整理棚
K-10P

K-20P

13671 K-10P（10 段）------------ ¥34,100 ￥31,000
サイズ外寸

W620 × D428 × H515㎜

重量 25Kg

デザイン

13672 K-15P（15 段）------------ ¥51,700 ￥47,000
サイズ外寸

W620 × D428 × H765㎜

重量 37Kg

13673 K-20P（20 段）----------- ¥58,300 ￥53,000

工芸・民芸

サイズ外寸 W620 × D428 × H1030㎜ 重量 50Kg
K-10P が 2 台と連結金具、取扱説明書付き

絵画・画材

画用紙整理ケース
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K-15P

組み立て済み、引出し式、木目調
※ K-20P は、10 段を連結してください

版画・染色

収納サイズ：４切（B ３）画用紙まで
本体：両面プリント化粧パーチクルボード
棚板：両面プリント化粧 MDF
板に画用紙の取り出しに便利な指穴が空いています。

木彫・木工芸

送料込（ただし北海道、沖縄、離島を除く）

多目的収納庫
13861 SS-20M------ ¥113,960 ￥103,600

てん刻

（W1200 × D450 × H800㎜）

13862 SS-30M------ ¥133,980 ￥121,800

（W1200 × D450 × H1000㎜）

SS-20M

SS-30M

SS-40M

彫塑・彫刻

13863 SS-40M------ ¥163,790 ￥148,900

（W1200 × D450 × H1200㎜）

13864 SS-21M--------- ¥82,170 ￥74,700

（W900 × D600 × H800㎜）

13865 SS-31M--------- ¥97,350 ￥88,500
陶

（W900 × D600 × H1000㎜）

13632 KB4-118 ------------- ¥79,200 ￥72,000
SS-31M

SS-41M

シンプルで統一されたデザインの６種類の収納庫です。

外寸 W436 × D300 × H880㎜
内寸 W387 × D278 × H37㎜
仕様：スチール製、B4 判用、18 段

13633 KA3-118 ------------- ¥86,900 ￥79,000

用途に合わせて選択が可能な汎用性の高い多目的収納庫です。 外寸 W492 × D332 × H880㎜
内寸 W443 × D310 × H37㎜
送料込（ただし北海道、沖縄、離島を除く）
仕様：スチール製、A3 判用、18 段

金属工芸

＜材質＞
本体：ポリエステル化粧合板
エッジ：オレフィン系ソフトエッジ

SS-21M

ガラス工芸

＜仕様＞
組み立て済み
ストッパー付きキャスター 4 個付き

芸

ペーパーケース

13866 SS-41M------ ¥140,360 ￥127,600

（W900 × D600 × H1200㎜）

皮革工芸
七宝焼

※写真は 7 段の商品です、YS306-NP は 6 段です。

14872 YS306-NP -------- ¥202,400 ￥184,000

14873 YP307G-S ------- ¥220,000 ￥200,000

外寸 W1330 × D827 × H900㎜
棚の内寸 W1193 × D814㎜
（四六判が横に入ります）
段数：6 段（6 引出し）棚板の間隔：80㎜
材質：本体スチール製メラミン焼き付け塗装（白色）
仕様：組立式、組立説明書＆工具付

