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磁気バレル
超音波洗浄機
イオン洗浄機
クリーニング液
黒染め・いぶし液

研磨機･洗浄機･クリーニング

Polishing machine/Cleaning

研磨機･洗浄機･ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
Polishing machine/Creaning

磁器バレル研磨機とは、金属の部品や非鉄部品などの研磨を短時間で行える画期的な研磨機です。ステンレスピンが磁器により回転、
上下運動を起こし、今まで磨けなかった細部の凹凸までも磨き上げる事ができます。※非磁性の金属の研磨にご使用できます。

加工材質
銀・金・プラチナなどの貴金属・銅・真鍮・ステンレス
・アルミニウム ・チタン合金・硬質プラスチックス他

研磨サンプル Bifor

用 途
・鋳造後の鋳肌の研磨
・微細なバリ取り ・表面の研磨、艶出し

aftar

研磨前

研磨後

トルネード Mini

トルネード GX

研磨機･洗浄機･クリーニング

可変速式小型磁気バレル研磨機。
小型でハイパワー、パワーは従来機
の倍以上に！！
スピード変速機能も標準装備。

売れ筋の卓上中型タイプ。従来機より
パワーは３倍に!!スピード変速機能も標準
装備。工場・工房や教室に最適。小物から
中物までの研磨が出来ます。

100V 50/60Hz 15Ｗ
入力／出力
タイマー
60min
100φｘ75㎜
容器寸法
寸法/重量 150W x170D x 170Ｈ㎜ / 5kg
最大研磨量 約150ｇ約（指輪10～20個程度）

希望小売価格

\32,000(税込 \33,600)

252-0 13 トルネード Mini

お問合せ

100V 50/60Hz 60Ｗ
入力／出力
タイマー
60min
150φｘ100㎜
容器寸法
本体寸法 210W x 260D x 250Ｈ㎜ / 9kg
最大研磨量 約400ｇ約（指輪20～40個程度）

希望小売価格

\86,000(税込 \90,300)

252-0 10 トルネード GX

お問合せ

トルネード ビッグ
大型工場向けのハイパワー型。鋳造などの量が多い工場向け。
自由に回転速度調整が可能。製品によって回転数を選べます。

オプションでバレル槽(小）を
５個セットすれば、パーツごとの
研磨も可能です。
100V 50/60Hz
入力／出力
タイマー
60min
260φｘ200㎜
容器寸法
380W x420D x 460Ｈ㎜
本体寸法
約40ｋｇ
重 量
最大研磨量 約1000ｇ約（指輪100～200個程度）

252-0 15 トルネード ビッグ

お問合せ

トルネード ギガント
インバーター制御でハイパワー！！
自動反転システムが研磨力をアップ!!
■ 無段変速インバーター制御！
■ 反転機能付(タイマー制御)
■ 安心のオール日本製。

大型磁器バレル研磨機
この磁気バレル研磨機ギガントは加工物が多い
お客様にはもってこいの強力大型磁気バレル研
磨機です。独自の強力磁石配置とタッパーの淵
に柱を立てる事によりバレルピンが通常の物より
よく跳ね上がる用に設計されています。しかも反
転機能もタイマー制御で装備されていますので
お好みの回転時間に合わせて逆回転致します。

インバーター制御で細かい設定が可能。
回転の左右反転時間や速度、タイマー
など全ての設定が、正面パネルで可能。

取り外し可能なバレル槽
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大きめサイズの物品もぐーるぐる！
仕様
入力：三相200V 50/60Hz
出力：0.75Kw / 2.2A
サイズ：W555×D555×H785（1315）
重量：85Kg
タッパーサイズ： 280Φ×H200
回転数：0～1700回転
研磨量：1000ｇ
タイマー：切り替え制御式
逆回転：切り替えタイマー制御式

252-0 35 トルネード ギガント

お問合せ

研磨機･洗浄機･ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
Polishing machine/Creaning

磁気バレル研磨機
輝楽ミニ

メガ輝楽 No,4600

新型小型磁気バレル研磨機。
銀粘土から趣味の方向け。

独自の磁石配置が強力な流動を作り出し美しく
磨き上げます。

磁気バレル研磨機 HR-01
大型工場向けのハイパワー型。
鋳造などの量が多い工場向け。
自由に回転速度調整が可能。
製品によって回転数を選べます。

用途によってタイプをお選び頂けます。
＜ピンタイプ＞ キャスト吹き上がり、細部研磨用
・ステンレスポリッシングピン（０．５φ）、コンパウンド付き
・最大研磨能力 約４００グラム
＜ブレンドタイプ＞ ブレス、ネックレス、地金製品仕上
げ研磨用
・ステンレス球１．６φ、及び、ステンレスポリッシングピン
（０．５φのブレンドメディア、コンパウンド付き
・最大研磨能力 約２００グラム）

