイッチ付き

ガラス工芸

上部にペーパー台を取り付け、裏面
粘着付きのペーパー砥石を取り付け
れば、刃こぼれしたものを研ぐこと
もできます。

操作が簡単な、給水式の刃物研磨機で
す。水はね防止が付いていますので水
が飛び散ることもありません。
刃物ガイドにより、誰でも正確に研げ
ます。

芸

皮砥に刃物を押し当てるこ
とにより精密な刃物の研磨
ができます。

＜付属品＞
スパナ 1、刃物ガイド 1、水タンク 1
中砥石＃ 10001

陶

＜付属品＞
ペーパー砥（荒砥＃ 120）5 枚、ペーパー砥（中砥＃ 220）5 枚
ペーパー砥（仕上げ砥＃ 400）5 枚、ペーパー台 3、皮砥用補助研磨剤
ダイヤブリック 1、六角棒レンチ 1
スパナ 1 ヘルパー 1、フットスイッチ 1

彫塑・彫刻

ホームスカッター STD-180E 型

てん刻

NEW モーターシャープナー

木彫・木工芸

サイズ：140 × 140 × 15㎜

版画・染色

スポンジ 1 枚付
※スポンジの色は、白または黄色です（色の指定は出来ません）

