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電動彫刻機

絵画・画材

デザイン

PROXXON ミニウッドレース（小型木工旋盤）

PROXXON フライスマシン標準セット

48141 NO.28140 ---------------------------------------- ¥23,100 ￥21,000

44976 NO.27000 ----------------------------------------¥91,300 ￥83,000

サイズ：395 × 93 × 77㎜ 重 量：1.2kg
電 源：100V、50 ／ 60Hz 消費電力：60W 定格使用時間：15 分
回転数：500 〜 5000min（無断電子コントロール付き）

木材の面取り、溝入れ加工
金属のフライス加工
ボール盤としても
使用できます。

工芸・民芸

＜付属品＞ 回転センターアタッチメント 2 種、専用ナイフ 3 種ドリル 2㎜、コレッ
トチャック（2.0 ／ 4.0㎜用）
、コレット締め付けピン、スパナ、置決めピン、セン
ター出し定規、本体固定木ネジ、本体固定ビス、本体固定ナット、本体固定ワッシャ
材料固定ビス、ワッシャ大

版画・染色

太 さ φ 8 〜 30 ㎜ ま で 長 さ
195㎜までの木材を削るこ
とができます。固い材木、
バルサ材、桐材、発泡スチ
ロールなど（金属の切削作
業はできません）

多機能を備えた卓上フライス盤

※ エンドミルは別売です。
< サイズ >
横 350 ×奥行き 420 ×高さ 500㎜
重量 :13.9kg

ミニウッドレース
ウッドレース DX
共通オプション

木彫・木工芸

NO.28122 ドリルチャック
48150------- ￥3,630 ￥3,300
※ウッドレース DX には、取
付シャフトが必要です。

PROXXON ウッドレース DX
てん刻

48142 NO.27020 ---------------------------------------- ¥49,500 ￥45,000

彫塑・彫刻

＜付属品＞ コレットチャック 6 種類、防塵メガネドライブセンター
回転センターアタッチメント、センター出し定規、専用スパナ 2 種、専用ナイフ
刃物台調整つまみ、本体固定ネジ、タッピングビス

サイズ：485 × 91 × 140㎜ 重 量：2.2kg 電源：100V、50 ／ 60Hz
消費電力：80W 定格使用時間：30 分 回転数：600/300（50 ／ 60Hz）〜
3500min

陶

6 種類（φ 2、3、4、6、8、10㎜用）のコレットが付属し、主軸貫 穴も装備、幅
広い小径丸棒材等の加工が可能。木工旋盤作業が手軽に行えるセット内容です。
加工寸法は丸材φ 50㎜、角材 40 × 40㎜、長さ 220㎜まで。

芸
ガラス工芸

NO.27082 延長テーブル
48143-------- ¥3,850 ￥3,500
（300㎜延長）
NO.27086
ドリルチャック取付用シャフト

＜フライスモーター＞

フライスモーター

静かな強力モーターで 1,200~6.000min（回 / 分） 電源トランス
（無段電子コントロール付）
コレットチャックφ 6㎜用
38~40V 用（専用トランス）
定格使用時間 30 分 消費電力：200W
鉄、真鍮、アルミ、プラスチック、木材、
等あらゆる材料を加工できるモーターです。
＜電源トランス＞
AC100V 50-60Hz ー AC38V
＜ドリルスタンド＞
200 × 200㎜テーブル
高さ 500㎜ 上下スライド 65㎜
モーター取り付け穴 43㎜
90°まで角度調整することも出来ます。
＜クロステーブル＞
テーブル寸法：200 × 200 ㎜（T 溝付）
ハンドル目盛：10/100㎜
（ハンドル 1 回転 20㎜）
スライド最大寸法
前左右・各 70㎜ 後・40㎜

ドリルスタンド

48144-------- ¥1,430 ￥1,300

金属工芸

卓上型木工旋盤 YH-200 型
48132 ------------------------------------------------------ ¥73,810 ￥67,100

皮革工芸
七宝焼

サイズ：180 × 500 × 230㎜
重量：15kg
材 質：鉄・アルミ
付属品：100㎜板プラス
主軸三つ爪、スクイ丸刃 9㎜
電 源：家庭用 100V
電動モーター：175W