サイズ：230φ
内寸高さ120mm
入力／出力 100V 50/60Hz 90Ｗ
60min
タイマー
249W x 273D x 227Ｈ㎜
本体寸法
約10.2ｋｇ
重 量
最大研磨量 約200ｇ約（指輪20～40個程度）

入力／出力 100V 50/60Hz 27Ｗ
寸法/重量 96W x 117D x 100Ｈ㎜ １.６ｋｇ
最大研磨量 約20ｇ約（指輪3～5個程度）

メーカー上代 \22,000 (税込 \23,100)

252-055 磁気バレル研磨機 輝楽ミニ

仕様 SMT-HR01
入力／出力 100V 50/60Hz 200Ｗ
60min
タイマー
300W x 300D x 540Ｈ㎜
本体寸法
約３１ｋｇ
重 量
最大研磨量 約400ｇ約（指輪50～100個程度）

メーカー上代 \198,000 (税込 \207,900)

メーカー上代 \99,800 (税込 \104.790)

税抜価格(税込)

商 品 名

200φｘ100H

税抜価格(税込)

商 品 名

商 品 名

税抜価格(税込)

252-003 磁器バレル研磨機 SMＴ-HＲ01

252-050 磁気バレル研磨機 メガ輝楽

回転タンブラー研磨機

研磨機･洗浄機･クリーニング

回転タンブラー研磨機 ＲＥＤ

デジタル回転タンブラー研磨機

静かで効果的な研磨を可能にするRED回転タンブラーは、ユーザの要求を取り
入れて作られた世界で使われているスタンダードダンフラー研磨機です。
表面は鉄製ですが内槽はラバーです。大きく
強力、付属のファンがオーバーロードを防ぎ
長時間の使用を実現しています。指輪では
最大で約60～100個のリングの研磨が可能。
防水六角形のスチール・バレルは、スチール
ショットと研磨ワークの合計重量で6.8kgの
研磨が可能です。

USAメーカーの安心設計デジタル回転タンブラー。
機能も充実で、回転数を変える事は
もちろん、正転・逆転機能ブザーで
お知らせタイマー機能、などデジ
タル制御ならではの多機能をタ
イプ。中が見やすいポリカーネ
イト製の透明バレル槽は研磨
作業の効率を上げます。

IK-1000
電源
AC-100V．50/60Ｈｚ
タイコ 内寸
140×102mm
重量/外寸 7.7㎏/172 x 172 x 278mm
容量/参考研磨量
1L/指輪40～80個

サイズ：280×280×280mm
槽サイズ：200mm×105φ 研磨容量：6.8Kg
コード

商 品 名

252-030

回転タンブラー研磨機 ＲＥＤ

税抜価格(税込)

コード

商 品 名

税抜価格(税込)

252-031 デジタル回転タンブラー研磨機 IK-1000

回転タンブラー研磨機 チェンジバレル

チェンジバレル機2種は、9段階スピード調整、タイマーは
5分間隔で5分～240分と幅広い時間設定ができ、回転方
向は 正転、逆転、両回転の3設定になってます。バレル
タイコは透明ですので大変見やすく液の乱れ等が分かり
やすく、片手作業にて楽々作業ができます。
A-701B
A-1301B
電源
AC-100V．50/60Ｈｚ・5Ａ AC-100V．50/60Ｈｚ・5Ａ
タイコ 内寸
重量/外寸
容量/参考研磨量
付属品
コード

タンブラー研磨機用メディアトレイ
タンブラーバレル用メディアトレイセット。
網状の5枚のトレイが付属。
メディアのサイズで使い分
けが出来るように考えら
れています。
バレル研磨には、必須の
アイテムです。

83×130×82mm 100×140×111mm
5.5㎏/200×270×240 7㎏/215×280×265
700cc/指輪40個 1300cc/指輪80個
光沢洗浄液(500ｃｃ)・セラミック球1.6φ(1kg)
商 品 名

サイズ直径：368mm
メッシュサイズ： 6.3mm 9.5mm 12.5mm 19.mm 25mm

税抜価格(税込)

252-082 チェンジバレル A-701B（スモール）
252-080 チェンジバレル A-1301B（ミドル）

\90,725 (\95,261)
\131,100 (\137,655)