外寸 W1310 × D840 × H900㎜
棚の内寸 W1192 × D815㎜（四六判が横に入ります）
段数：7 段（7 引出し）棚板の間隔：75㎜

※送料込みの値段です。（ただし離島は除く）

絵画、ポスター、図面、地図、製版フィルムなどの
保管に最適です。

※送料込みの値段です。（ただし離島は除く）

材質：本体スチール製メラミン焼き付け塗装（グレー）
仕様：組立式、組立説明書＆工具付
絵画、ポスター、図面、地図、製版フィルムなどの
保管に最適です。

ペーパーケース

13630 KB4-107 ------------- ¥39,050 ￥35,500
外寸 W436 × D300 × H365㎜
内寸 W387 × D278 × H37㎜
仕様：スチール製、B4 判用、7 段

13631 KA3-107 ------------- ¥41,800 ￥38,000
外寸 W492 × D332 × H365㎜
内寸 W443 × D310 × H37㎜
仕様：スチール製、A3 判用、7 段

備品

引出式洋紙棚 B

資料

引出式洋紙棚 A
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エッチングプレス機

絵画・画材

デザイン
工芸・民芸
版画・染色

エッチングプレス機 F-1 型

エッチングプレス機 400 型

エッチングプレス機 450 型

エッチングプレス機 600 型

22920 -------- ¥176,000 ￥160,000

22922 -------- ¥139,700 ￥127,000

22923 -------- ¥151,800 ￥138,000

22921 -------- ¥209,000 ￥190,000

上ローラー：φ 120 × 450㎜

上ローラー：φ 100 × 400㎜

上ローラー：φ 100 × 450㎜

上ローラー：φ 120 × 600㎜

下ローラー：φ 55 × 450㎜、ムク棒鋼

下ローラー：φ 55 × 400㎜、ムク棒鋼

下ローラー：φ 55 × 450㎜、ムク棒鋼

下ローラー：φ 55 × 600㎜、ムク棒鋼

鉄板サイズ：915 × 450㎜

鉄板サイズ：915 × 400㎜

鉄板サイズ：915 × 450㎜

鉄板サイズ：915 × 600㎜

重量：約 65kg

付属品：フェルト付き
鉄製枠組ベアリング入り、ギヤカバー付き
ゴム製安全ストッパー付き。

木彫・木工芸

A2 判（594 × 420㎜）まで。※送料実費です。

22951

重量：約 60kg

重量：約 78kg

付属品：フェルト付き

付属品：フェルト付き

付属品：フェルト付き

鉄製枠組ベアリング入り、ギヤカバー付き

鉄製枠組ベアリング入り、ギヤカバー付き

鉄製枠組ベアリング入り、ギヤカバー付き

ゴム製安全ストッパー付き 4 切判まで。

ゴム製安全ストッパー付き A2 判（594 × 420㎜）

安全ストッパー L 型付き

※送料実費です。

まで。※送料実費です。

※送料実費です。

版画プレス機台Ⅰ型 ------------------

サイズ：H720 × W545 × D485㎜

重量：約 55kg

¥52,800 ￥48,000

エッチングプレス機 400、450、F1 型用

てん刻

22952 版画プレス機台Ⅱ型 ------------------ ¥59.400 ￥54,000
サイズ：H720 × W705 × D505㎜

エッチングプレス機 600 型用

仕様：スチール製
焼き付け塗装仕上げ、溶接済み

彫塑・彫刻

キャスター付き
（内 2 個はストッパー付き）
機械と台の取り付けボルト付き

レイスカッター（発泡スチロールカッター）
14282 ------------------------------------------------------- ¥47.300 ￥43,000

陶
芸

上記、2 種いずれも、移動用キャ
スター付きで、2 段の棚に道具、
材料などを置くこともできます

サイズ：幅 480 ×奥行 240 ×高さ 360mm （テーブル W400 × D240mm）
アーム ( 有効寸法 )：カッター 幅 210 ×奥行 340 ｍｍ（スライド式）
ヒーター：100 Ｖ 3 段切替 （強 20 Ｗ・中 18 Ｗ・弱 16 Ｗ）
付属品：直線切り定規、円・円錐切り用針
スライド式アームで、円形・斜め、円錐・直線など色々な形状が切断できます

ガラス工芸

14283 替熱線（3.3m、約 10 本分）-------------------------------------------- ￥770 ￥700

金属工芸

糸のこ替刃

木材

糸のこの刃を変えれば、
木材だけではなく薄鉄板・プラスチック
発泡スチロール・発泡ウレタンの
切断ができます。

＜薄い材料＞

24 山中目・二つ山

＜厚い材料＞

18 山トビ目

木工・金工万能用

プラスチック・発泡スチロール・発泡ウレタン
60 山・スリ目・小アサリ

44701 大アサリ（12 本）---------- ¥726 ￥660
44711 大アサリ（100 本）----- ¥5,060 ￥4,600
寸法：厚 0.65 ×幅 1.5㎜

