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緑麻MGバフ

サイズ：φ300*φ17 サイズ：φ300*φ17 サイズ：φ300*φ17

樹脂やチタンの微少バリやキズ取りに
使用

結合剤を含んでいるため、繊維がばらけま
せん。

ドロバフ
房州粉等の研磨剤と合わせて樹脂製品
の下地出し、キズ取り用

柔らかくてなじみが良いです。

Rバフ
研磨剤と組み合わせてチタン・非チタ
ン・樹脂製品の小キズ取り～仕上磨き用

レーヨン製で、縫い幅で当たりの硬さが変
わります。縫い幅と重ね枚数は受注生産可
能。

DPバフ

サイズ：φ300*φ17 サイズ：φ300*φ17 サイズ：φ300*φ17

軟質金属や樹脂のキズ取り～仕上げ、
チタンの仕上げ～ツヤ出し用

レーヨンを特殊な薬品処理をした素材で
す。硬さはハード(黄色)・ミディアム(緑)・ソ
フト(橙)の3種類です。

白仕上バフ

樹脂のツヤ出し用

軟らかい綿生地のバフです。樹脂の種類に
応じ、硬さは2種類あります。直径は10イン
チと12インチの2種類です。

白ブロードバフ
縫いの種類により軟質金属の仕上げか
ら鏡面磨き用

軟らかい綿生地のバフです。

　日本で唯一、眼鏡製造に特化した機械工具・消耗資材の卸商社で、50年以上にわたり眼鏡製造にかかわる様々な商品を
扱っています。弊社はもともとヤスリの行商が発祥で、バフや研磨剤・バレルメディア等研磨資材と、ドリル・エンドミル、バイト
チップ等研削工具を得意としております。眼鏡用の精密ドライバーやセル素材専用のセルヤスリ等、地元の職人さんに育てられ
た逸品工具は、手に取って初めてわかる良さがあります。 また毒劇物の販売許可業者でもあり、メッキやロウ付け前後の酸洗
浄用薬品や各種洗浄液・コンパウンド類も取り扱っています。工作機械も、プレス機・マシニングセンタ・バレル研磨機・サンド
ブラストなど納入実績多数あります。近年はバフ磨きロボット等、省人化・自動化に向けた提案実績も増えております。

バ
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フェルト（茶）バフ

サイズ：φ250*φ17 サイズ：φ250*φ17 サイズ：φ300*φ17

軟質金属のキズ取り～中間研磨、樹脂
の粗研磨用、平面研磨向き

再生羊毛を使用。白フェルトより研削熱が
発生しにくく粗目の仕上りで、バフ形状に
削れます。ミディアムとハードがあります。

フェルト（白）バフ
軟質金属のキズ取り～中間研磨、樹脂
の粗研磨用、平面研磨向き

フェルトの特性としてバフ形状に削ること
ができます。ソフト、ミディアム、ハードがあ
ります。

G27

セル、プラスチックの粗～中間研磨用

縫い目が多いため1Aに比べて硬めの生地
です。スリット入り。

1A

サイズ：φ300*φ17

セル、プラスチックの中間～仕上げ研磨
用

縫い目が少ない（２本）ため柔らかい当たり
です。スリット入り。

イトバフ

サイズ：φ255*φ76.2 サイズ：φ255*φ25.4（→19.05ブッシュ）

チタンの粗～仕上研磨用

形状に馴染み、局面研磨に効果があります。研削力に優れ、なめらかな仕上面が得られます。研削
熱の発生が少なく、目づまりを起こさないため、安定した長時間の連続研磨が可能です。

PBWバフ（ホイールバフ）
イトバフよりも当たりが硬く、チタンの粗
～キズ取り、中間研磨用

硬いため、部品の断面に合わせてバフを削
り、当てることができます。

PVAバフ（スポンジバフ）
洋白等の軟質金属のキズ取り～中間研
磨用、特に曲面研磨向き

目詰まりと研削熱の発生が少なく、連続研磨が
可能です。乾、湿両方の研磨ができます。弾性と
研削力に優れ、均一な面が得られます。

ポリマールヴェルデ

サイズ：φ150*φ17

貴金属、非鉄金属の鏡面仕上げ及び、
鉄、ステンレスの光沢仕上げ用

研磨性能の維持に必要な研磨剤が均一に含まれ
ており、研磨剤塗布の必要がありません。研磨剤
の飛散も少なく、作業環境が改善されます。

5AVF

サイズ：φ200*φ76.2 サイズ：φ200*φ76.2

メタルのヘアーライン仕上げ用

柔らかいフラップ状のバフで
す。スコッチブライトと同様素
材です。サビ取りもできます。

5AF

メタルのヘアーライン仕上げ用

硬いフラップ状のバフです。
サビ取りもできます。

イトバフ
グレード表

結合度

厚さ
径 φ255mm×φ128mm

8mm,10mm,15mm,25mm

粒度粗い

柔

堅

細かい
AE220 AE700 A600 A1000
12NR 12NR 12NR 12NR
14NR 14NR 14NR 14NR
14NRX 14NRX 14NRX 14NRX

"