コード

商 品 名

税抜価格(税込)

252-079 タンブラー研磨機用メディアトレイ

掲載以外の先端工具や使い方など
詳しくは、お気軽にお問合わせ下さい。
店頭では、実物をご覧頂きながら
お買い物が出来ます。

お問合せは：

TEL：03-6821-7776

店舗では、バレル機などを
見て頂く事が出来ます。
是非、ご来店お待ちしております。
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回転タンブラーバレル研磨とは

研磨例

回転タンブラーバレルでの研磨方法は、バレル研磨の基本方法です。磁器バレル研磨や遠心バレル研磨に比べて作業時間は
長くかかりますが、作業にムラが無く最も安定した研磨が行えます。回転タンブラーバレルはバレルの回転により槽内で
ワークとメディアが擦れ合い研磨が行われます。研磨工程が簡単で、取扱いが非常に楽。価格もリーズナブルで、
世界でも一番使われているバレルと言っても過言ではありません。面の研磨や、光沢を求める部品には適した研磨方法です。

aftar
Bifor

aftar
Bifor

aftar

研磨前サンプル

鋳造後未研磨状態

Bifor

湿式バレル研磨 荒 ･ 中 ・ 仕 上 げ 研 磨 向 き 研 磨 機

湿式研磨方法は、磁気バレル研磨機とは全く違う研磨方法です。スチールメディアやプラスチックメディアと研磨液を使用し
研磨する研磨方法です。表面の荒削りから仕上げまでメディアにより幅広い研磨を可能にします。キャスト上がりや、バリ取りなどに
使われます。キャスト肌の表面を柔かく削り、その後の磨き工程を大変楽にしてくれる研磨機です。
キャスト製品などの磨き作業に絶大な力を発揮する研磨機です。荒れた地金肌の表面を研磨し、後の磨きが大変楽になります。
◆ 特 徴 ◆ ◇シルバーなどの大量な磨きがある場合など大幅に作業効率を上げることができます。
◇液が循環しながら研磨しますので液自体を分析に出すことが出来ます。地金の回収も心配なく研磨が出来ます。
◇いろいろな金属に対応できます。銀・金・プラチナ・チタン・ステンレス・銅など。

湿式バレルで研磨

使用メディア：プラスチック

乾式バレル研磨 鏡面仕上げ向き研磨機

乾式研磨は、乾式メディア（ウォールナッツ）などを使用して研磨す方法です。細かいキズなどを消す事が出来ます。
バフなどで磨き直しすることなく綺麗に研磨してくれ、キズが消え輝きが戻ります。金・銀・Pt・ステンなどいろいろな金属に使用
できます。パールや琥珀・ダイヤモンド・QZなどが付いている貴金属製品も宝石にダメージを与えることなく綺麗に研磨してくれます。
＃800程度仕上がった製品を本機で研磨すると鏡面仕上げになります。細かい指輪の傷なども消せ、鏡面仕上げに出来ます。
◆ 特 徴 ◆ ◇バフがけをする手間や技術や知識は全くいりません。初心者や上級者・プロ・アマ問わず簡単に鏡面磨きが出来ます。
◇いろいろな金属に対応できます。銀・金・プラチナ・チタン・ステンレス・銅など。
◇石がついていても、問題はありません。（パール・琥珀・ダイヤなど）

乾式バレルで研磨
使用メディア：ナッツ

研磨機･洗浄機･クリーニング

Ｏｔｅｃ研磨機
OtecのECO-miniは、ジュエリーの為に考えられた画期的な研磨機です。ドラム型や磁気型とは全く違いコストや時間の削減ができます。特殊のメディアを
使用する全く新しい研磨方法。ホコリなどが出ないため、店舗等でも使用できます。店舗や職人の必須アイテムになるでしょう。

Otec Eco-maxi

Otec Eco-mini

一台で３役。“Ｄｒｙ” “Ｗｅｔ” “磁気バレル” 研磨容量は
Eco-miniの倍以上。回転数も設定でき、デジタル表示。

鏡面仕上げ向き
研磨機

３種類のヘッドを替えるだけで乾式バレル(ｄｒｙ)湿式バレル(wet)
磁気バレルの三種類が使えるスーパーマシーン。磨き作業の
ＮＥＷマシーン。パワーも大幅にアップ。一度の研磨量もEco-min
iの倍以上。磁気バレルも３００ｇまで一度で研磨可能です。無断
変速式なので回転数も設定できます。磁器バレルの特徴は、回転数
も変えられ一定時間で回転が逆になる自動反転機能も装備。

