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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