切り口：粗い

金属＜薄鉄板・真鍮板＞貝殻

皮革工芸

スリ目・小アサリ・大アサリ

木工用（中間木）

木工用（軟木）
山中目（12 本）---------

山トビ目（12 本）------

プラスチック・アクリル

七宝焼
資料

44702 24
¥594
44712 24 山中目（100 本）----- ¥3,520 ￥3,200

44703 18
¥594
44713 18 山トビ目（100 本）--¥3,520 ￥3,200

44704 60 山（12 本）--------------- ¥594 ￥540
44714 60 山（100 本）----------- ¥3,520 ￥3,200

寸法：厚 0.4 ×幅 1.3㎜

寸法：厚 0.45 ×幅 1.8㎜ 切り口：きれい

寸法：厚 0.4 ×幅 1.3㎜

ベニヤ・段ボール

金工用（鉄、真鍮板用、貝殻）

金工用（鉄、真鍮板用）

44705 二つ山（12 本）-------------- ¥594 ￥540
44715 二つ山（100 本）---------- ¥3,520 ￥3,200

44706 スリ目（12 本）-------------- ¥660 ￥600
44716 スリ目（100 本）---------- ¥4,620 ￥4,200

44707 小アサリ（12 本）----------- ¥770 ￥700
44717 小アサリ（100 本）------- ¥5,170 ￥4,700

備品

寸法：厚 0.45 ×幅 1.8㎜

￥540

切り口：きれい

切り口：やや粗い

無くなり次第廃止
寸法：厚 0.45 ×幅 1.4㎜

切り口：やや粗い

￥540

寸法：厚 0.4 ×幅 1.2㎜

切り口：きれい

切り口：やや粗い

糸のこ機械
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絵画・画材

TD-430 型（卓上型）

45360----------------------------------------------------- ¥145,200 ￥132,000
様式：固定アーム式

アーム奥行：430㎜

サイズ：W250 × D600 × H585㎜

重量：22kg

デザイン

TD-520 型（卓上型）

45361 ----------------------------------------------------- ¥162,800 ￥148,000
様式：固定アーム式