バ
フ

サイズ：φ180*φ15

卓上バフ機用バフ布

縫い目有り / 無し

卓上バフ機用のバフ布です。
縫い目有り：粗～中間研磨
縫い目無し：中間～仕上げ

サイズ：幅 484×奥行 428×高さ340 ㎜ 
重量：23.7 ㎏

卓上バフ機
集塵デジモーター
0～4000回転/分

無段変速、ごく低速回転でもハイパ
ワー、静かな回転、 長寿命の画期的な
ブラシレスバフモーターです。バフ軸
径16φ、装着可最大バフ径180φまで。



K-100 

サイズ：H50mm×W176mm×D70mm

樹脂やチタン、塗装面の粗磨き用

油分が多く、ヤケにくいです。安価でコスパが
良いです。 

SXライム

サイズ：H40mm×W175mm×D50mm

サイズ：φ65mm,H130mm サイズ：φ65mm,H130mm

鉄、ステンレスの中仕上げ用

適度な切削力があり光沢性を有します。

Aライム

ステンレスフープ板の中仕上げ用

ステンレス専用で中仕上げから仕上げまで
の切削力があり、光沢性を有します。

カッターA

鉄、ステンレスの中間～中仕上げ

抜群の切削力と光沢性を有します。

白棒150

サイズ：H50mm×W160mm×D35mm

サイズ：H35mm×W150mm×D44mm サイズ：H50mm×W165mm×D70mm

鉄鋼・ステンレス・銅・黄銅・亜鉛・アルミ
ニウム・合成樹脂塗装面の仕上げ用

青棒に匹敵する光沢が得られ、バフ曇りや
バフカスがありません。酸化クロムを含有
しないため、作業環境が良いです。

300白棒

ステンレス仕上げ用

光沢性に優れています。

200 トリポリ

鉄、ステンレス下磨き用

エメリーバフの目つぶし用として最も適し
ています。

300 トリポリ

サイズ：H45mm×W170mm×D60mm

サイズ：H50mm×W170mm×D65mm サイズ：H45mm×W180mm×D55mm

全金属の下磨き用

エメリーバフ及び綿バフどちらでも適して
います。

SX-13(トリポリ系)

鉄鋼、ステンレスの下研磨用

エメリーバフの目潰し、焼けの防止、加工傷
や粗い生地目の除去などに用いられます。

TP-100

チタンの粗磨き用、サイザルバフ用

切れ味がよく、傷やうねりを除去する工程
に効果があります。

朝日トリポリA-1 

サイズ：H50mm×W175mm×D65mm

鉄鋼、ステンレスの粗磨き用

油分が少なく、洗浄が楽です。安価でコス
パが良いです。 
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サイズ：φ65mm,H130mm サイズ：H50mm×W180mm×D75mm

サイザー9

メタルの粗磨き用

粒が粗いです。

R&S

樹脂の中間から仕上げ手前用

キズの落ちが良く、ツヤも出ます。使い勝手
が良いですが、油分が多いためR＆Sの後に
D-36青を使うことをお勧めします。

PIKAL プラストン

サイズ：H37mm×W155mm×D50mm

サイズ：H35mm×W150mm×D45mm サイズ：H50mm×W165mm×D65mm

プラスチックの仕上げ用

仕上がりの光沢がよく出ます。
200番…仕上げ
500番…中間仕上げ

アルファ

セル、プラスチック中間から仕上げ用

細かい傷落としと、仕上げのツヤ出しが同
時にできます。

ラスターライム350
貴金属など、付加価値の高い研磨表面
の超鏡面光沢仕上げ用

中磨きから仕上げ磨きまで対応可能です。
多種の金属、樹脂やセラミックにも適用で
きます。

D-24青

サイズ：H35mm×W115mm×D55mm

サイズ：H42mm×W125mm×D45mm サイズ：H42mm×W125mm×D45mm

アルミ、真鍮、亜鉛などの非鉄金属の鏡
面仕上げ用

油分が少なく、軟質金属向きです。油脂分
を絞ってあるため、バフを固まらせることな
く、脱脂性にも非常に優れています。

D-36青
ステンレス、クロームなどの硬質メッキ
面などに適用、鏡面光沢仕上げ用

油分が多く、硬質金属向きです。粘り気が
強く、バフ持ちが良いです。バフを固まらせ
ることなく脱脂性にも優れています。

D-24白

セル、プラスチックの鏡面仕上げに

研削力は青より落ちますが、ツヤ出し効果
が非常に高いです。

D-1

サイズ：H35mm×W150mm×D45mm

サイズ：H35mm×W150mm×D45mm サイズ：φ40mm,H95mm

綿バフに使用し、チタンの仕上げに適用

従来の仕上げで生じていたピンホール、バ
フ傷を除去します。 ステンレス鋼の#600
仕上げ相当の光沢面が得られます。

ダイヤミクロン６

綿バフに使用。合金や洋白の仕上げに

塗装前の仕上げ用として最適です。

ノンクロン5000

チタン等メタルの鏡面仕上げ用

油分少なく鏡面がすっきり仕上がります。

サイザー

サイズ：H45mm×W165mm×D50mm

鉄・ステンレス鋼などの硬い金属の粗磨
き用
切れ味があり、キズ取り、下地研磨などに
最適です。

研
磨
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HRC57未満のワーク（NAK、一般鋼等）を
効率よくきれいに研磨します。アルミ、銅、
砲金等の金属も目詰まりせず、高い研削効
果を発揮します。セラミックファイバーを二
方向に引き揃えた構造。スティック先端で
効果的に研磨。裂けたり、割れたりしないた
め長寿命。

ジーベックのホルダー

セラミック砥石（ジーベック）

成形金型（特にプラスチック金型）のリブ、平
面、自由曲面、ボス等の精密研磨加工用砥石

スティックタイプ用のホルダーです。装着
することで作業効率が上がり、繊細な作業
ができます。

番 数
#220
#400
#600
#800
#1000
#1200

こげ茶
オレンジ
黒
青
白
赤

ジーベックホルダー

サイズ

1.0×4×100
1.0×4×150
1.0×6×100
1.0×6×150

スティックタイプ

セラミックファイバーを組み紐状に編む構
造。高速回転に十分対応でき、先端がばら
けて「ほうき状」になることもありません。セ
ラミックファイバー先端の切れ刃が丸棒の
全面に出ていることで、丸棒の先端でも側
面でも研磨できます。

