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手廻しろくろ

絵画・画材

デザイン
工芸・民芸
版画・染色

手廻しろくろ A

手廻しろくろ B

手廻しろくろ C

手廻しろくろ D

31570 ------------ ￥5,076 ￥4,700

31574 ------------ ￥5,400 ￥5,000

31571 ------------ ￥6,048 ￥5,600

31572 ------------ ￥8,424 ￥7,800

サイズ：φ 180 × H47㎜

サイズ：φ 190 × H50㎜

サイズ：φ 220 × H70㎜

サイズ：φ 250 × H90㎜

2.3kg

3.3kg

3.7kg

5.3kg

ベアリング数 1 個

ベアリング数 1 個

ベアリング数 2 個

手廻しろくろ E

手廻しろくろ F

手廻しろくろ G

手廻しろくろ H

31575 ---------- ￥12,960 ￥12,000

31576 ---------- ￥15,768 ￥14,600

31573 --------- ￥15,768 ￥14,600

31577 --------- ￥31,320 ￥29,000

サイズ：φ 250 × H190㎜
ベアリング数 2 個

サイズ：φ 300 × H75㎜
ベアリング数 2 個

サイズ：φ 300 × H120㎜
ベアリング数 2 個

サイズ：φ 350 × H170㎜
ベアリング数 2 個

木彫・木工芸

ベアリング数 1 個

てん刻
彫塑・彫刻

7.3kg

10.3kg

10.9kg

18.5k

陶
芸

手廻しろくろ

樹脂製

卓上回転彫塑台 B-30 型

ガラス工芸

31715 ------------- ￥1,512 ￥1,400

31713 ---------- ￥16,200 ￥15,000

サイズ：200 × 38㎜

サイズ：φ 300 × 58㎜
重量：11kg

重量：290g

回転球入、軽量で回転も滑らかです。
彫塑台、展示台としても使えます。

皮革工芸

卓上電動ろくろ らくらく 1 型

卓上電動ろくろ らくらく 2 型

31586 ドベ受なし --------------------------------------- ￥45,900 ￥42,500

31588 ドベ受なし --------------------------------------- ￥69,120 ￥64,000

31587 ドベ受付き --------------------------------------- ￥51,300 ￥47,500

31589 ドベ受付き --------------------------------------- ￥74,520 ￥69,000

テーブル回転数：50Hz

テーブル回転数：50Hz

七宝焼

金属工芸

材質：スチール（鋳物）製
塗装仕上げ

65rpm（一定）60Hz

仕様：ベアリング入、ストッパー付

80rpm（一定）

0 〜 200rpm、60Hz

回移転方向：右・左回転可能（切替）

回移転方向：右・左回転可能（切替）

テーブル直径：250㎜

テーブル直径：250㎜

鋳鉄製

鋳鉄製

記念品

手ろくろとしての使用：使用可能

手ろくろとしての使用：使用可能

変速操作：レバー式

変速操作：レバー式

モーター：80W

モーター：100W

単相 100V

単相 100V

資料

サイズ：L260 × W300 × H180㎜

サイズ：L308 × W360 × H270㎜

重量：15kg

重量：23.5kg

卓上型のろくろですので、小物の作

小型ですが、強いトルクがあります。
回転方向は、スイッチの切り替えで
左右に選べます。
卓上型のろくろですので、小物の作
品制作、高台削り、絵付けなどの作
業が楽にできます。

