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作業用トイシ･ダイヤモンド製品
石工用トイシ
GCカップ･Cカップカップ砥石

窃義男琴衷モンドカッタ_　盃宕gPJC難欝

オフカットブレード
小　中　大口径ブレード
研削用ダイヤモンド工具
ダイヤモンドフランジ
研磨用ダイヤモンド工具

アライドマテリアル･ノリタケ

作業用工具
石工用道具
石工用工具研削用砥石
測定ツール

筆記用具

石材作業用クランプ
電動工具

等tj":T'7..____■

水垢取り

ナニワ合金
ノリタケGC丸砥

曲尺･水平器･コンペックス
オートレベル
シンワ測定･タジマ
三菱鉛筆･MGマーキングチョーク
ベッセイクランプ

マキタ　　充電式ディスクグラインダー

集塵機
石井超硬工具

メンテナンス商品
ミラックスリヽンディミラックス

プロペクト磨きの里･やすらぎ
タジマ･NTカッター

文字彫り用関連道具

養生用　布テープ
保護テープ
ブラスト用ノズル

ゴムシート用カッター
ブ盲卜用砂

石材用接着剤

墓装用晶
クランプ等吊り具

石材用運搬車
石材用クレーン
石材関連商品

サヌキ
ニチバン･テラオカ

NTK･TKN
ノズル金具･エアーホース
NTカッター

太平洋ランダム･サンゴバン

施工用品
セメダインMGボンド･石材用エポ

タイルメントコーキングガン
伊藤金属･精和産業
スリーエッチ･マルチベルター
フラットクランプなど

アテックス

前田製作所
アンカー(サンコ-テクノ)

ドリル･モルタル鐘･防塵マスク

防塵メガネ･前掛け七一テインゴガン
チップソ一･切断砥石



作業用トイシ･ダイヤモンド製品

手作業用砥石
C ･ GC石工用角砥石

C石工用朝日虎印(三丁掛)
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GC石=用朝日虎印(三丁掛)
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GC朝日虎印石材用カップ砥石(3型)

恥｡L-

東和-KK壌sfET-_･JH

i II
棚.悶絹舶■　c c c何　G G G五　〇5

..′　　9

El r　.,

寸　5..′

>.
lr7

7

り白人政

内Jf列蒲

20　60

20　60

20　60

故人5　5　JT格I I I

ロ

止心

肝.中ーー

建□

'J恩哨那
東c c c村G G G

手磨用丸砥石
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C ･ GC石材用カップ砥石

GC朝日虎印石材用カップ砥石(4型)
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カップ型砥石

C石材用カップ砥石

C朝日虎印石材用カップ砥石(金成印特粗品)

寸　　法　　　　材r W

150*58y15aBl1985　C JPLt=i

I/　　　　　【:　中日

//　　　　　　C, I石臼

18qy50:′1588 1905　C rLH

〝　　　　　　C　中日

/　　　　　　C　描臼

GF dZ

tE軟　tk口　中硬　仕口

L ～ P

L ～ P

L ～ P

L ～ ㍗

L ～ ド

L ～ P

I l中人也

∩一　C)　∧U　人U O 0

作業用砥石　｣
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切断用ダイヤモンドカッター
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オフカットブレード
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研削用ダイヤモンド工具
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研磨用ダイヤモンド工具
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石工用道具

ナニワ合金　石工用道具
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測量ツール
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水平器
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筆記用具

:tIagtib:?,bad,tu:,#:',:mm I僧　_.Jl　いろいろなものに書けるI-I軍用ノック式ク掌L?T)T-.つ滋頂
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●

■エ串用ノック式クレヨン用Sg芯7 0mm
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石材用マーキングチョーク

･-.I;i-･ =;-I--=q
●仕tI

岩13の毒血研朗に於て.その次面を色付けすることにJ:り.研痢モし

のすぼを早馬にします

品　　名

MGマ一手ンクチョーク

FE C:打打
外閃505榊叩E:Ⅵ色赤G阿

三菱　ボスカ

､〕1･1　-
1　　　　　　　t

I
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■工申用ノック式クレヨン4.0mm

18445 i'