セラミック砥石（ジーベック）

成形金型（特にプラスチック金型）のリブ、平
面、自由曲面、ボス等の精密研磨加工用砥石

丸棒タイプ

スターセット（アルゴファイル）
成形金型（特にプラスチック金型）のリブ、平面、自由曲面、ボス等の精密研磨加工用

静かで振動も無く、長時間の使用にも熱を持たないスムーズな操作性で人間工学に基づいたデザインは握りや
すく疲労の軽減につながります。角度調節可能な組み込み式のハンドピースホルダーと、便利なビットスタンド装
備しました。過負荷を検知してモーターを停止させるオーバーロード機能や、正・逆回転切り替え機能、ハンドピース
への負荷を感知して低回転でもトルクが落ちない、トルク保障機能も搭載。オン・オフ フットペダルも標準装備し
た充実のセットです。
①スターピー ハンドピース SPH33
高速33,000回転
(標準装備 3.0φコレットチャック)
寸法：Φ25mm（最大）×L143mm
最大トルク：400gcm
重量：148g　　

②スターピーコントローラー SPC40
入力電圧：AC100 50/60Hｚ
寸法：140(w)×155(D)×90(H)mm
定格入力：100VA
重量：1,450g

③ON / OFF フットペダル TPF-20
④ハンドピース・スタンド TRC-02
⑤ハンドピースホルダー
⑥カーボンブラシ
⑦コレットチャック交換用工具
⑧保護メガネ
⑨防塵マスク

切
削
加
工

セラミックキサゲ 大小
硬質プラスチックのバリ、面取り用ハン
ドツール

アルミ、銅、しんちゅうなど非鉄金属にも向
きます。

セラミックキサゲ 細

セラミック製精密バリ取りハンドツール

樹脂成型品及び軟質金属の微細バリ取
り、仕上げ面処理に向きます。

セラミックカッター

ルーターの先につけて使用

熱が発生しにくく、樹脂や木材の加工に最
適。刃先は３タイプあります。

アルティマ

アルゴファイル社製電動ヤスリ

ペン型前後運動で表面磨き等に最適です。
ボディ本体は軽量で持ちやすく、電源はＡ
Ｃアダプター対応です。
手元にあるスピードコントロールダイヤルに
よりストローク振動調節が可能です。

番 数

#300
#400
#600
#800
#1000
#1200

赤茶
#220 灰色

オレンジ
黒
青
白
赤

サイズ

φ2.34×50
φ3×50



直径：φ45mm,φ50mm,φ70mm
厚み：0.2mm～8.0mmまで各種あり

直径：φ50mm,φ70mm
厚み：0.2mm～4.0mmまで各種あり

超硬ST

直刃 わし刃

β用超硬刃 シャープソー
一般万能型の刃形状。切断やスリ割に
使用

従来からの一般的な刃形状で、刃数や刃
先の角度等のスペックも比較的自由に設
定でき、再研磨も容易です。

一般鋼からステンレス、チタンまで高能
率で加工可能

チップポケットがなめらかな曲線で形成さ
れており、刃底のRも大きいため、切粉をス
ムーズに排出します。

直径：φ45mm,φ50mm,φ70mm
厚み：0.2mm～4.0mmまで各種あり

切断やスリ割に使用

刃先剛性も高いため、チタン合金、ステン
レス合金など切削負荷の大きい難削材の
加工においても切れ味を発揮します。

サイズ：20kg/缶 サイズ： 20kg/ 袋

サイズ：20kg/ 箱
サイズ：20kg/ 袋

ガラスビーズ
サンドブラスト用、塗装、メッキの下地作り
に使用

日本製
荒さ: #46, 54, 60, 70, 80, 90, 100,
 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320

くるみチップ

乾式バレル用メディア

クルミの殻を砕いたもの。日本製。他にア
プリコット、ピーチ、コーンあり。
番手：#8, 10, 16, 24, 36, 60, 80 

竹チップ

サイズ：6mm角、3分

樹脂の中間から仕上げ用

乾式バレルの中に入れて使用します。

研磨エース

乾式バレル用、バリ取りに用いる

樹脂製のバレル研磨用チップです。

房州粉(並、特上)

粗研磨用(バフ研磨及び乾式バレル)

バフ研磨は水と混ぜて使用。バレル研磨は
油とチップと一緒に使用します。
（特上）並と比べて研磨性能と洗浄性能に
優れています。

BB-1オイル

サイズ：18L 一斗缶サイズ：18L 一斗缶

房州粉とチップのつなぎ用オイル

先にから回しして十分混ぜることで、チップの
周りに房州粉がツヤっと付着します。

木チップ

樹脂用の中間～仕上げ研磨に使用

サイズ：サイコロ型 4mm,
えんぴつ型 4×4×18mm, 5×5×23mm
菱形 11mm, 7.5mm

ヴァンカット

切削油（不水溶性）

塩素、硫黄を含まない切削油。チタン、ステ
ンレスの加工が可能です。

アルミナイト

粗研磨用メディア

湿式バレル研磨用メディアです。

※山加工刃等、特種刃の制作も承っております。

サイズ：25kg/ 箱

研
磨
メ
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セルヤスリ (セルフレーム用ヤスリ )