品制作、高台削り、絵付けなどの作
業が楽にできます。

備品

回転方向は、スイッチの切り替えで
左右に選べます。

0 〜 250rpm

電動ろくろ
※ 単相か三相かをご指定の上、ご注文ください。

電動ろくろ TP-250 型

※ 単相か三相かをご指定の上、ご注文ください。

31585 ドベ受なし ------------------------------------ ￥119,880 ￥111,000

31581 ドベ受付き --------------------------------------- ￥118,800 ￥110,000

31599 ドベ受付き ------------------------------------ ￥126,360 ￥117,000

テーブル回転数：50Hz

テーブル回転数：50Hz

0 〜 190rpm

60Hz

0 〜 230rpm

モーター：200W 1 ／ 4 馬力 単相 100V 三相 200V

（椅子付き）

0 〜 190rpm

60Hz

0 〜 230rpm

モーター：250W 1 ／ 4 馬力 単相 100V 三相 200V

手ろくろとしての使用：使用可能

変速操作：ダル・レバー連動式

変速操作：ペダル・レバー連動式

サイズ：L630 × W500 × H440 ㎜

サイズ：L575 × W480 × H450㎜

重量：40kg

重量：40kg

初心者の方から工場生産用として、

回転方向は、スイッチの切り替え式

幅広くご使用いただけるろくろです。

で、操作は、ペダルやレバーだけで、

回転方向は、スイッチの切り替えで

簡単にできます。

左右に選べます。ターンテーブルは、
軽合金鋳物ですので、操作は、ペダ
ルやレバーだけで簡単にできます。

※ 単相か三相かをご指定の上、ご注文ください。

粘土練り機 T-400S 型
31560 ---------------------------------------------------- ￥305,640 ￥283,000

31584 ドベ受付き ------------------------------------ ￥159,840 ￥148,000

31563 ステンレススクリュー仕様 --------------- ￥403,920 ￥374,000

31565 ステンレススクリュー仕様 --------------- ￥211,680 ￥196,000

モーター：100V 400W
抽出口径：φ 95㎜
練る量：400 ／毎時
仕様：常圧式

モーター：100V 200W
抽出口径：φ 65㎜

機械寸法
W350 × L800 × H700㎜
重量：70kg

機械寸法
W260 × L570 × H360㎜
重量：37kg

耐久性 に優れた粘土練り 機 で
す。
練り効果が高く、しかも掃除が
簡単で、分解、水洗い、組み立
てが簡単です。

分解、掃除が簡単にできます。
コンパクトな設計なので、持ち
運びが便利で場所をとらずに設
営ができます。

練る量：100 ／毎時
仕様：常圧式

備品

31564 ステンレススクリュー仕様 -------------- ￥365,040 ￥338,000

資料

31562 ---------------------------------------------------- ￥174,960 ￥162,000

記念品

31561 ---------------------------------------------------- ￥270,000 ￥250,000

七宝焼

粘土練り機 T-100 型

皮革工芸

粘土練り機 T-400 型

金属工芸

粘土のくい込みがスムーズな粘
土練り機です。
長寿命設計で、しかも分解、水
洗い、組み立てが簡単です。

ガラス工芸

芯揺れがなく、滑らかな回転です。
低時速の段階から抜群のトルクを発
揮します。
ロングライフ設計になっています。
操作は、ペダルやレバーだけで、簡
単にできます。

機械寸法
W330 × L950 × H480㎜
重量：65kg

芸

サイズ：L570 × W510 × H490㎜
重量：60kg

モーター：100V 400W
抽出口径：φ 75㎜
練る量：400 ／毎時
仕様：常圧式

陶

テーブル回転数：50Hz 0 〜 190rpm 60Hz 0 〜 230rpm
モーター：250W 1 ／ 4 馬力 単相 100V 三相 200V
回移転方向：右・左回転可能（切替）
テーブル直径：300㎜ 軽合金製
手ろくろとしての使用：使用不可
変速操作：ペダル・レバー連動式

彫塑・彫刻

31583 ドベ受なし ------------------------------------ ￥153,360 ￥142,000

てん刻

電動ろくろ TP-500 型

木彫・木工芸

手ろくろとしての使用：使用可能

版画・染色

回移転方向：右・左回転可能（切替）
テーブル直径：300㎜ 軽合金製

工芸・民芸

回移転方向：右・左回転可能（切替）
テーブル直径：300㎜ 軽合金製

デザイン

31580 ドベ受なし -------------------------------------- ￥112,320 ￥104,000

絵画・画材

電動ろくろ TP-1 型
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