アーム奥行：520㎜

サイズ：W250 × D690 × H585㎜

重量：25kg

＜消費電力＞
電源 100V 100W

TD-600 型（スタンド型）

＜振動数＞
920（50Hz）、1100（60Hz）回／分

様式：固定アーム式

＜付属品＞
工具類、油差し、鋸刃
発泡スチロール切断用アタッチメント
一式 , 使用説明書

45363 -------- ¥224,950 ￥204,500
様式：固定アーム式

アーム奥行：720㎜

サイズ：W430 × D775 × H1140㎜ 重量：55kg

サイズ：W430 × D895 × H1140㎜ 重量：58kg

テーブルサイズ：W250 × D350㎜（傾斜角 20°
）
ストローク：20㎜

テーブルサイズ：W250 × D350㎜（傾斜角 20°）
ストローク：20㎜

消費電力：電源 100V

振動数：920（50Hz）
、1100（60Hz）回／分
切断能力：軟木 50㎜、鉄 8㎜、発泡スチロール 95㎜

消費電力：電源 100V 100W
振動数：920（50Hz）、1100（60Hz）回／分
切断能力：軟木 50㎜、鉄 8㎜、発泡スチロール 95㎜

付属品 : 工具類、油差し、鋸刃、熱ヒーター 800㎜
発泡スチロール切断用アタッチメント一式 , 使用説明書

付属品 : 工具類、油差し、鋸刃、熱ヒーター 800㎜
発泡スチロール切断用アタッチメント一式、使用説明書

100W

木彫・木工芸

熱ヒーター 800㎜

アーム奥行：600㎜

TD-720 型（スタンド型）

版画・染色

45362 -------- ¥208,670

＜切断能力＞
軟木 50㎜、鉄 8㎜
発泡スチロール 95㎜

￥189,700

工芸・民芸

＜テーブルサイズ＞
W250 × D350㎜（傾斜角 20°）
ストローク：20 ㎜

TS-60 型（スタンド型）
アーム奥行：720㎜

サイズ：W430 × D775 × H1140㎜

重量：55kg

45367 --------- ¥199,650 ￥181,500
様式：固定アーム式

アーム奥行：720㎜

サイズ：W430 × D895 × H1140㎜

45364 -------- ¥125,180 ￥113,800

45365 -------- ¥133,650 ￥121,500

様式：固定アーム式

様式：固定アーム式

アーム奥行：430㎜

サイズ：W250 × D600 × H585㎜

重量：22kg

アーム奥行：520㎜

サイズ：W250 × D690 × H585㎜

振動数：920（50Hz）
、1100（60Hz）回／分
切断能力：軟木 50㎜、鉄 8㎜
付属品：工具類、油差し、鋸刃、使用説明書

芸

TS-52 型（卓上型）

陶

TS-43 型（卓上型）

重量：58kg

テーブルサイズ：W250 × D350㎜（傾斜角 20°
）
ストローク：20㎜ 消費電力：電源 100V 100W

彫塑・彫刻

TS-72 型（スタンド型）

てん刻

45366 --------- ¥184,800 ￥168,000
様式：固定アーム式

重量：25kg

テーブルサイズ：W250 × D350㎜（傾斜角 20°
）
ストローク：20㎜

消費電力：電源 100V 100W
振動数：920（50Hz）、1100（60Hz）回／分
切断能力：軟木 50㎜ 、鉄 8㎜

消費電力：電源 100V 100W
振動数：920（50Hz）
、1100（60Hz）回／分
切断能力：軟木 50㎜、鉄 8㎜

付属品：工具類、油差し、鋸刃、使用説明書

付属品：工具類、油差し、鋸刃、使用説明書

糸のこ台 TM-91 型
44927 ----------- ¥30,580 ￥27,800
サイズ：W400 × D600 × H600㎜
テーブル寸法：400 × 600 × 20㎜
重さ：11kg

仕様：引き出しボックス付き
（樹脂製 480 × 334 × 74㎜）
キャスター（ストッパー付き）2 個
ゴム足（アジャスター付き）2 個

GR-400 型（卓上型）

GR-700 型（スタンド型）

44957 -------- ¥215,600 ￥196,000

44958--------- ¥279,400 ￥254,000

サイズ：W300 × D820 × H590㎜ 重量：49kg
アーム奥行：600㎜
テーブルサイズ：W300 × D400㎜（傾斜角左側のみ 20°）

サイズ：W450 × D930 × H1140㎜ 重量：70kg
アーム奥行：700㎜
テーブルサイズ：W300 × D400㎜（傾斜角左側のみ 20°）

鉄板金属製

鉄板金属製

糸のこ使用時の防振、防音のために、機械
の下に敷いて使用すると効果があります。
また、ボルトなどでは固定できない機械の
下に敷いて使用すると、スリップ防止にも
役立ちます。

消費電力：電源 100V 320W（モーター出力 150W）
駆動数：950 回／分（50Hz）、1100 回／分（60Hz）
切断能力：軟木 50㎜以内、アクリル樹脂 20㎜以内

消費電力：電源 100V 320W（モーター出力 150W）
振動数：950 回／分（50Hz）
、
1100 回／分（60Hz）
切断能力：軟木 50㎜以内、アクリル樹脂 20㎜以内

機械自体が踊ってしまう恐れもなく安心
して作業がおこなえます。

銅（真鍮）4㎜以内

銅（真鍮）4㎜以内

( 振動・衝撃吸収性能に優れたマイクロセル低

付属品：スパナ、六角スパナ、油差し

付属品：スパナ、六角スパナ、油差し

反発フォーム「フットセルＣ」マットです。）

七宝焼

44924 小（460 × 240 × 3㎜）--------------------------------- ¥2,200 ￥2,000
44925 中（580 × 240 × 3㎜）--------------------------------- ¥2,750 ￥2,500
44926 大（930 × 930 × 3㎜）------------------------------ ¥14,300 ￥13,000