200mm平 片荒/片仕上げ/柄付

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

No.7

No.8

No.9

No.10

No.11

No.12

No.13

No.14

No.15

No.16

No.17

No.18

No.19

No.21

No.4-2

200mm平 両面/柄付 

小幅/平片面/共柄

小幅/共柄

小幅/柄付

5本組平/両面

5本組平 /片荒/片仕上げ

平イビツ/大/楕円

大/半丸

5本組/半丸

8本組/半丸

5本組/先細

小/イビツ

5本組/丸

8本組/丸

大/イビツ

5本組/楕円/厚口

5本組/楕円

10本組/半丸

10本組/楕円

共柄幅広/8/片荒/片仕上げ

全長 255mm,
幅 20mm, 厚み 5mm

断面図 サイズ

全長 255mm,
幅 20mm, 厚み 5mm

全長 230mm,
幅 15mm, 厚み 5mm

全長 230mm,
幅 17mm, 厚み 4mm

全長 230mm,
幅 17mm, 厚み 4mm

全長 215mm,
幅 10mm, 厚み 4mm

全長 215mm,
幅 10mm, 厚み 4mm

全長 240mm,
幅 15mm, 厚み 3mm

全長 240mm,
幅 15mm, 厚み 4mm

全長 215mm,
幅 13mm, 厚み 3mm

全長 200mm,
幅 10mm, 厚み 3mm

全長 210mm,
幅 10mm, 厚み 3mm

全長 215mm,
幅 8mm, 厚み 5mm

全長 215mm,
幅 5mm, 厚み 5mm

全長 200mm,
幅 4mm, 厚み 4mm

全長 240mm,
幅 15mm, 厚み7mm

全長 220mm,
幅 10mm, 厚み 5mm

全長 185mm,
幅 7mm, 厚み 3mm10本組/平

全長 185mm,
幅 7mm, 厚み 3mm

全長 230mm,
幅 10mm, 厚み 4mm

全長 185mm,
幅 5mm, 厚み 2mm

全長 250mm,
幅 20-22mm, 厚み 5mm

粘りのあるセルロイドやアセテートを削ることに特化したヤスリです。
ヤスリ職人が一本一本手作業で目立てをしている高級手切りヤスリです。
職人が作れる分しか入荷しませんのでタイミングにより品切れのことがあります。
予めご了承ください。

ヤ
ス
リ

No.20 5本組/平/細目 全長 215mm,
幅 10mm, 厚み 4mm

※赤線部分は目付面です。

※　◯本組とは、ヤスリのおおよその大きさを表す伝統的な呼称です。セット売りということではありません。
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楕円 5 本組（200mm）,8 本組 (180mm),
10 本組 (160mm),12 本組 (140mm)

鉄工ヤスリより目が細かいヤスリです

腹丸 

平 

角 

丸 

先細 

三角 

鎬 

刀刃 

半丸 

平背取り

5 本組（200mm）,8 本組 (180mm),
10 本組 (160mm),12 本組 (140mm)

5 本組（200mm）,8 本組 (180mm),
10 本組 (160mm),12 本組 (140mm)

5 本組（200mm）,8 本組 (180mm),
10 本組 (160mm),12 本組 (140mm)

5 本組（200mm）,8 本組 (180mm),
10 本組 (160mm),12 本組 (140mm)

5 本組（200mm）,8 本組 (180mm),
10 本組 (160mm),12 本組 (140mm)

5 本組（200mm）,8 本組 (180mm),
10 本組 (160mm),12 本組 (140mm)

5 本組（200mm）,8 本組 (180mm),
10 本組 (160mm),12 本組 (140mm)

8 本組 (180mm),10 本組 (160mm),
12 本組 (140mm)

5 本組（200mm）,8 本組 (180mm),
10 本組 (160mm),12 本組 (140mm)

12 本組 (140mm)

ダイヤモンドヤスリ 一般ヤスリではなかなか削れない硬い材料（焼入れ鋼、
ベータチタン等）に使用します。精密タイプです。

半丸 

平 

角 

丸 

三角 

5 本組（200mm）,8 本組 (180mm),
10 本組 (175mm),12 本組 (175mm)

5 本組（200mm）,8 本組 (180mm),
10 本組 (175mm),12 本組 (175mm)

5 本組（200mm）,8 本組 (180mm),
10 本組 (175mm),12 本組 (175mm)

5 本組（200mm）,8 本組 (180mm),
10 本組 (175mm),12 本組 (175mm)

5 本組（200mm）,8 本組 (180mm),
10 本組 (175mm),12 本組 (175mm)

断面図 サイズ

断面図 サイズ

精密ヤスリ

呉英/精密タイプ 

※赤線部分は目付面です。

ヤ
ス
リ
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精密タイプ：5 本組（200mm）,8 本組 (180mm),
　　　　　10 本組 (140mm),12 本組 (140mm)半丸 

平 

角 

丸 

三角 

鉄工タイプ：5 本組（215mm）
精密タイプ：5 本組（200mm）,8 本組 (180mm),
　　　　　10 本組 (140mm),12 本組 (140mm)

鉄工タイプ：5 本組（215mm）
精密タイプ：5 本組（200mm）,8 本組 (180mm),
　　　　　10 本組 (140mm),12 本組 (140mm)

鉄工タイプ：5 本組（215mm）
精密タイプ：5 本組（200mm）,8 本組 (180mm),
　　　　　10 本組 (140mm),12 本組 (140mm)

鉄工タイプ：5 本組（215mm）
精密タイプ：5 本組（200mm）,8 本組 (180mm),
　　　　　 10 本組 (140mm),12 本組 (140mm)

p2(235mm) 粗目、中目

p3(220mm) 粗目、中目、細目

平 

平 

楕円 

半丸 

腹丸 

平 

角 

刀刃

丸 

先細 

三角 

鎬 

5本組（220mm）, 8本組 (200mm), 10本組 (185mm),12 本組 (170mm)
5本組（中目）,8本組(中目),10本組(中目),12本組(中目)

5本組（中目）,8 本組 (粗目、中目),
10 本組 (粗目、中目),12本組 (粗目、中目)

5本組（中目）,8 本組 (中目),
10 本組 (中目),12本組 (中目)

5本組（粗目、中目、細目）,8 本組 (粗目、中目、細目、油目),
10 本組 (粗目、中目、細目、油目),12 本組 (粗目、中目、細目、油目)

5 本組（中目）,8 本組 (中目、細目),
10 本組 (中目),12本組 (粗目、中目)