資料

小型・簡単・便利・省電力、誰にでも操作でき、楽しめる卓上木工旋盤です。最
大加工寸法、板材厚さ 40㎜・径 150㎜、円柱材径 100㎜・長さ 170㎜まで可能な
卓上木工旋盤です。茶托、花瓶、小物入れなどオリジナルな作品が作れます。家
庭用電力 100V で使用でき安全設計、日本製で安心して使用できます。
100㎜スクロールチャック
48133 ------ ¥42,515 ￥38,650

備品

手バイト替刃式 3 本セット
48134 -------¥25,740 ￥23,400

クロステーブル

別売

エンドミル（ハイス）

44973 NO.27613 φ 3㎜ ------------ ¥4,400 ￥4,000
44974 NO.27614 φ 4㎜ ----------- ¥4,400 ￥4,000
44975 NO.27616 φ 6㎜ ------------¥4,400 ￥4,000
6㎜軸 アルミ、真鍮、鉄、プラスチック

電動彫刻機
精度の高い加工を施した
新開発の小型強力モーターを搭載した
先端部分にベアリングを 2 個装着。
ペン型ミニルーター

ミニルーター MM20

新開発の小型、軽量モーターを使用。

ビットのシャフト径φ 2.35㎜専用

PROXXON ミニルーター

48095 MM100 No.28525------------------------------- ¥18,920
48096 MM100 No.28525-S ---------------------------- ¥24,200 ￥22,000
￥17,200

＜チャック部＞ ビットのシャフト径φ 2.35㎜／ 3.0㎜
＜付属品＞ コレットチャックφ 2,35/3,0㎜各 1 個、スパナ

48098 MM30 No.26800 --------------------------------- ¥10,450 ￥9,500
回転数：7,000~16,500（回 / 分）無段電子コントロール付

重量：160g

重量バランス設計で更に使いやすくなりました。
＜ MM20/MM30 共通スペック＞
サイズ：長さ 195 ×太さφ 29mm
電源：100 Ｖ、50 ／ 60 Ｈｚ 消費電力：15 Ｗ 定格使用時間：15 分
＜ MM20 付属品＞
ダイヤモンドビット 1 本、ハイスビット 1 本、軸付砥石（GC）1 本、専用ビットケース 1 個
＜ MM30 付属品＞ ダイヤモンドビット 2 種、ハイスビット 2 種、軸付砥石（GC）2 種
純毛パフ 1 本、シリコンパフ 1 本、専用ビットケース 1 個

木彫・木工芸

＜ 28525-S ミニルーターセットのプラス付属品＞
ダイヤモンドビット 2 種、ハイスビット 2 種
純毛パフ 2 種、純毛パフ（ディスク）2 枚
軸付砥石（WA）4 種、シリコンパフ 1 本
切断砥石 5 枚、ワイヤーブラシ 1 枚

回転数：16,500（回 / 分）重量：150g

版画・染色

サイズ : 長さ 230 ×太さφ 35mm 重量：260g
電源：100 Ｖ、50 ／ 60 Ｈｚ 消費電力：35 Ｗ
先端回転数：8,000 〜 18,000（回 / 分） 定格使用時間：15 分

48097 MM20 No.26700 ----------------------------------- ¥7,920 ￥7,200

工芸・民芸

PROXXON ミニルーター

デザイン

ミニルーター MM30

絵画・画材

ベストセラー
ミニルーターのニューモデル
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PROXXON マイクロ・ベルトサンダー
てん刻

45456 No.27510------------------------------------------ ¥31,350 ￥28,500

＜付属品＞

45457 細目 No.28581------- ¥1,650 ￥1,500
45458 中目 No.28582------- ¥1,650 ￥1,500
45459 荒目 No.28592------- ¥1,650 ￥1,500

48110 No.28640 ----------------------------------------- ¥19,250 ￥17,500

趣味の版画から本格的な木彫りまで、けやき、さくら、ほお、チーク、
くすなどの堅い木の彫刻に威力を発揮する木彫機です。

48111 単品替刃（5 本セット）------------------------------ ¥4,950 ￥4,500

金属工芸

セット内容：平刀 9㎜ 丸刀 9㎜・6㎜、平丸刀 9㎜ 三角刀 4㎜ 90°、各 1 本

ガラス工芸

サイズ：長さ 240㎜ 重量：0.68k 電源：100V 消費電力：65W
コード長さ：2m 振動数・回転数：11000 回／分
定格時間：15 分
付属品：刃（平刀 9㎜ 1 本）（丸刀 9㎜ 1 本）（三角刀 4㎜ 90°1 本）

