2 0 1 3大 阪 ウ ェ ル デ ィ ン グ フ ェ ス タ 特 集 ！ ！
電気ディスクグラインダー TS-100Ⅱ

安全な二重絶縁構造！！
仕様
・砥石寸法 外径 100mm×厚さ
6mm×内径 15mm
・回転数 7,000（回/分)
・電源 200V
・電流 6.3A
・消費電力 1,200W
・質量 3.9kg
・コード 2.5 ｍ

￥10,250（税抜）

・付属品 砥石・スパナ・サイドハ
ンドル
特長：過負荷に強い高出力モーター搭載。
握り安く作業性抜群の元祖細径。
用途：一般鋼、特殊鋼、鋳物材などの研削、バリ取り作業。

安全靴 ダイナスティプロ
DYPR-22

仕様
●砥材:NX
●粒度:#60
●硬度:S
●外径×刃厚×穴径
(mm):107×1×15
●最高使用回転数
(rpm):14200
●使用工具:ディスクグライン
ダー
質量 32 ｇ
特徴
●面一(ツライチ)切断ができ
るオフセット型です。
●最初の 1 カットで違いがわ
かる、鋭い切れ味です。
用途
●金属全般、小径丸棒、パイ
プ、鋼材、角材、トタンなど
の切断。
生産国 日本

過負荷漏電遮断機付コードリール BG-301KXS
●屋内用・30m 100V
●アース・漏電遮断器/過負
荷付
●コンセント：2P 接地付
×4(15A 125A)
●電線仕様：VCT ソフトム
ケーブル 2.0×3 芯
●2P、2P 接地付兼用パイロッ
トランプ付とび出しプラグ
●コンセント防塵キャップ付
●ドラム空転止め(ブレーキス
トッパー)付
●質量：8.1kg

価格は弊社担当者まで。

超硬バーセット SBT606S

高周波インバータ電源
HFI-130B

低騒音・低振動です。

性能全てがプロ仕様に耐える仕
様です。
安全作業靴の最高峰です。
もちろん、JPSA-A 種合格。

消費電力が少なく掲載
的です。
各種保護機能を装備、
万一にも安心のインバー
タ電源です。

同じ仕様で色違いがあります。
DYPR-42（ネイビー)・DYPR-11（ホワイト)。
又、マジック式もあります。DYPR-22M（ブラック)・DYPR-11M（ホワイト）。

【特長】

効率的な構造設計により
小型・軽量化を実現。
独自のオールﾃﾞｼﾞﾀﾙ制
御により低電流から高電
流まで安定した溶接が
できます。

防じん構造により故障知
らずです。

￥18,000（税抜）

TIG 溶接機 STW301A

冷却用の空気専用通路
を設けることにより、冷却
ファンから侵入する鉄粉
等が電気回路に当たら
ない構造となり、防塵性
を強化しました。

【特長】

￥3,640（税抜）

￥17,500（税抜）

￥9,980（税抜）

プロフェッショナルという名前のダ
イナスティ。

仕様
製法：セメント方式。
先芯：ワイド樹脂先芯
甲被：撥水性人口皮革+テトロン
メッシュ
靴底：EVA+耐油性合成ゴム
サイズ：23～28・29・30cmEEE
標準重量：732 ｇ/足（25.5）

充電式 LED ライト LW-10

デルタカット DCT107×1×15 NX60S1

価格要ご相談

価格要ご相談

●定格入力電圧：三相 200/220
入力側電圧:三相交流 200V，220V●入力側周波
数:50Hz/60Hz，60Hz●入力側電源設備容量:17.0kVA●
出力側電圧:三相交流 200V●出力側周波数:400Hz●出
力側出力容量:13.0kVA●電源 ON・OFF スイッチ。運転
停止の履歴調査対応（修理、診断時）。コード長さ:3mJP
日本

●定格周波数 Hz：50/60 兼用
●入力許容範囲 V：AC180～240
●電撃防止機能：18V+10％-15％
●冷却方式：矯正冷風
●外形数法(長さかける幅×高さ）mm 450×210×420