5本組（中目）,8 本組 (中目),
10 本組 (中目),12本組 (中目)

5本組（中目）,8 本組 (中目),10 本組 (中目),12本組 (中目)

5本組（中目）,8 本組 (中目),
10 本組 (中目),12本組 (中目)

5本組（粗目、中目）,8 本組 (中目、細目),
10 本組 (油目),12本組 (中目)

5本組（中目）,8 本組 (中目),
10 本組 (中目),12本組 (中目)

一般的な樹脂用ヤスリ

一般ヤスリではなかなか削れない硬い材料（焼入れ鋼、
ベータチタン等）に使用します。鉄工タイプと精密タイプがあります。ナゴヤダイヤ/鉄工タイプ、精密タイプ 

プラスチックヤスリ

一般的な金属用ヤスリ
鉄工ヤスリ

ヤ
ス
リ

※赤線部分は目付面です。断面図



質量：45g　　締圧力：0.45kN
全長：66　高さ：33　
押えネジサイズ：M4×14

SL10
質量：25g　　締圧力：0.27kN
全長：72　高さ：19　
押えネジサイズ：M4×20

HH150
質量：30g　　締圧力：0.27kN
全長：68　高さ：19　
押えネジサイズ：M4×20

HH250

質量：125g　　締圧力：0.9kN
全長：140　高さ：25　
押えネジサイズ：M6×37

HH350
質量：60g　　締圧力：0.45kN
全長：53　高さ：78　
押えネジサイズ：M4×25

HV150
質量：155g　　締圧力：0.9kN
全長：63　高さ：101　
押えネジサイズ：M6×37

HV250

質量：380g　　締圧力：2.8kN
全長：218　高さ：71　
押えネジサイズ：M6×40

38K_S
質量：205g　　締圧力：2.5kN
全長：172　高さ：38　
押えネジサイズ：M6×50

38B_S
質量：100g　　締圧力：0.3kN
全長：110　高さ：25　
押えネジサイズ：M4×40

3

質量：35g　　締圧力：0.3kN
全長：66　高さ：6　
押えネジサイズ：M4×20

4
質量：65g　　締圧力：0.5kN
全長：58　高さ：64　
押えネジサイズ：M4×15

6
質量：100g　　締圧力：0.5kN
全長：66　高さ：70　
押えネジサイズ：M4×15

7

質量：45g　　締圧力：0.3kN
全長：76　高さ：33　
押えネジサイズ：M4×13

8
質量：45g　　締圧力：0.3kN
全長：56　高さ：59　
押えネジサイズ：M4×32

9
質量：685g　　締圧力：2.5kN
全長：120　高さ：220　
押えネジサイズ：M8×50

130
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ベーク板

サイズ：80×500mm
厚み：3/4/5/6/8/10/12mm

製品加工用治具の台座

樹脂製で熱を伝えにくく、絶縁体です。

真鍮板

製品加工用治具の台座

真鍮製で、ベーク板より重量があります。

サイズ：1l サイズ：1l

シルフラックス

銀ろう付け用溶剤

ストロングコート

ろう付け用酸化防止剤

ボンプロ

サイズ：1l

サイズ：1kg サイズ：1kg

ろう付け用酸化防止脱脂液

KE-1222-A,B

型取りシリコン

30分で硬化します。
5分硬化のKE-1222F-A,Bもあります。

KE-30

型取り用シリコン粘土

消しゴムほどの硬さで、軽負荷用です。

CAT-RA,CAT-RF

サイズ：50g

シリコン硬化剤

KE-30とセットで使用。CAT-RAは硬化が
遅く、CAT-RFは硬化が速いです。

青・黄パテ

型取り用パテ

２液常温効果エポキシパテ剤。
カチカチに硬くなります。

NKスチール

金属部品の補修、接着用パテ

必要量を切り取り、混ぜ合わせることで硬
化可能です。

治
具
作
成

ろ
う
付
け

サイズ：60×365mm
厚み：2/3mm

銅板

製品加工用治具の台座

電気の導通が必要なところや、やわらかく
止めたい時に。厚み

2mm,2.5mm
3mm,4mm
5,6,8,10,12mm

サイズ
60×360mm
60×365mm
60×400mm

デラックスユーゲル

油汚れを落とす洗浄剤

長年愛用されている商品です。
ごく少量で油汚れを落とせます。
無りん塩酸。弱アルカリ性。

サイズ：6kg



クリンクT
中性タイプの仕上げ用洗浄液、レ
ンズやフレームについた油脂分
やホコリの除去などに使用

クリンクA26
アルカリタイプの脱脂用洗浄液、
切削油、タップ用オイルなどの油
脂分の除去用

MN-100
弱アルカリタイプのバフカス洗
浄液、金属、プラスチックなどの
加工潤滑剤、研磨カスの除去用

コマクリンBN
強力タイプのバフカス洗浄液。有機溶剤の
洗浄力に匹敵する長寿命のバフカス除去剤

アセトン アセチラミー
鼻もりや芯ばりに使用

フジアセクリーン
ろう付けの際に付着した酸化膜の除去
用（酸はたし）

ホロクリン
ろう付けの際に付着した酸化膜の除去
用（酸はたし）

PHが中性なので扱いやすく、環境に配慮さ
れた洗浄液です。アルカリ洗浄のように生地
を傷めることがありません。
使用温度：30～50℃　
使用濃度：1%～4%(水20lに対し200～800ml)
サイズ：18L 一斗缶

油脂類に対しては極めて優れた洗浄力を発
揮します。アルミ、銅などに対して、腐食変色
を起こすことがありません。
使用温度：50～70℃　
使用濃度：3%～5%（水20lに対し600～1000ml）
サイズ：18L 一斗缶