コンパクトで、店舗
などでも使えるタイプ。
少量の磨きに最適。

254-201 Ｅｃｏ-ＭＡＸＩ Ｓｅｔ（エコマキシセット）

【電源】 100V 50/60Hz
【寸法】 W210×D225×H345mm 【重量】 4kg
【付属品】 : メディア（荒目/細目）各１ｋｇ
ポリッシングコンパウンド ２００ｇ

254-011 Otec ECO-mini DRY （ドライ）
Eco-Maxi set
総重量 約40ｋｇ

◇オプション
※単体での販売も行っております。

例：磁器バレルとＷＥＴのみのセットや磁器バレルのみなど。

出力
寸法
重量

ＤＲＹ（乾式研磨） ＷＥＴ（湿式研磨） 磁器バレル研磨
100V 50/60Hz 0.8kVA
W360ｘD350ｘH490 W360ｘD350ｘH490 W360ｘD350ｘH490
25kg
16kg
16kg

揺動式精密小型バレル研磨機

チップトン 磨

セラミックスやフェライトなど、欠けやすい材質には
回転速度が段階的に変速可能なPLCによるインバ
ーター制御が特に有効です。従来の遠心バレルは、
２次元水平（垂直）運動のため、ワークとメディアが
分離し、ワーク同士の干渉で打痕が多く発生してし
まいます。また、この分離現象により研磨効果が低
下し、研磨時間が長くなります。遠心揺動バレルは
斜め設置した４個のポットを、公転テーブルの上で
自転させた３次元相対運動により、『揺らぎ』現象を
生み出します。この揺らぎ＆遠心モーメントにより、
常にメディアがワー
AC100V
入力
クを包み込みます
750W
出力
ので、打痕傷が減
少・研磨時間の大
インバーター制御
変速式
幅な短縮が可能と 本体寸法 W640×D680×H970
なりました。
0～240回転/分
回転数
１.7L ｘ ４
バレル槽容量
150ｋｇ
重量

メーカー上代 \2,100,000 (税込 \2,205,000)
価 格

252-500 揺動式精密小型バレル研磨機 ＨＭ‐０５Ｒ
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リングホルダー（オプション）を使う事により、ｇが大きい
指輪も、指輪同士が、ぶつかり合うことなく研磨が可能。

高速式遠心バレル。
貴金属研磨に最適。指輪など鏡面研磨が
簡単に短時間で出来ます。
２槽タイプと４槽タイプの２種類あります。

メーカー上代 \559.700 (税込 \587,685)
価 格

252-401
チップトン 磨 ２槽式
メーカー上代 \1,110,700 (税込 \1,166,235)
252-40 0
チップトン 磨 ４槽式
２槽式
４槽式
単相100V 50/60Hz 三相200V 50/60Hz
入力
出力
300W
400W
なし
変速式
変速式
本体寸法 450W x400Dx 650H 600W x400Dx 650H
２９０r.p.m
0～290r.p.m
回転数
１.０L ｘ ２
１.０L ｘ ４
バレル槽容量

研磨機･洗浄機･ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
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磁気バレル用メディア
磁気バレル用ステンレスピン
磁気バレル研磨機用のワイヤータイプ
のメディア。サイズも豊富で用途に
合わせてお選び下さい。
※標準は、０．５φです。
細すぎるピンは細かい分部の
研磨には最適ですが、若干
研磨力が落ちます。

入数

太さ ｘ 長さ

太さ ｘ 長さ

入数

252- 176 ０.３φｘ５㎜
252- 177 ０.３φｘ５㎜

100ｇ \ 2 , 000( \ 2 , 100 ) 252- 180 ０.８φｘ５㎜
500ｇ \ 9 , 200 ( \ 9 , 660 ) 252- 181 ０.８φｘ５㎜

100ｇ \ 1 , 750( \ 1 , 837 )
500ｇ \ 8 , 050 ( \ 8,452 )

252- 178 ０.５φｘ５㎜
磁器バレル用 252- 179 ０.５φｘ５㎜

100ｇ \ 1 , 750( \ 1 , 837 ) 252- 172 １.０φｘ５㎜
500ｇ \ 8 , 050 ( \ 8,452 ) 252-174 １.０φｘ５㎜

100ｇ \3,300 ( \3,465 )
500ｇ \13,000 ( \13,650 )