18146　7,

7朗47　王ら

78148　rl

T8440　rJ･L　.
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JLX) I-
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lL工事用ノック式クレヨン用替芯4.OITlrTl
■'･一L :昌`L-､_-L'L･.I l

糊58　rr'4-1　　　　　　　　　2与0巧3

T朗的'4さ>　　　　　　　　　　ZSDIこ1

781功　Eq-lJ ･　　　　　　　　　　250 Ir1

7か略I ME人　　　　　　　　　　250ZJ3

-i･::∫._J二主1

..◎:ゴ三
､.!l･圭淵′占!乃AL f　　　　　■
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三菱ユニホルダー(2. 0ミリ芯)

｢二二三三二二:_㌔

●lttl

型式　　Fqを(■大一)フトコE)(b)レール(■)

G-12Z　　　120　　　　　6t)　　135×65

6-162　　　　160　　　　　81)　　16X7 5

G-2DZ　　　　200　　　　100　　19 5X9 5

G125Z　　　　250　　　　120　　　22)てlo 5

6130Z　　　　300　　　　140　　　25×12

G-40Z　　　　400　　　　1 2D　　　　25X 12

G-50Z　　　　500　　　　120　　　　25XlZ

Gl60Z　　　　600　　　　1 20　　　　25※ 12

G-802　　　　800　　　　1 20　　　27)り3

G-100Z IOCO　　　　120　　　　27X13

AG　3ClのlJ t5亡■カt.1のqAdbl】 ∫:f三つ;■jl

t o o o I I I　2　2　tT'3｢
B O　7　3,-4　7　7　8　2　8



電動工具

マキタ充電式ディスクグラインダー

.'A L.　　　　　　　　　E= ･　　　山　　　　　_I_I

GA400DZ 17080.｡l GA402DZ 17.6C〇円

マキタ集塵機

411(I)
GA400DRF　39.0□0° GA402DRF 43DCつR　　53.200円

=-〔･こ:.二1㍍二p-,L''一十二`●EEm .~ノE.ヒ一･L呈てり∴一二h~1-7四　.丁∴Tン)コぎ汀　L■-■
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lrA:- u;iVq T.毘aTHF. I.l I flE A･.る　Il/.CLこ8コ■.舟TI,ミL!エIlr,そ.;王_I fI tを

四品ぷ; 100　　匹四品蒜1 100--
I●巴か11　　　　　　　　　ナ事巴計
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I:1:)やJ - ･`81:声. FP.=-!三IT;..; >.告辞L.ん

■ヲD5. 1:述鑑E a.冗LJ･_=】F_li I

l　　石材用切断機　　石井超硬工具　'loaT Dl

ワイドセラロータス
ダイヤ径　125ミリ

Aタイプ(小j

品柄　DC-400-08

r..　　　　　　･,_rL:r-

し∴　　　　　　l

.l--

LJ A　　　　　　.ユ･1r

L:でL H

l･　　　　　　:1.J･

I

8タイプ(大)

品番　DC-700･08

[　　　　　･1,:こr｢

1.tI H]-｢

1L･_T I.U.

I-11ト　　　　　,ほu

J i.I:~ 1

･1 i PS･虫

ビッグパワーセラロータス
ダイヤ径　1 80ミリ

戚lSR8.-.4J.Ron
80rrtrn

41 0mrrl

800rnrr1

1 8kf

MODELl型

鼠鵡　St311000TN

I,1'　　　1川コ--

'.7｢,　　　　　317- 1

11　　　1さUJ'l

I_uJ Lrvm-｢
-I"-

･トTl　　　　　　53､1!