弱アルカリ性なので扱いやすく、銅、プラス
チックなどを腐食することがありません。※
アルミには不可。
使用温度：50～70℃
使用濃度：3%～5%（水20lに対し600～1000ml）
サイズ：18L 一斗缶

有機溶剤を含まず、ろ過と補給により比較的
寿命が長いです。※約5℃にて固化、ペースト
状になるため、加温して溶解してください。
使用温度：60～70℃
使用濃度：3%～7%（水20lに対し600～1400ml）
サイズ：18L 一斗缶

表面下地処理に使用します。

サイズ：500ml,18L 一斗缶

アセチ用の接着溶剤です。

サイズ：5kg缶、1kg缶

マット仕上げ。ステンレス、チタンの表面処
理剤。フッ化水素酸と硝酸の混合剤です。

サイズ：18L

ツヤ仕上げ。チタン専用の表面処理剤で
す。

サイズ：18L

サイズ：18L 一斗缶 サイズ：18L 一斗缶

KB-8

湿式バレル（水ガラ）粗磨き用

弱アルカリ性のため扱いやすいです。研磨
剤と部品の間で平滑に作用します。

チップトンLC-NZ
全金属に使用でき、粗仕上げ又は光沢
仕上げ用

オールマイティに使用でき、全金属に対し
て光沢が得られます。アルカリ性に洗浄力
があります。

KGコンパウンド

サイズ：18L 一斗缶

高い切削性と微細な研磨面の仕上りを
両立した乾式バレル用研磨剤

KG-8：キズを素早く取り、下地を作ります。
KG-5：KG-8の下地研磨に適合した仕上研
磨剤です。

TCPスペシャル

サイズ：18L 一斗缶

全金属に使用でき、粗仕上げまたは光
沢仕上げ用

PHが中性のため扱いやすく、環境に配慮
されたコンパウンド。アルカリ洗浄のように
肌を痛めることがありません。

アセチの貼り合わせ用

有機溶剤有機溶剤

超音波洗浄用 超音波洗浄用

超音波洗浄用

超音波洗浄用
劇物

毒物毒物

劇物

)"
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サイズ：20g,2g×5 本入 サイズ：20g

アロンアルフア201

一般汎用タイプの瞬間接着剤

低粘度で、浸透接着もできます。

アロンアルフア101

金属接着用に最適

特に鉄・銅・ステンレスには強力な接着強
度が得られます。

アロンアルフア801

サイズ：20g

サイズ：32g

各種金属や汎用樹脂の接着に。

白化、臭気がほとんどありません。

アラルダイト

モダンの芯棒の接着に最適

2液系接着剤。5分硬化タイプで、仕上がり
が淡黄色。

コニシボンド Eセット

サイズ：15g サイズ：20g

サイズ：500ml

モダンの芯棒の接着に最適

2液系接着剤。硬化後の体積収縮が少な
く、充填接着ができます。90分硬化で仕上
がりは淡色透明。

アロンアルフアゼリー状

ゼリータイプの接着剤。

たれないので、垂直面に使用できます。

ジメチルホルムアミド

アロンはくり剤

危険物

アロンはがし

サイズ：10g サイズ：420ml

瞬間接着剤用はがし液

誤ってついてしまった指の引き離しや、工
具についた瞬間接着剤の除去に。

aa硬化促進剤

アロンアルフア専用の硬化促進剤

塗装前の仕上げ用として最適です。隙間の
多い箇所の接着や充填盛り上げ接着を可
能にし、白化を低減します。

サイズ：223ml

D-321R Spray

機器のなじみ、組立、焼付防止用。

常温硬化タイプの乾性被膜。耐久性、耐荷
重性を発揮します。

塩素フリータッピングスプレー

サイズ：420ml

各種金属や非鉄金属のタッピング等
切削時の潤滑油
仕上げ面を良くし、寸法精度を向上させま
す。塩素化パラフィンは使用していません。

ス
プ
レ
ー
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サイズ：420ml サイズ：420ml

超切削スプレー

各種金属や非鉄金属の切削時の潤滑油

刃先の摩耗を減らし、工具の寿命をのばし
ます。切削速度を速め、作業能率を高めま
す。

アサヒ防錆剤

金属、機械、工具、金型等の防錆、除湿

潤滑性に優れ、浸透力が強いです。防錆性
は随一の効果を発揮します。

シリコーン離型剤KF96SP

サイズ：420ml

サイズ：420ml サイズ：330ml

プラスチック成型時の離型。

離型性が良いので、型を痛めることがあり
ません。

DAIFREE GA-9700

離型剤

ダイフリーで成型品の離型性が向上し、成
型品への転写もありません。金型クリーニ
ングの頻度を減少させます。

ステンカット
ステンレス、アルミ、銅、チタン合金など
の難削材の切削時の潤滑用

極圧添加剤の効果で、反溶着性に優れ、ス
テンレスなどの難削剤に効果を発揮しま
す。

ペネトンA

サイズ：420ml

サイズ：840ml

サイズ：420ml

ボルト、ナットのネジ緩め、機械部品等
の防錆、潤滑

無臭タイプ。フッ素樹脂パウダーのPTFEを
配合しています。

強力パーツ&ブレーキ
クリーナー
機械設備及び部品の油汚れ落とし
有機溶剤中毒予防規則の適応を受けない
毒性の低い化学洗浄剤で、速乾性です。比
較的樹脂を侵しにくい性質です。

KF412SP

ペインタブル用シリコーン離型剤

離型後の成型品に印刷・塗装・メッキがで
きます。シリコーンなので熱に対して安定
です。

サイズ：330ml

サイズ：330ml

ステンコロリン赤
タップ・ダイス加工、ドリル加工、リーマ
加工

複雑な切削加工や難削材で効果を発揮し
ます。

ペーストスプレー

部品組み立て時のかじりを防止

機械の組み立て時の回転部、摺動部に。減
速機の歯面、軸受に。ボルト、ナットの焼き
付き防止に。

サイズ：240ml

スミロン2250スプレー
機械の軽潤滑部位に
プラスチック、ゴムなどの離型剤
塗フッ素化合物（PFOA）を含まないフッ素
系潤滑剤です。耐熱性、耐薬品性に優れて
います。