芸

＜用途＞
木や金属の仕上げ、バリ取
り作業などの細かい作業
に。また、狭い部分の加工
などに使いやすいベルトサ
ンダーです。

PROXXON カービングプロ（打刻式）

陶

ベルトペーパー
（細目、中目、荒目、各 2 本）
掃除機用アダプター
集塵用ゴムパイプ

彫塑・彫刻

サイズ：長さ 350 × 90㎜ 重量：0.8kg
ベルトサイズ：幅 10㎜ 、周長 330㎜
電源：100V 消費電力：50W
ベルトの周回：300 〜 700m/ 分（無段電子コントロール付）
角度調節：0 〜 70 度
専用ベルトペーパー（5 本）

皮革工芸

48090 No.28594 ------------------------------------------- ¥10,450 ￥9,500

48089 No.22700 ----------------------------------------- ¥15,620 ￥14,200

サイズ：横 28.5 ×縦 200mm 重量：200g
電源：100 Ｖ、50 ／ 60 Ｈｚ
消費電力：15 Ｗ
先端振動数：6,800 定格使用時間：15 分

サイズ：横 250 ×奥行 295 ×高さ 125mm 重量：1,500g
電源：100 Ｖ、50 ／ 60 Ｈｚ 消費電力：20 Ｗ 定格使用時間：15 分

＜付属品＞
先端アーバー 8 種
ヤスリペーパー 180 番、240 番、400 番 各 1 シート
先端の形状が 8 種類ありますので、研磨する場所に
よって選択して下さい。

木工、金工の切削作業時の切削クズや粉塵の
集塵に便利です。
排気ジャバラは別売りです。
ヒットやルーターは含みません。

ビットスタンド

備品

狭い場所の精密研磨が可能です。

＜付属品＞
専用フィルター 3 枚
専用先端ビットスタンド

資料

PROXXON ダストキャッチャー（集塵テーブル）

七宝焼

PROXXON ペンサンダー
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電動彫刻機

絵画・画材

軽くて木ホリデーの 2 倍のパワー

デザイン
工芸・民芸

ハイホリデー HHD-10 型（打刻式）

木ホリデー KHD-2 型（打刻式）
48100 ------------------------------------------------------- ¥18,480 ￥16,800

48103 ------------------------------------------------------- ¥26,180 ￥23,800

振動数・振幅：10000 回／分・1.0mm

振動数・振幅：10000 回／分・1.0mm

サイズ：φ 42 ×長さ 215㎜

チャックサイズ：4㎜φ

重量：580g

コード長さ：2m

サイズ：φ 42 ×長さ 218㎜

チャックサイズ：4㎜φ

重量：415g

コード長さ：2m

版画・染色

電源：AC100V、50/60Hz 消費電力：25W 定格時間：30 分
＜付属品＞ 彫刻刃物 3 枚（丸刃幅 9㎜、平丸刃幅 12㎜、三角 60°刃幅 7㎜）

電源：AC100V、50/60Hz 消費電力：55W 定格時間：30 分		
＜付属品＞ 彫刻用刃物
（丸刃幅 3㎜、
丸刃幅 9㎜、
丸スクイ刃幅 9㎜、
平丸刃幅 12㎜、
三角刃幅 7㎜ 60°
）

＜用途＞

＜用途＞

木版画から本格的な木彫りまで。

細かい前後運動により、木に当てるだけで彫れていきます。
くす、ほお、チーク、ラワンなどの堅い木の彫刻に最適です。スイッチを入れても、モーターは回転

木彫・木工芸

しますが、刃先が素材に当たるまでは、刃先の部分は動作しません。替え刃は、付属品の他に 33 種
あります。お問い合わせください。

木版画から本格的な木彫りまで。

アース不要。前後運動により、木に当てるだけで彫れていきます。強力なパワーで、黒たんやローズ
などの特に堅い木の彫刻にも最適です。スイッチを入れても、モーターは回転しますが、刃先が素材
に当たるまでは、刃先の部分は動作しません。替え刃は、付属品の他に 33 種あります。お問い合わ
せください。

ハンドメイト HMA-100EK 型（回転式）
48102 ---------------------------------------------------- ¥115,280 ￥104,800
チャックサイズ：1 〜 6㎜φ（ドリルチャック式）
電源：100V