I

皇室〕
MODEL2型

品番　SB･700TN

厚物ハイパワー電動切断機

スーパーマンモス
ダイヤ径　　　　305ミリ

品番　SM-600NO8　品市SM･1200N(描.まJ

●',.'J ll　　印叫Tl'･ ●仰1】　] 2rJ811-ll

●>)7.1i　　　　9(:lrrn-I ●･Jf･!一　　　　9G17¶

●･E r拓　　　　EIH'k.･}.I-, ●小:11　　　川二如-.･_3

●I･ミ◆羊寸法　　　　　　●紀紙T/i.
--lて~ー　--･ー' "-　　　･一日7-　--, -i



一･ふ∴､　メンテナンス商品　･.A--･､　　~､ 3

ミラックス･ハンディミラックス

超強力水垢取り
洗剤不要!水だけで
汚れを落とします｡

qttの入らない恥lところrよ,ハンディ主ラックスを使用して(ださい

ルf/:ラックス
免唱帝を水で洩らし.消しゴム蛙*で巾tLにこすってお銀い下さい

｢Ⅶ

･･一一一~-'蓼

●JムのZ9m力亡′rlL｢ I,Iq)a.うlこ′T,れ有為とし.1こす

+i)切なとのtiBJやタイルの甲d)や朝雨にこUりついた
d凹な水IbY>｣ケ､ qの)ソなどが抽叫(.二男とtZJ:す

●研朋をする駒には研ull両の抄などは洗い三穴しく下さい
●研朋血Jlた止す′=qれこいる状AJ)亡研JPFして下こいー
+この間品は必す蝿i9クフインターCお稚いf･.Ttい

ディスクグラインダーでは娘対に使用しないで下さい.

壷1車重率
●なり‖乍　=+.lJ㌧●丘講究貞蟹

Tt▲･

(.雷B.;)

水垢取りシェーバー

プロペクト

お墓水アカ汚れ･繊維砥研刃･シェイバータイプ
納骨や法要前に簡単に黒い水垢をとってあげて皐ばれますよ

I,･･野･lr-

今まで一番厄介な水アカを水を付けて拝るだけ経った3分

1　Ⅶ~

この水アカどうしますか　茶を使用　　　　シエイパーで　30分

今手で敵性洗剤かベーパーで

焼けたり奥くまで落ちないq

全体は持aIになる机水アカ

だけ放る.

頑固な■すみは茶シェイ/く-で韓L)

赤シエイパーで文飾tJLますと
ツヤがもどります｡

用途

園はどんな石租でもOKですU
くもり.ろうそく跡､水アカ

国はJtみかけは砂ナて下さい｡
エフロ.強固な【写X)水アカ

瑚EElなコケ.花立ての入角､

線手B

水は轟吹きを利用してください

fL__三≡ ≡≡

シ王イパーは赤か兼をお遭びください｡

●次回シ1イバー(刀)のみお求め(ださい｡

発売元　有限会社プl)ベクト
8本石材産JEtB全会A TEL043-250-1119

FAXO43-260-9741

http //WwpI PrqeCt.CO j?

お墓洗い3点セットl

お墓の水垢取りと花筒の
お掃除クロスをセットした
商品です｡

磨きの里
簡易水垢取り

やすらぎ
磨きの里にスポンジをセットし､
収納袋を付けております｡



MGスティック

;･こ-J:-l二　･ ･　　L L　　　　>.∴増,Tl.I阜l; .　　　lJT三一∴　　二､ ･.t'?- ゝよ｣∴.i.:-二･､

享車二二二l/
墓石などの石材の汚れ落とし･サビ取り用

MGスティック蘇卿~匡nn000(義 廼ﾒ��

MGスティックホルダー ��

MGクリア.スティックライトグリーン# 仂"�

(替フイルム6ケ付) ��

MGスティック　　　　　　MGスティックホルダー　　　　MGクリア･スティック

1 0mmxl 00mmx厚み1 mm　　　　　　全長1 50mm 替フイルム1 5mmx40mmx3mm厚

スティック12mmx1 55mmx2mm厚



汚れ落とし用スクレーパー

スクレーパーL200/300/600

捕れ盛表義弟
l

甲乱些トI
M刃は刃先と刃hついr机1万a)とt}ら部
下N･qr:してtJial･11Jて､tjF q

●T.｢`■一rJJ,れ巧の′壬7).L il.り作7!LrL:/:くす

●r;りやれ1エフストマーさま†･;クリノ)