皮革工芸

防振・防音マット

金属工芸

材質脚部：スチール製、
色グリーンテーブル：防音性スターウッド材

ガラス工芸

テーブルサイズ：W250 × D350㎜（傾斜角 20°
）
ストローク：20㎜

振動・衝撃吸収性能に優れたマイクロセル低反発フォーム
資料
備品
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糸のこ機械

絵画・画材

デザイン
工芸・民芸
版画・染色

AF-eco1 型（卓上型）

AF-eco3 型（卓上型）

AF-eco4 型（卓上型）

45353 -------------------------- ¥91,300 ￥83,000

45354 ------------------------ ¥103,400 ￥94,000

45355 ----------------------- ¥121,000 ￥110,000

サイズ：W250 × D545 × H470㎜
重量：14kg アーム奥行：350㎜
テーブルサイズ：W250 × D250㎜
アルミダイキャスト製（傾斜角度 左側のみ 20°
）
消費電力：電源 100V 100W（消費電力 200W）
駆動数：1000 回／分（50Hz）、1200 回／分（60Hz）
切断能力：軟木 40㎜、樹脂 20㎜、銅・真鍮 4㎜以内
付属品：糸鋸替刃（18 山トビ目）3 本、取扱説明書

サイズ：W250 × D680 × H470㎜
重量：15kg アーム奥行：500㎜
テーブルサイズ：W250 × D250㎜
アルミダイキャスト製（傾斜角度 左側のみ 20°
）
消費電力：電源 100V 100W（消費電力 200W）
駆動数：1000 回／分（50Hz）
、1200 回／分（60Hz）
切断能力：軟木 40㎜、樹脂 20㎜、銅・真鍮 4㎜以内
付属品：糸鋸替刃（18 山トビ目）3 本、取扱説明書

サイズ：W290 × D790 × H470㎜
重量：26.5kg アーム奥行：600㎜
テーブルサイズ：W290 × D320㎜
鉄板金製焼付け白色塗装仕上げ（傾斜角度 左側のみ 20°）
消費電力：電源 100V 100W（消費電力 200W）
駆動数：1000 回／分（50Hz）
、1200 回／分（60Hz）
切断能力：軟木 40㎜、樹脂 20㎜、銅・真鍮 4㎜以内
付属品：糸鋸替刃（18 山トビ目）3 本、取扱説明書

木彫・木工芸

AF-eco4S 型（スタンド型）
45358 --------------- ¥159,500

￥145,000

サイズ：W453 × D790 × H1043㎜ 重量：49.5kg
アーム奥行：600㎜
付属品：糸鋸替刃（18 山トビ目）3 本、取扱説明書

てん刻

＜テーブルサイズ＞
W290 × D320㎜
（傾斜角度 左側のみ 20°）

スーパースタンド ST-01 型

44965 ------------------- ￥27,500 ￥25,000
サイズ：W400 × D600 × H600㎜
テーブル寸法：400 × 600㎜
＜材質＞
脚部：スチール製

重さ：11.5kg

樹脂製アジャスター白化粧合板

＜仕様＞
組み立て式
ワンタッチ上下稼働式
キャスター付き

＜テーブル材質＞
鉄板金製焼付け白色塗装仕上げ

彫塑・彫刻

＜消費電力＞
電源 100V 100W（消費電力 200W）
＜駆動数＞
1000 回／分（50Hz）
1200 回／分（60Hz）

陶

＜切断能力＞
軟木 40㎜、樹脂 20㎜
銅・真鍮 4㎜以内

芸

電動糸のこ AF-eco

搭載イメージ

フリーアーム機構で中抜き作業もこんなに簡単！ 切断面に角度をつけたい場合は！

ガラス工芸

目に優しいカラーで美しいフォルム
連続作業でも安心
静寂でしかも低振動

金属工芸

AF-eco シリーズは振動を最小限
に抑える新設計のボディで、し
かも静音タイプのモーターの採
用で今までにない静寂性と低振
動を実現しました。

皮革工芸

フトコロサイズも 350㎜〜 700
㎜の 4 種類から選べる様になっ
ていますので切断能力に応じて
お選びください。

糸のこ刃上端の締付けをはずし
フリーアーム部を上方へ振りま
す。あらかじめドリルなどで穴
をあけた部分へ糸のこ刃上端を
下から差し込みます。

フリーアーム部を元に戻して糸
のこ刃上端を締め付け直せば
セット完了。この状態で切断し
たい部分のみ切り込んでいきま
す。他の中抜き部分にも、この
作業を繰り返します。