消費電力：300W

振動数・回転数：0 〜 14000rpm

定格時間：連続

てん刻

＜付属品＞
モーター HMA-100
フレキシブルシャフト 1m

彫塑・彫刻

ハンドピース E 1
超硬バー 3 種
ダイヤモンド砥石 2 種

ハンドメイト HMA-100B 型（打刻式）
48104 ------------------------------------------------------ ¥109,780 ￥99,800

木工カッター 3 種
軸付砥石 3 種
サンダーホイール

1

電源：100V

木、石、金属、ガラス、プラスチック
などの彫刻に最適の機械です。

消費電力：300W

振動数：0 〜 28000s.p.m

モーター回転数：0 〜 14000rpm

定格時間：連続

チャックサイズ：4㎜φ

陶

＜付属品＞ フレキシブルシャフト 1m、ハンドピース B 1、彫刻刃物 7 枚組
スパナ（6㎜）1 本、スパナ（12㎜）1 本 電源コード（2m）1 収納箱（本体）

振動が少ない上にパワーがあり、しか
も操作は簡単です。

芸

ハンドピースは、持ちやすいペンシル
型で、材質に合わせて回転数とパワー
が調節可能です。

振動式のハンドピースタイプ B は、精密加工用で、握りの直径が 14 〜 20㎜と細く、ペンシルのよう
に使え、複雑形状に向いています。素材の硬さ、あるいは、形状に合わせた振動数、回転数を無段階
に調整できます。超低速で最大トルクを出せるので、微妙な加工も可能です。

ガラス工芸

強力モーター内蔵で
連続深彫できます

金属工芸

ウッドカーバ WCS-100 型（振動・回転両用セット）

皮革工芸

48120------------------------------------------------------- ¥89,100 ￥81,000

七宝焼

電源：100V 消費電力：300W 振動数：毎分 8000 回（振幅 1.5㎜）
回転数：4000rpm 定格時間：連続 フレキシブルシャフト：1.5m
格納箱サイズ：250 × 170 × 230㎜ 重量：5kg コード長さ：2m
＜付属品＞
ウッドカーバヘッド 1、ロータリーヘッド RH-102 1(1~6㎜ドリルチャック式）
彫刻刃物 5 枚組（丸刀 18㎜、丸刀 12㎜、丸刀スクイ 9㎜、平刀 12㎜、三角刀 10㎜）
回転工具 8 本組、スパナ 2 本組
高トルクのモーターによる高切削力超強力型です。黒檀・欅などの堅い木もきれいに早く彫れ、深彫
りができます。モーター本体からフレキシブルシャフトで動力を伝達し、ペンシルタッチで使用でき
ますので操作が容易です。木に押し当てない限り往復運動しない安全設計です。
また、
ワンタッチでロー
タリーヘッドに交換すると、振動から回転に機能変換できます。

資料

電動彫刻機用共通替刃 28 本組
48130 ----------------------- ¥34,760 ￥31,600
材質：高級鋼使用、合せ刃

重量：225g（28 本）

備品

幅 3 〜 21㎜まで合計 28 種類
彫刻刃物の豊富さ世界一。
高級刃材、安来鋼青紙 1 号やハイス鋼を使用した
電動彫刻機専用彫刻替刃です。

ハンドクラフト
48101 HCT-30S 型（打刻・回転式）---------------------- ¥62,700 ￥57,000
48109 HCT-30A 型（振動タイプ）------------------------- ¥49,280 ￥44,800
＜ HCT-30S 型・HCT-30A 型仕様＞
振動数：回転数：12000 回／分
電 源：AC100V 50/60Hz 消費電力：80W
サイズ：φ 44 ×長さ 228 重 量：800g コード長さ：2m 定格時間：連続
＜付属品＞（A 型・S 型標準セット）振動ヘッド、彫刻刃物 5 枚組、スパナ、ハンガー
（S 型のみ）回転ヘッド、回転工具 8 本組、マルチホルダー
刃先を木に当てるだけで超高速微振動で手彫刻の 3 分の 1 の力、3 〜５倍のスピードで削れ、堅木で
もシャープに彫れます。軽量で強靱なアルミ製ボディー。手彫りより安全です。

S 型は振動ヘッドから回転ヘッドにワンタッチ交換できるデラックスタイプです。
替刃はセットの他に 33 種類（全 38 種）と豊富にあります、お問い合わせください。