●大子LP4いLF',りつツタ日用EJJ7;(.'.l･掛するス'}レーハー

●ノレートFli隻力に:L｣辻'･1ろクフル才ノ1.円

●ノレ一㌧で‡モC:-の'や1-ifylrTたく　t･- 7;ィJ　ネル_3
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●!さ})5卿一
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ヽ
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文字彫り用関連道具

ゴムシ-ト　　　　l

サヌキライナー(サンドフラスト用粘柵コムシート)

養生用
､    - - -                           -       ■    -    -    ヽ _

♯生用布粘着テープNo 1 8相手=スフ)

安生用粘Jテ-プ★生月7tSテープ(N乱148A)

~　｢･ ;r1 -.7㌢勺町

車
1-～-㌧　■一一二叫

_ぜ

ゝハリー, p′

垂享≒享=コ
q且■日払匂タイプfq三へのくいつ●f,faく手顎で事書手】/-ト

418Jt

lフ▲Ln1 ,-ll. Il.-I.L114　=+'JTド':

ilq59;L71宇dr_Llもとより巨丑ql空lこもよくりt ITE5qPにヽ

rLいじlり11. PきFZLt,qくスム1.I.咋Tq Lrfn rいgl I

●色　クリーム　も汀

I t事暮寸土と入FL

■冊rAtrTI Iケース

lg Z5 :刀 e:

3∋　L〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JJ

7ら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24

ブラスト用ノズル
¶くNセラミックサンドブラストノズル

)一十才-′

サンドブラスト用ノズル金具

d:
Lこ:;lil::_=盲=

旺森のセラ三･/クノズル39領の封PIt†tかおり. ■石事Lt yT舌打

ちt; f>乃ラスなどの文字tF_Rに唖用します

●也tl

･i ･　A亡　7ta　鳩　ぶ㌦.

S8N260　白　　　　くnrryn　　2BzTtrn I～xBrnTn　50　280

S8N～32　日　　　　　eBLTYn　　32rrvTt lPxem　50　　mJ

S8N～1B　白　　　　　伽爪　　78WI 12■8mTn　50　　209

●用途

重石.陀念陣などのサンドフラストによる文宇摩到縛の石材保紺開二

品　　名

サヌキライナー

如伽〟〝〝

法

みcE)　8　2　5

寸す, 0--1

巾93 0〝〝〝

I-:-亮≒

2戚Qiaのニースをいかし珊RJnT=より烏Fkな1t上lJLこELlの7

スキンクテープです

●租Q態り吋t)L良い

●ぽlルてb浮き　ハガレのり手玉つかJとんとない

●aJtはt?ちろん虫臥由eJLこLしっfrJ)つく

+事'J7nTtかJ⊇い

●l l lL

保護テープ
カットされたゴムシートを一時的に固定して

状態を確認できます｡ (低粘着テープ)

NTKノズル

l .′

ワントブラストの書･セう三･Jク/ズル硝■する朗です<　サンドブラストホース/エアーホース　石材字書用

JA　も　　　　　　　　　A　も

カブフリンク　(Al　　　　乃ノブリンク(8.I

リンク　　IB)

中1ノ　　ICl

'Ttルター　　LD)

蛾克くホース元) lE-) d亀
天然コL一連特の反LSつす穐手持ち.