サイズ：420ml

アサヒタッピングスプレーA

ステンレス鋼、難削材用

不活性型で、あらゆる金属加工のタップ、
リーマ、ドリル、ネジ切り、穴あけ作業に優
れた効果があります。



六角レンチ

ボールポイント無し

治具作りに使用します。長さは標準とロングがありま
す。スイスPB社製。

六角レンチ

ボールポイント付き

締め付け角度は最大30度まで可能です。長さは標準と
ロングがあります。スイスPB社製。

平行動式プライヤー

HARP社製 

ジョー（アゴ）が平行に開閉するため、板形
状の保持や蝶番部のカシメ調整などに向
きます。

先平ヤットコ

HARP社製

先端が薄く平たいので狭い場所で線材等
を保持するのに適しています。内側に滑り
止めの凹凸がないので傷が入りにくくなっ
ています。

ナイロンカバー付きヤットコ

ANEX / 標準タイプ

通常の眼鏡向けヤットコよりも先端が小さ
くなっており狭いところの作業に向いてい
ます。

ナイロンカバー付きヤットコ

ANEX / 片丸タイプ
通常の眼鏡向けヤットコよりも先端が小さ
くなっており狭いところの作業に向いてい
ます。

ナイロンカバー付きヤットコ

ANEX / 両丸タイプ

通常の眼鏡向けヤットコよりも先端が小さ
くなっており狭いところの作業に向いてい
ます。

18×110
20×125
22×150
25×165
28×185
32×200212L-8

212L-6
212L-5
212L-4
212L-3
212L-2.5

212L-1.5
キャップボルト ホロセット
適合スクリュー

M1.6, M2

長さ(mm)

14×80212-1.5
212-2
212-2.5
212-3
212-4
212-5
212-6
212-8

M2.5, M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10

M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16

18×63
20×71
22×80
25×90
28×100
32×112

14×50
16×56

210-8
210-6
210-5
210-4

210-2.5
210-2

210-0.89

M2.5, M2.6
M3

M10

M5
M6
M8

-

M4
M5

M8
M10
M12
M16

M2

18×63

22×80
25×90
28×100
32×112

10×40

16×56
211-1.5
211-2
211-2.5
211-3
211-4
211-5
211-6
211-8

M1.6-2

M4

M3

M6
18×110
20×125
22×150
25×165
28×185
32×200

14×80
16×90

工
具

キャップボルト ホロセット
適合スクリュー 長さ(mm)

品番/標準

品番/標準 品番/ロングサイズ（A×B）

A
B

A
B

A
B

A
B

サイズ（A×B）

210-1.5

210-3

サイズ（A×B）品番/ロング サイズ（A×B）

14×50

20×71

- -

212L-2 16×90

サイズ：130mm

豆さし棒

千枚通しとも呼ばれます。

蝶番合わせのガイドに使用

)%



当社独自設計！多くの職人さんに愛用されています

お客様からの声を反映しながら改良を重ねてきた眼鏡業界向け専
用モデルです。
チタンや樹脂など、マグネットで対応できないねじも強力に吸着で
きます。コントローラー、真空ポンプ、フィルターを当社でコンパクト
に一体設計。サクション部を独自設計し、今までの60mm長さのド
ライバービット及びマウスピースがそのまま使えます。

吸着電動ドライバー

サイズ：21G( 外径 0.8×内径 0.5), 針の長さ150mm, ネジ口径 1/8

交換式ニードル/アダプタ
モダンの穴の掃除に使用

通常のエアガンに取り付け可能です。針部とアダプタが別体なの
で、針部のみの交換が容易です。サイズは受注製作可能。

アルミ製ドライバー柄

ビットを取り付けて使用します。

サイズ：全長約 110mm, 太さ約 15mm

青柄

十字穴ねじ用ビット（段付き）
ドライバービット受け口H4

刃幅
1.3 mm
1.5 mm
1.7 mm
1.8 mm
2 mm

刃厚
0.28 mm
0.3 mm
0.3 mm
0.4 mm
0.4 mm

全長
60mm

40mm, 60mm, 80mm
40mm, 60mm, 80mm
60mm, 80mm

40mm, 60mm, 80mm

十字穴ねじ用ビット
1.5mmは主に箱足のねじに使用
1.8mmは蝶番のねじに使用

1.2mmは晃梅のみの取り扱い商品！奥まで入ります。ねじをなめたくない時に最適です。

六角穴ねじ用ビット

ドライバービット受け口H4

すりわりねじ用ビット

ナットボックス（六角ナット用）

ドライバービット受け口H4

先端径
1.2 mm
1.5 mm
1.7mm
1.8 mm
2.0 mm
2.5 mm

全長
40mm

40mm, 60mm, 80mm
40mm, 60mm, 80mm
60mm,80mm

40mm, 60mm,80mm
40mm, 60mm,80mm

ナット対辺
2.3 mm
2.5 mm

全長
40 mm
40 mm

ナット対辺
1.27 mm

全長
60 mm

すりわりねじ用ビット（段付き）
ドライバービット受け口H4

すりわりねじ用ビット蝶番に使用

1.7mmと1.8mmで厚みが変わりますのでご注意ください。

トルクス®
トルクス®ねじ用ビット
刃先サイズ
T2
T3

全長
40 mm
40 mm

刃先外径
0.94mm
1.1mm

エアガンのノズルを外してアダプタをねじ込んで使用します。
そのためノズルでの流量調整はできなくなります。

↑
交換式ニードル

↑
アダプタ

)&

工
具

ビットホルダー

H4→6.35六角

受け口H4のビットをこのホルダーにセット
すれば、お手持ちのペン型電動ドライバー
等（対辺6.35mm六角軸）に装着可能！
これまで手回しでしかできなかった作業
を、効率化することができます。