上段左から
丸 3㎜、丸 6㎜、丸 9㎜、丸 12㎜、丸スクイ 9㎜、丸スクイ 6㎜
深丸 9㎜、平 6㎜、平 12㎜、平丸 6㎜、平丸 12㎜、三角 90°3㎜
三角 45°5㎜、三角 60°7㎜、三角 90°10㎜
下段左から、
印刀右 9㎜、印刀左 9㎜、ロング丸 6㎜、ロング丸 12㎜
ロング丸 15㎜、ロング浅丸 9㎜、ロング浅丸 15㎜
ロング丸スクイ 6㎜、ロング丸スクイ 12㎜、ワイド丸 18㎜
ワイド丸 21㎜、ハイス平丸 21㎜、ハイス平 21㎜
ウッドカーバ WCS-100 型・ハンドメイド HMA-100B 型
ハンドクラフト HCT-30A.S 型・木ホリデー KHD-2 型（刃幅 10㎜まで）
ハイホリデー HHD-10 型（刃幅 12㎜まで）に使用できます。

電動彫刻機
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絵画・画材

デザイン

無段変速タイプでゼロ近くの回転から高トルク！

45110 ----------------------------------------------------- ¥52,800 ￥48,000

高速ドリルグラインダー HCT-30BC 型

サイズ：幅 80 ×全長 350 ×高さ 100㎜

48119 ------------------------------------------------------- ¥70,180 ￥63,800

電源：100V
＜付属品＞

消費電力：670W

重量：1.8kg

定格時間：30 分

ウッドカッター W50 1、波サンダー S50 1、ディスク布サンダー DN50 1
各1

回転数：0 〜 12000 回転／分

トルク：最大 2,500g-cm

電源：100V ／ 80W		

定格時間：連続 60 分で点検

サイズ：φ 44 ×長さ 270
＜付属品＞

各種素材の切削や切断が高スピードでできる高切削力電動工具です。

重量：880g

チャックハンドル

1個

チャック：1 〜 6.4mm φ
ハンガー

1個

強力マグネットモーター内蔵の超小型フィードバック式無段変速制御を世界で初めて開発し、一体化

ク等の切削や切断を高スピードでできます。刃の直径 50㎜。

を実現した回転電動工具です。回転音が非常に静かな設計です。低回転から高回転まで高トルクで作

別売 超硬製カッター T50

業出来ます。超硬バー、ダイヤバー、砥石などで、いろいろな素材の切断、研磨、穴開け、バリ取り等、

木彫・木工芸

木材及び木材合成物はもちろん、石工品、ガラス繊維、各種プラスチッ

微妙で複雑な加工が手狭な場所でも静かに行えます。

45111 直径 50㎜ -------------------- ￥9,130 ￥8,300
刃先部に超硬チップがついています。

版画・染色

ハンドル、13 × 17㎜スパナ、3 ミリ六角レンチ、カギスパナ

工芸・民芸

ゴーゼログラインダー G-50W 型

てん刻

フィンサンダー FSC-32 型

フィンサンダー

アターク AC-32 型

アターク

45106 FSC-32 型無段変速制御付き ------------------ ¥76,780 ￥69,800

45473 A-32 型 -------------------------------------------- ¥55,000 ￥50,000
45472 AC-32 型無段変速制御付き ------------------ ¥75,900 ￥69,000