尉耳Jt性の廿久tlにもftTtていまg

&も可i&(lW) ■セ■1特■

'ノド乃スト.I;:.乳混n …諾言空空三L;･Hi;;･rIif崇苧写
孤-ス

エアーホース･'･:卜三,･コ2mmつノ九ノワー■rIUrt /(r: ら
1㌢k2B ICCM一一ユ　　)I"JH MNIrLi



NTカッター(ゴムシ-トカッティング用)

＼仁　　　　　アルミダイ軸スト

D-300 P

tl uA
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D400P
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y420
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サンゴバン　アブラックス

通常のブラストの砂より3倍以上の耐久性が
あります｡

◎その他C砂く安価品) A砂､wA砂､山砂も取り扱っております｡



石材用接着剤
､

し

ホントP
一液棚､硬化牡コム状沖性も帆外的な♯廿･

砺事を吸収し､鮮1才の牡額･収JGにiA従､

/　-',･lr _相下地の先Th棚ができIf,
_-ナヽ･,･し

､-､∵ -

醐■.wllB
~　~ `■lll■

コ,ホント

:T.

>':選石. JtjP.yy石を汚呈IA uこ/.し.

顔,#i)･らi,-ル35-C,渦JZ: /対応l

施工用品　　　　　　　　　　5

セメダインMGポンド　　　　　　　　　セメダインMGポンドP･ MGポンドスーJト

●仕qL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●仕tl

fl吋のキレソせれ7はめ35よti看.)喝貫の71*　　　　　　　　8北竜大汗石帯の烏qT転けへのfBI

JI　も　　　持せ　　書+　･JLJt　　大q JL　毛　　　　色　　　　恥　　可■　入tl

lJl3･Tlント　　　色叱gE　　5:El tOネ　1DO阜　　　　PJG,TTントP　クレーフラノク　57サマスチノJ} 333n.1 .CZ:

花岨qr　　5〇H　　102･　lDOS I.●G,T:ノトスーJト　　クレ-

セメダイン石材用工ポ

_ JfJ

●仕様

iE影石､大理石の内列溝鮮面旅=用緒JI刑(61水用･ =液混合型)

島　名　　　特tt　　　　　書JL　　　1祐　118

石材用=ポ　利水椎工･TIキシ主即C<6･31畑.〇くり喜i即生1 2〔･･gモノト

'/　　　　J'　　　王朝51g.計ヒF:ミ`宅　2笠満場J tClt8℃ノh

EPS･2 0内装石材施工用捨柵剤

L>il

暮石'億書.石材の捷*&シールl:亡鎗･

セメダイン石材シール

容量120ml ●
'!-'J･ :I'.,-

石材のひび割れ､合せ目のシールに｡
速硬化性で石材への汚染が少なくなって

おります｡

鬼石･御影石･釘托･その他削l石材のほJT及び自他シ

ル

+特命及び性状
こ′一浪タイプIj.ため,作苫惟r=維れていまT.

r :硬化妊耕htゴムは弾性体(帝tlは点)を緒持し尉官

tt.耐催性･酎市坪ftに依れています.

:二他生タイプLjため作支店晩にやさしいです.

: ､妖温和化性にFthていろため.冬taの作真性tl良好-e

す.

りil杵､二･H.-._･.A.･J Tこいノンjl′　トタイ}t')｡

コーキングガン

iE+mviZ-JIo-～
ー●作♯性が書い

E)-クリ一式ハンドtL'



基装用晶
一体式花立　　　　　　　　　　　　花市Nタイプ　　　　　　　花岡Wタイプ

線昏皿喜昏セット

Ij.I..: r F,三L.}
/J JT/ I//

卓　　　　　　　　出

線香,ローソク立セット
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施工用小物

■F軒肌一　大一｢甲『

中　　　　　　　小
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Iかす仙柑0∴ ｢車
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Lか一札l 150A　　35
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かすがい720I　35
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:､**7,.　L二±ニケかt　-'TT
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.ll -2IS2

(ハイプ　も1三兼用)
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lエ_ .
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ステンレス磨き剤
ねり状

大(140入り)
小(40g入り)

:ij

蜜鼻･-

7てサイズ
11×60■QD L･350　　石材用金具

F･350
E;一ヽ I

三才一㌔ン一穴サ.ズ
60　己　ET34205

2･SL3-　〆-
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F･325
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クランプ等吊り具!