水平状態

傾斜状態

テーブル角度を左側 20°傾けることができます。これを
することで切断面に角度をつけることができます。

七宝焼
資料
備品

SCM-80 型 A スタンダード

SCM-80 型 B 集塵装置付

44941 単相 -------- ￥649,000 ￥590,000
44942 三相 -------- ￥649,000 ￥590,000

44943 単相 ------ ￥891,000 ￥810,000
44944 三相 ------ ￥891,000 ￥810,000

サイズ：幅 1255 ×奥行 760 ×高さ 1390㎜
重量：120kg
アーム奥行き：800㎜
テーブルサイズ：800 × 600㎜
テーブル傾斜左側のみ 15°
モーター出力：単相 100V、300W 、三相 200V、300W
消費電力：単相 530W 三相 450W
駆動数：50Hz/60Hz 800：1200：1500spm

サイズ：幅 1255 ×奥行 760 ×高さ 1390㎜
重量：130kg
アーム奥行き：800㎜
テーブルサイズ：800 × 600㎜
テーブル傾斜左側のみ 15°
モーター出力：単相 100V、300W 、三相 200V、300W
消費電力：単相 530W 三相 450W
駆動数：50Hz/60Hz 800：1200：1500spm

付属品：刷毛、油差、スパナ、六角レンチ
アジャストボルト、吊上げスプリング
ドライバー、取扱説明書

付属品：刷毛、油差、スパナ、六角レンチ
アジャストボルト、吊上げスプリング
ドライバー、取扱説明書

電動工作機械
44959 単相 --------------- ¥473,000

絵画・画材

SCR-70 型
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PROXXON
￥430,000

44960 三相 --------------- ¥473,000 ￥430,000

コッピングソウテーブル EX
44969 No.27088 ----------------- ¥29,700 ￥27,000
50/60Hz

消費電力：90W

刃のスピード：500 〜 1700（回／分）

重量：90kg

刃の上下ストローク：12㎜
機体寸法：横 247 ×奥行 430 ×高さ 300㎜

アーム奥行き：700㎜
テーブルサイズ：500 × 500㎜ テーブル傾斜左側のみ 20°
モーター出力：単相 100V、300W・三相 200V、300W
駆動数：50Hz/60Hz ／ 800：1200：1500spm
＜付属品＞
刷毛
油差

吊上げスプリング
ドライバー

＜付属品＞
糸のこ刃 6 本、L 型レンチ、1 本 本体固定用クランプ 2 本
本体取り付けネジ

3 本、集塵アタプター（掃除機用）

切断、切り抜き、直線切り、曲線切りなど、思いのままの
形にできる。
折り曲げ式アーム装備で
中抜き作業が簡単に行えます。

専用クランプで直接テーブルに
本体を固定できます。

集塵機（掃除機）に接続して
作業するとより効率が上がります。

取扱説明書

版画・染色

スパナ
六角レンチ

重量：3,2Kg

定格使用時間：15 分

工芸・民芸

消費電力：単相 530W ／三相 450W

デザイン

電源：100V

サイズ : 幅 500 ×奥行 1032 ×高さ 1322㎜

木彫・木工芸

PROXXON スーパー・サーキュラソウテーブル
44970 No.28070 --------------------------------------- ¥70,620 ￥64,200

機体寸法：横 247 ×奥行 186 ×高さ 124㎜ 重量：2Kg
電源：100V 50/60Hz 消費電力：80W 刃の回転数：3500min（回／分）
定格使用時間：15 分

サイズ：H170 × W300 × D260㎜ 重量：6kg
電源：100V 消費電力：200W 振動数、回転数：3500 〜 6000rpm（無段変速）
定格時間：15 分 コード長さ：2m