陶

FS-32 型：長さ 260 × H67 ×径 44㎜

A-32 型：H63 × W260 ×径 44㎜

芸

45105 FS-32 型 -------------------------------------------- ¥55,880

アターク A-32 型

彫塑・彫刻

フィンサンダー FS-32 型

運動軌跡：

￥50,800

FSC-32 型：長さ 270 × H67 ×径 44㎜

3.2㎜（前後）／ 5.3㎜（左右）

電源：100V

消費電力：100W

電源：100V 消費電力：120W 楕円運動：0 〜 12000 回／分 定格時間：連続

ストローク：3.2㎜

重量：FS-32 型 800g ／ FSC-32 型 930g

取り付け穴径：φ 3 〜 6.1㎜

AC-32 型：900g

ストローク往復数：0 〜 12,000 回／分
定格時間：連続

コード長さ：2m

ガラス工芸

＜付属品＞

AC-32 型：H63 × W285 ×径 44㎜

重量：A-32 型：770g

＜付属品＞

自由加工パット、先 R パット三角パット、クランクパット

各1個

ヤスリ（平、甲丸、三角、丸※いずれも並目、軸径 5㎜）

マジック式ペーパー（＃ 60、＃ 100、＃ 320）各 1 枚

研磨パット、ペーパー 3 枚、6 角レンチ 1 本、ハンガー

マジックファスナー基布

クランク型研磨アームパット 1 本

1 枚、接着剤

1本

ヤスリがレシプロ運動（前後）することによってヤスリ加工や研摩をします。アルミ製ボディで発熱

ト」の他、3 種類のパットを標準装備します。木製品の研磨、塗装下地の研磨、錆落とし等に。

も気になりません。金属、樹脂、木などの研磨、バリ取り、仕上げ研磨に。

木工用

ハットクリダイヤ （軸径 6㎜φ）

超硬バー（軸径 6㎜φ）
全長 67㎜ ----------- ¥10,010 ￥9,100

48159 HD5.5（直径φ 5.5㎜、粒度＃ 80）--------------------- ¥6,600 ￥6,000

48092 FNF-80 サイズ：φ 12,5 × 26㎜

全長 70㎜ ----------

48121 HD10（直径φ 10㎜、粒度＃ 80）--------------------- ¥7,590 ￥6,900

48093 CNF-80 サイズ：φ 12,5 × 22㎜

全長 70㎜ ----------- ¥10,230 ￥9,300

48094 DNF-60 サイズ：φ 9,5 × 9㎜

¥10,230 ￥9,300

全長 52㎜ -------------- ¥5,500 ￥5,000

スチール製回転工具やハイス製回転工具に比べ、硬く切削性が良く長寿命です。切削部分は、目が粗
い為、切削中、目詰まりが少ないのが特徴です。

ENF-80

FNF-80

CNF-80

DNF-60

48123 HD20（直径φ 20㎜、粒度＃ 80）------------------ ¥12,100 ￥11,000
48125 HD25（直径φ 25㎜、粒度＃ 80）------------------- ¥12,100 ￥11,000
48160 HD・5S（上記 5 本のセット）--------------------- ¥47,080 ￥42,800
電動ドリルや電動ルーターの先端に本品を付け替えることによって、ガラス・鏡・金属・陶器・タイル
に穴をあけることができる円筒形のダイヤモンド工具です。

HD5.5 HD10

HD15

HD20

資料

ステンドグラス、ガラス皿、鏡、陶器類、タイル、真鍮板などに穴をあけて時計をはめる。
（HD10 を使用）
ボトルスタンドキットのコードを通す穴あけ用に。その他、陶製品やガラス製品の植木鉢への改良に。
注意：鉢、コンクリート、ガラス、石などに加工する場合、必ず水を垂らしながら、または筆などに
水をつけ、加工部分とダイヤにつけて使用して下さい。

七宝焼

使用回転数：10,000 〜 14,000 回転／分

48122 HD15（直径φ 15㎜、粒度＃ 80）---------------------- ¥9,570 ￥8,700

皮革工芸

48091 ENF-80 サイズ：φ 12,5 × 23㎜

金属工芸

曲 、凹凸、狭いコーナーを高速で研摩します。研磨する形状に合わせてカットできる「自由加工パッ

HD25
備品

314

電動彫刻機

絵画・画材

ミニルーター HD-10 型

電池式だからコードレスで
48167 黒 ----------------------- ¥3,300 ￥3,000 お手軽に場所をとらずに使えます
48168 青紫 -------------------- ¥3,300 ￥3,000 高性能ベアリング使用、抜群の芯振れ精度、連続

デザイン

48169 薄紫 -------------------- ¥3,300 ￥3,000
48115 黄 ---------------------- ¥3,300 ￥3,000

工芸・民芸

電源：単三電池 2 本（別売）
サイズ：幅 32.8 ×長さ 130㎜ 70g（電池なし）
チャック：φ 2.34㎜（JIS 規格品）
回転数：10000rpm

使用可能、強力パワー＆低振動。

七宝作品やガラス作品のバリ取りの他、篆刻にも
便利です。
ダイヤバー付きで、取り外し交換が可能です。

黒

青紫

薄紫

黄

版画・染色
木彫・木工芸

刀 TOOLS スチールカッターセット
48127 HST-A SET-------------- ¥1,760 ￥1,600

刀 TOOLS ミニロールサンダーセット
48128 HRS-MINI--------------- ¥1,760 ￥1,600

刀 TOOLS ポリッシングブラシセット
48129 HPB-SET---------------- ¥1,760 ￥1,600

用途：プラスチック、木材、非鉄金属の加工
細かいディテールの加工、彫刻、バリ取り、穴あけ溝ほり
刃先径φ 1.0㎜ 使用回転数：30000rpm 以下
丸形、台形、テーパー（ばりとり）、ドリル