スリーエッチ石材用クランプ

フラットクランプ

マルチベルター

狭い場所への設置作業に便利!
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シライ　スリングベルト
ナイロンスリンク
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石材用運搬車

石材用クローラ運搬車

､軒･-L･ _一

石材用クレーン
Lfl小かつも1 ･跳,J

0.99St xl.1m

.YS75OE:;

鷲:≡(章75｡)SET
lt2M ul能nl式

･XS750LADB
･XSBOOLADB

●ハケン側のn軍. ･"-:.__室-

T- -I

XS800L免田迅

枕Hnl一第u)ベストマシーン｡

2.37t x 1.4m



･石材関連商品　l

叫､作目L,UIltJオ　ルノンT)

トー-:-:iTI::至三二

･5化IJklみ式`rj引J'ンカー

iう｣｣i襲撃笥とこ
)　　一一一些空士』一･･･一･･

ネ仏日1･1137式了クリ･･JノJ'ンT1-

亜鉛メッキ晶　ステンレス晶
ご希望の晶をご指定ください｡
他にねじ込み式オールプラグボルトもございます｡

』-
ミヤナガデルタゴンシリ-ズ

荒IL亨コ..>EtyトLljq軸　　　荒ILgコⅠ.>ピtyトSE)517ラス慧芸憲

3枚刃･5枚刃採用により性能が更にアップ!

従来の二条ネジタイプで石材用としまして､
19ミリ　20ミリ　22ミリがございます｡

SI
コマドリル

六角軸ドリル･SDSドリル　石材用がございます｡

･/jT′′′二二二コ-ニ　ぐ二軍
I Jl r　..爪

ヌリピタ看モルタル･アンクリ+･土壁･BO用鎚pATNoぷ榊1

1'

Lb

1品.　'I Jl弘>tL J F共　につ　_

▲ん　　　　. 61'
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･t ･ :こIi lヽ･.'Lミ:.　　　　　　　　　､て　r/lH



ダストマスター507　FX　　　　　　ェァ_フィルタ_ユニットFX型

●.FJ.r至'BT)▲あっ.甥甥な作Tで.能串t)-[2と阿上します

●規正ElqfP_をかけr=玉3:てt/.王狩なく袋幻てきよす

4液舶秋rJこの会ほにも立田をきrTすことが爺り才tlん

ダストマスター507型

｣ムギ面体も指砥保維L3

●特Jt

●マスクのしのLltlを防塵マス

クのようlこ旭くしめなくてLT7)

い防i111能hLI里TCれ課す

●仕切

50711

llCr:

ネオフレン

/ rTjTヰ㌘･8;10""FJu･8.00V'
■ノ　　ー

■　こ､ _'

J I I V

J

_　L

●特良
+⊃ンハクトこす169xl16こく85mnl

Jカセノトバンテリー式です　取り外して充'-qiできJ;寸のて　予′1ハ.

テリーて交換使用てき31す

● P;)見目町こ大首JLの凹月主項状.占′‡フィルター(珊EJFX l'がrB用でき

ます

+仕付

型式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FIX

■ftrFtLllI(15qI4Rtて)　　　　　　■O 1.1:lTコ

18De '分

可

9 COP;

160xl 16)く/4n†fll

可
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ウクIJL,)CI-ハル7モJi■した

ET,しんマスクです　Fi式のnをFI

NO 8～10J･DS213.所用相田符検定に矧ET

開発されIte5陀牝鶏じんマスクですしめr,Lん拝.己等　　㌘!:!　帆ん細.見事

t,に臥より肌にやさしいtiiみコムを使用　コn捌ミ　　　　　　ニrJPJLlT　　　崩a即'