ネジ整列レンジボックス

サイズ：100mm×120mm×55mm

M1.4用

小さいネジを簡単に整列させるので、作業
効率がよくなります。

め
が
ね
の
道
具
屋
さ
ん
の
ア
イ
デ
ア
商
品

仕
上
げ

ハンドラップ

サイズ：200ml

ガラス製

溶剤にも使用可能です。容器を傾ける必要
がなく作業効率がアップ。什器などの清掃
時などに役立ちます。樹脂製もあります。

サイズ：200ml サイズ :200ml

クリーニングS

すべてのメガネレンズ対応クリーナー

レンズ表面の滑り性を向上させ汚れをつき
にくくします。除菌・帯電防止効果により、
レンズを清潔に保ちます。
※メガネレンズ専用

プラクリーン

プラスチックレンズ用クリーナー

除菌・帯電防止効果により、静電気の発生
を抑え、皮脂・油汚をつきにくくし、レンズ
を清潔に保ちます。
※メガネレンズ専用

マイクロクロスクリーン

サイズ：40cm×40cm

大判メガネレンズ用クロス

超極細繊維の大判クロスが、汚れをしっか
り落とします。色はネイビーブルー、スカイ
ブルー、イエローの３種あります。

ポリマール（ソフト）

サイズ：250mm×195mm サイズ：250mm×195mm サイズ：125mm×195mm

シルバーやゴールドなどデリケートな金
属のお手入れ用クロス
研磨材の配合が少なめです。
※純金・ホワイトゴールドには不向き。

ポリマール（ハード）
つやだしと汚れ落とし効果のバランスに
優れたスタンダードなタイプ
金属全般に適したつや出しクロスです。
銅、真ちゅう、錫、洋白、珊瑚、べっ甲に。

ポリマール（スーパーハード）

宝飾やステンレスみがきに

プラチナ、鉄、ステンレス、チタンに。

サイズ：一巻き50m
幅：3mm,4mm,4.5mm,5mm,6mm,7mm,8mm,
9mm,10mm,11mm,12mm,15mm,18mm,20mm
※幅の大きさは、受注生産も承っております。

マスキングテープSPブルーテープ

多用途

のり跡が残りにくいマスキングテープです。
120℃前後の耐熱性があります。

マイクロファイバー手袋
コスパ◎サイズ展開が豊富

めがね拭きと同じ材質で、糸くずが出ませ
ん。レンズを拭くこともできます。

)'

ミクログローブ
最高品質のマイクロファイバー

めがね拭きとしても使用できる、最高品質
のマイクロファイバーを使用しています。
非常に柔らかい質感で付け心地が良いで
めがね販売店の方など、大切なめがねを取
り扱う方にご愛用いただいております。
サイズ：M/L

サイズ：S/M/L/LL

ミニマックス手袋
ツヤのある上品な質感

めがね拭きとしても使用できる、高品質の
マイクロファイバーを使用しています。
めがね販売店の方など、大切なめがねを取
り扱う方にオススメです。
サイズ：M/L



持ち手素材：アルミ
ドライバーサイズ：プラス /1.8mm  1.5mm  1.2mm 、マイナス /1.7mm  1.5mm
本数：6 本 (各 1 本ずつで、プラス1.2mmのみ 2 本入り)
ドライバーケース素材：帆布

サイズ：30g

ドライバーセット
めがね好きな方へのプレゼントにもオススメ

めがねのちょっとした修理を自分でしたい！というめがねユーザーのご要望にお応えした、気軽
にメンテナンスができるセットです。こちらのセットに入っている1.2mmのプラスドライバーは、
世界最小のドライバーサイズなので、小さく繊細なめがねのネジに対応することができます。

セルピカ
プラスチックフレーム用研磨剤

セルロイドやアセテートを原料としたプラ
スチック製フレームのくすみ取り用研磨剤
です。保護成分も配合されているので、
大切なフレームを長く愛用したい人は定期
的なご使用をオススメします。

梅
忠
商
店
オ
リ
ジ
ナ
ル

ハイカプラ

迅速流体継手/空気用

鋼鉄製。流体の配管を素早く接続・切り離
しできます。真鍮製やアルミニウム製も取
り扱っています。

ベルト規格：A,B,M,K

Vベルト

V部分の摩擦力で動力を伝達

断面がV字型をしたベルトです。V型の溝を
持ったプーリーにかけて使用します。

A B
MK

接続口形状 品番 / オス
20PF
30PF
40PF
20PH
30PH
40PH
20PM
30PM
40PM

ねじ径
R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 1/4
R 3/8
R 1/2

品番 / メス
20SF
30SF
40SF
20SH
30SH
40SH
20SM
30SM
40SM

ドリル・
エンドミル
各社製品
取り揃えております。

保
守
部
品

ド
リ
ル・エ
ン
ド
ミ
ル

)(

各種エアーホース・
ワンタッチ継手
取り揃えております。

サイズ：140mm×140mm

セルピカクロス
磨きに特化したクロス

樹脂製メガネフレームの小傷落とし・磨き
に最適な特殊生地を使用。ほかの磨きク
ロスに比べて、早く、キレイに磨くことが
可能です。
セルピカと合わせてご使用いただくこと
で、より効果を発揮します。



〒916-0019 福井県鯖江市丸山町1-1-21
TEL.0778-52-6338

0778-52-4891FAX.
info@kohbai.comMail

ご注文・お問い合わせ

ご不明な点などがございましたらお気軽にお問い合わせください。

ものづくりする人のためにありたい。

晃梅はそんな会社です。
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