用途：プラスチック、木材、金属等の研磨、
ロール状サンドペーパーのミニタイプ
曲面や平面の研磨使用回転数：10000rpm 以下
ミニロールサンダー緑（細目）10 個
ミニロールサンダー赤（中目）10 個 、専用軸 1 本

用途：プラスチック、塗装 、貴金属、
金属等の磨き・ツヤ出し、塗装 の下処理
光沢塗装の研磨使用回転数：10000rpm 以下

刀 TOOLS スチールカッターセット
48135 HST-B SET-------------- ¥1,760 ￥1,600

刀 TOOLS カーボランダム砥石セット
48136HGC-SET----------------- ¥1,760 ￥1,600

刀 TOOLS ソフトポリッシャーセット
48137 HSP-SET---------------- ¥1,760 ￥1,600

用途：プラスチック、木材、非鉄金属の加工
細かいディテールの加工、彫刻、バリ取り、溝ほり
使用回転数：30000rpm 以下
フレーム（φ 1.2㎜ ) シリンダー（φ 1.4㎜ )
ポインテッド（φ 1.6㎜ ) ウィール ( φ 2.1㎜ )

用途：金属、ガラス、陶磁器
プラスチック等の加工にエッチングパーツのゲート処
理や削り加工に。
砲弾型（小）、台形型（小）、台形型、砲弾型、平型

用途：パーティングラインの最終研磨
塗装の前処理・酸化皮膜の除去ロールサンダー研磨
後に使用するとさらに効果がアップします
使用回転数：10000rpm 以下
グリーン（細目）、グレー（中目）

刀 TOOLS 精密スチールドリルセット
48138 HDR-SET---------------- ¥1,760 ￥1,600

刀 TOOLS カッティングディスクセット
48139 HCD-SET----------------- ¥1,760 ￥1,600

刀 TOOLS ワイヤーブラシセット
48140 HMB-A SET------------- ¥1,760 ￥1,600

用途：ディテールアップの下穴加工。
シリコンガイドで穴の深さ調整の目安としてご使用にな
るととても便利です。用回転数：10000rpm 以下
φ 0.5㎜、φ 0.7㎜、φ 0.9㎜

用途：プラスチック、木材
非鉄金属の切断に使用します。
ディスク径Φ 19㎜、Φ 16㎜、Φ 13㎜
専用マンドレールｘ 1

用途：非鉄金属等の磨き、サビ取り、バリ取り
ストレートは通常の磨きに、平型は細かいディテー
ルの磨きに。使用回転数：30000rpm 以下
ストレート× 2、平型

ナイロンブラシ小・大、セーム皮パフ、コットンパフ

てん刻
彫塑・彫刻

陶
芸
ガラス工芸

金属工芸
皮革工芸

クリスタルバー

ダイヤモンドバーセット

先端サイズφ 7 × 15㎜（軸φ 2.34㎜）

JDS-01 荒削り用（4 本組）
48161-------------------- ¥3,300 ￥3,000

48164 CC0715 --------------------------------------- ¥1,320 ￥1,200
七宝焼

48165 CC1025 --------------------------------------- ¥1,320 ￥1,200

円筒型（超粗目）、円筒型（粗目）

先端サイズφ 10 × 25㎜（軸φ 3.0㎜）

円錐型（粗目）、楕円型（粗目）

クリスタルホイール

JDS-02 穴開け用（6 本組）
48162-------------------- ¥3,300 ￥3,000

資料

48166 CC2003-23 ---------------------------------- ¥2,200 ￥2,000
パフサイズφ 20 × 3㎜（軸φ 2.34㎜）

備品

＜材質＞
酸化セリウムパフ

3.0㎜（ロング）、3.2㎜、2.4㎜
1.9㎜、1.4㎜、1.1㎜

クリスタルバー
＜用途＞
ガラス、石、貝殻等の最終ツヤ出し。

JDS-01

ホイール

JDS-03 細加工用（6 本組）
48163-------------------- ¥3,300 ￥3,000

JDS-02

トンガリ型、砲弾型、楕円型
丸型（大、小）、平型

用途：ガラス、石、貝殻等の研磨・加工に。
軸径：2.34㎜

JDS-03