てい3=す　　　　　　　　　笠志望;L"　　誓,Lご　Im.……T;二､,

ttPlTl■

･日　..⊥

3rPbJ下

てい3=す　　　　　　　　笠冨芸;L"　　誓,Lご　Im.……T;二､,　　3芸:;iT

Lt El的し羊　　　　　Pr　　　　　　　　　　　4El..I

-iJFtf菅

●仕l暮

島　■ !331ブラック

畠名T雪全メカネ

l誓禦篭豊実㌍州帆氷淵拭くルンス

ワンタッチ前掛･ヌレシラスエプロン

L･1　ー

*
･ll

I ㌔-~　ー一打　　　ヽ一一一一■■

●仕切

品　+　　5690

品　も　　安全コークル

■托･l印.収　くもりにくいレンズを搾取収氏の上からかけらrL事す｡

人　世　135　5ヶ入り

●用途

水仕qlの帽に寒さしらずで､軸久性にも奔れ

ています.,

品　　名　　　　寸　　法　　入　tI

一租型No I

(i)丘160亡rn以下)

ワンタッチ柑( ,,qf,禁,oSc2m, 30-

別,i品No 3

( Ir 175cITl以上)

hlol

(身良168⊂爪以下)

ルシラスエプロンE I,.Toc2m此} 2咽入

No3

くJ 178cm以上)



HAKKO工業用熱風器

INllI･  I

●両名i魚タイプ
No 883.1

石8.7用

●用適例

石JJ･

フヘルE;tT).し･ -

?ち独Jr_憎樹脂･

.王事イの乾付

_五指のi3色･

ン1リンクフイルム

屈指チュ-プ･ ･

パテBJJ　-

インTリ;I-'叩1.f:-.

I:I才のtRA2!作でのVzf'i.兵萱ツヤ出･し刑の噂肌

色入れの掛'Il･.コム摺り机tT)轄tl'111こし名人netc l

稚1 ･J.≡ LrT

F=郡が:な･FH乾矧こFl洩

L3年Ia,あわせ)き書の転が

フィルム弼_1鵬

屯略乃八一巧の抽収和

日動咋用ハン.I(一等パテ祝の絹だ

ヒ二-ルクEjス.托相等,床5_i了作拡

______二　　　　｢

クラフトマスター(JL"I_)

リフォーム21

点現し.▲i

FTを7

轟南東
l=IL'`ー1

1しここここ二二

●持J&

充実のラインアップ
締広いニーズに対応.すぐれた作貰柁l

●用途
一般木材.熟成村.化粧板.デコラ.へこヤ損なと

●仕様

gI　　穫　　　　　刃放くP)

160116511351190　　　　52p

160･165･1851190　　　　72p

203　　　　　　　　5Dp

216　　　　　　　　5Dp

219　　　　　　　8Dp

219　　　　　　　1OOp

260　　　　　　　｢CDp

305　　　　　　100p

穫　　44.'444

nu RU5555LL'5
穴才2222222み66222255坪1-2222N2

石材梱包の木枠の解体時にご使用ください｡
くぎ､金属片も一度に切断します｡

外径　　厚み　チップ数　穴径

165　　　1.6　　　　52　　　　20

190　　　1.6　　　　52　　　　20

金属･ステンレス切断用
切断トイシ

外径　　厚み　　穴径

105　1. 0　　15

d●C O



本社

札幌営業所

福岡営業所

新潟営業所

ホームページ

E-mail

松永トイシ株式各社

〒550-0015大阪市西区南堀江1 -2-1 5

TEL 06-6538-1001 FAX O616538-3922

〒003-0024札幌市白石区本郷通3丁目南4-30

TEL 01 1-863-3855　FAX 01 1-864-3479

〒813-0004福岡市東区松香台1丁目7-25

TEL 092-673-2315　FAX 092-673-2349

〒955-0047新潟県三条市東三条2丁目4番1 2号

TEL O256133-5571 FAX 0256-33-5573

http://www.matsunaga-cor°.co,ip

i_nfo@matsunaga-corロ.co,ip_