ハイドロカット 環境対応型

特定小電力トランシーバー

溶断用水素混合ガ ス

アイコム IC-4300

＜アセチレンに代わるクリーンな溶断ガス＞

コンパクトで強固なボディに注目。
単三アルカリ乾電池1本で約33時間稼動。
激しい水しぶきや粉塵の舞う環境にも耐える。
クラス最小、最軽量の優れもの。
（幅47×奥行26.5×高さ81mm）
何よりこだわったのは、アメリカ国防総省
の強度テストをクリアした強固なボディ。

ハイド ロカット は、クリーンエネ ルギーで ある水素とエチレ ンを混合したガ ス で す。各
種鋼材切断およびロ ウ付け、曲げ、歪 み矯正、ハツリ、ガウジング作業において も、
従来のアセ チレ ンと同様に使用することが可能で す。
また、コス ト 削減にも貢献します。

■｢安全性｣
・ 逆火が起こりにくい（ 亜鉛メッキ鋼板、錆板な ど）
・ 空気よりも軽く 、滞留しにくい

￥13,440 (税別）

■｢環境性｣
・ 輻射熱が小さいので 、長時間作業における作業者の 体温上昇を低減
・ CO2 排出量がアセチレン に比べ ７０％削減可能
アセチレンより

＜アセ チレ ン＞

＜ハイド ロカット ＞

70％ＤＯＷＮ
炭化水素炎は赤外線を強く発す るので
作業者自身も 高温の輻射熱を受けて しま
い、肉体的に負担が大きいという問題が。
一方、水素は燃焼す る際に赤外線を発
しないという特徴があり炎も 他の溶断ガス

ステンレス製、耐圧
1トンのSS-20モデル。

と比較して輻射熱の発生が少なくな
ります。

簡単装着で、手指の労働事故を予防する日本初の指用安全保護具。
本体を装着するだけでグラインダーやカッター等の切断作業、玉掛け
作業や重い荷物の運搬作業、機械作業での手指の切断・挟み・巻き
込みの事故を未然に防いでくれる画期的な商品です。
ポリカーボネイト製で耐圧200ｋｇ（S-10モデル）。

■｢作業性｣
・ ス ス が出にくいので 、火口が詰まりにくく、ワークも作業場も汚れな い
・ 外気温に関係な く、ガ ス 取り出しが可能
・ 切断面の品質 も良好、高張力鋼のよう な 鋼材もアセ チレ ンと同等で 切断可能
（ ノ ロ・ 歪がすくな い、切断上部がただ れな い）
・ アセ チレ ンと同等の加熱性能を持ち 、火炎の集中性により歪･ 焼けが少な い
・ アセ チレ ンで は不可能だった 中型集結容器（ カード ル） で の供給が可能
ポロっと取れる！

￥8,500 (税別）

ウインタス 指メット

￥1,100 (税別）

初め と終わりが良好！

眩しくな い

＜アセチレン＞ ＜ハイドロカット ＞

＜ア セチレン＞ ＜ハイドロカッ ト ＞

アンセル・ヘルスケア・ジャパン
耐切創用手袋 ハイフレックス

＜アセチレン＞ ＜ ハイドロカット ＞

※鋼板をバーナーで加熱しサーモ
グラフィーで測定。赤部分が高温。

川上産業㈱ エコハーモニー

シ リンダー・カードルによる大量供給も可能。
弊社ご 担当がお客さまのニーズ に合わせ、
最適な供給方法をご提案します。

＜アセ チレ ン＞
15秒後

4 5 秒後

6 0秒後

使い道が限られたポリエチレン製品
の端材を再利用。CO2を34％削減。
性能は従来のプチプチと同じです。
エコマーク認定も受けています。
1200mm幅×42ｍ
￥2,040 (税別）

＜ハイド ロカット ＞

※ハイド ロカットには、
専用の圧力調整器と乾式安全器
を必ずお使いください。

高分子ポリエチレン繊維のダイマーニを使用。
金属やガラスの部品組立では、手のひらや、
指を切ることが多く、この製品は安全でスムーズ
な作業が出来ます。
また、耐切創製に優れているだけでなく、化学
反応にも強く、洗濯しても縮みの心配はありません。
￥1,200 (税別）