＜用途＞
木材、プラスチック、アルミの直線切りや角度切りに。また、売の丸のこに取り
替えれば、FRP、プリント基盤も切断できます。

44983 No.28170 ----------¥69,740 ￥63,400

ガラス・タイル・石材用ダイヤモンドブレード

水槽タンクセット
44991 No.28188 ----------- ¥12,100 ￥11,000

左のミニバンドソーの
刃をダイヤモンドブ
レードにし、水槽タン
クセットを標準で装備
した、ガラス・タイル・
石材用のバンドソーで
す。

備品

※ダイヤモンドプレートを使用するときには、必ず
お使いください。

●単品で木工・金工
用替刃（5 24 山・14
山、3.5 14 山・24 山、
6 24 山）があります。
お申し付けください。

44984 No.28172 ---------- ¥99,000 ￥90,000
サイズ：H480 × W395 × D280㎜ 重量：5.5kg
テーブルサイズ：200 × 200㎜（傾斜角右 45°
）
アーム奥行き：150㎜
電源：100V 消費電力：0.9A ／ 90W
スピード：130 〜 200m ／分
定格時間：30 分 最大切断高さ：80㎜
＜付属品＞
ダイヤモンドブレード（幅 3 ×円周 1060㎜）1 本
角度切り定規 1
集塵用ゴムパイプ 1
水槽タンクセット、L
型レンチ（大、中、小）
各1本

資料

44990 No.28186（幅 3㎜）-- ¥22,000 ￥20,000

＜付属品＞
帯のこ刃 14 山（幅 5
×円周 1060㎜）1 本、
角度切り定規 1、集
塵用ゴムパイプ 1

（ガラス・タイル・石材用）

七宝焼

木工・金工用替刃 24 山
44988 No.28180（幅 3.5㎜）- ¥3,520 ￥3,200
44985 No.28174 （幅 5㎜）-- ¥3,080 ￥2,800
44989 No.28182（ 幅 6 ㎜）-- ¥3,520 ￥3,200

サイズ：H480 × W395 × D280㎜ 重量：5.5k
テーブルサイズ：200 × 200㎜（傾斜角右 45°）
アーム奥行き：150㎜
電源：100V 消費電力：0.9A ／ 100W
スピード：130 〜 200m ／分 定格時間：30 分
最大切断高さ：80㎜
切断能力：軟木 80㎜、硬木 50㎜、鉄 10㎜、アルミ
20㎜、銅・真鍮 15 ㎜

PROXXON ミニバンドソウ

皮革工芸

木工・金工用替刃 14 山
44987 No.28178（幅 3.5㎜）- ¥3,520 ￥3,200
44986 No.28176（ 幅 5 ㎜）-- ¥3,080 ￥2,800

（木工・金工用）

金属工芸

PROXXON ミニバンドソウ

ガラス工芸

ミニバンドソウ用アクセサリー

芸

卓上強力丸のこ盤です。
（切断能力：0 〜 26㎜）刃の傾斜角
45 〜 90°作業テーブル 500㎜まで伸
縮可能。別売で、木工用ブレード（80
山）木工用チップソウ（12 山）木工・
アルミ用チップソウ（24 山）ダイ
ヤモンドブレードなどの各種アタッ
チメントがあります。お問い合わせ
ください。

陶

安全性、作業性を兼ね備え、卓上で
手軽に直線切り、斜め切りが行える
小型卓上丸のこ盤。
専用クランプで本体を固定。
ガイドを使用して直線、角度切断が
可能です。

＜付属品＞
L 型レンチ（大・小）各 1、直線切りガイド 1、角度切りガイド 1
取り付けネジ 4 本、木工・アルミ用ブレード（24 山）1 枚

彫塑・彫刻

＜付属品＞
L 型レンチ（大、小）
、直線切りガイド、角度切りガイド
本体固定用クランプ 2 個、本体取り付けネジ 3 本、丸鋸刃
集塵アタプター（掃除機用）

てん刻

PROXXON ミニ・サーキュラソウテーブル EX
44971 No.27006 ------------------------------------------- ¥20,900 ¥19,000