磁気バレル用ラフステンレスボール

磁器バレル用

ラフステンレスボールを入れる事により、ピンタイプ光沢率がよくなります。
ピンタイプと混ぜてお使い下さい。
標準タイプは１．２φです。
入数
直 径
小さいタイプですと、細かい分部に
50ｇ \5,0 00 (\5,250)
０.５φ
252-10 1
最適ですが、石枠の隙間などに
250ｇ \ 11 , 790 (\ 12 , 379 )
０.５φ
詰まることが有ります。
252-102
500ｇ \ 21 , 240(\ 22 , 302 )
０.５φ
252-103

直 径

入数

252-10 4
252-105
252-106

０.８φ
０.８φ
０.８φ

50ｇ \ 4 , 3 00 (\4,515)
250ｇ \ 9 , 450 (\9,922)
500ｇ \1 7 , 010 (\17,860)

252-109
252-110
252-111

１.２φ
１.２φ
１.２φ

50ｇ \ 2 ,900 (\3,045)
250ｇ \6, 480 (\6,804)
500ｇ \1 1 , 700 (\12,285)

回転タンブラー用スチールメディア
回転タンブラー研磨機用 スチールメディア。
６種類の形状があり、用途に合わせて使用します。
始めてお使いの場合は、メディアミックスセットをお勧めいたします。

回転タンブラー用

252-325
252-326
252-327
252-328

スチールメディア ラウンド 3.18mm 500g
スチールメディア ラウンド 3.18mm 5Kg
スチールメディア ラウンド 4.76mm 500g
スチールメディア ラウンド 4.76mm 5Kg

\1,970 (\2,068)
\13,810 (\14,500)
\1,590 (\1,669)
\11,170 (\11,728)

オーバル 3.18mm

ラウンド 3.18mm / 4.76mm

円錐 3.18mm

252-331 スチールメディア 円錐 3.18mm 500g
252-332 スチールメディア 円錐 3.18mm 5Kg

\4,060 (\4,263)
\28,430 (\29,851)

252-333 スチールメディア 台形 3.18mm 500g
252-334 スチールメディア 台形 3.18mm 5Kg

\3,620 (\3,801)
\25,390 (\26,659)

研磨機･洗浄機･クリーニング

252-329 スチールメディア オーバル 3.18mm 500g \3,480 (\3,654)
252-330 スチールメディア オーバル 3.18mm 5Kg \24,370 (\25,588)

252-335 スチールメディア ピン 1.6ｘ7.14mm 500g \5,800 (\6,090)
252-336 スチールメディア ピン 1.6ｘ7.14mm 5Kg \40,620 (\42,651)
252-337 スチールメディア ピン 3.18ｘ9.53mm 500g \4,930 (\5,176)
252-338 スチールメディア ピン 3.18ｘ9.53mm 5Kg \34,530 (\36,256)
ピン 1.6ｘ7.14mm / 3.18ｘ9.53mm

台形 3.18mm

メディアミックスセット

252-339 スチールメディア ミックスセット 500g
252-340 スチールメディア ミックスセット 5Kg

\4,640 (\4,872)
\32,500 (\34,125)

回転タンブラー用 オーテック用メディア
回転タンブラー用
254-101 DRY用ウォールナッツ H1/100 1kg \1,500 (\1,575)
ジュエリーに最適なメディア。湿式用バレルのメディアです。鋳造後などに使うタイプです。
254-105
DRY用ウォールナッツ H1/500 1kg \1,500 (\1,575)
KX10
PX10
KO10
PO10

湿式用メディア（オーテック ウェット用）

254-160 WET用プラスチック KO10 ブルー 1kg \2,500 (\2,625)
254-165 WET用プラスチック PO10 ブルー 1kg \2,500 (\2,625)
254-150 WET用プラスチック KX10 ホワイト 1kg \2,800 (\2,940)
254-155 WET用プラスチック PX10 ホワイト 1kg \2,800 (\2,940)

磁器製のメディア
最終磨きに最適なメディアです。光沢用に使うことでよりよい研磨を実現します。
#1010コンパウンド液で使うことによりより良い光沢得ることが出来ます。

乾式用メディア（オーテック ドライ用）
ジュエリー研磨専用の乾式用バレルのメディアです。
コンパウンドが染み込んでいます。

H1/100
252-342
252-343

PSB-24 セラミック (球) 1.6Ф 1kg

252-344

回転タンブラー用

H1/500

252-342
252-343
252-344
252-345

磁器製メディア 台形 8x5 450g
磁器製メディア ラウンド 4㎜ 450g
磁器製メディア ラウンド 6㎜ 450g
セラミックボール 1.6㎜ 1kg PSB-24

\1,200 (\1,260)
\1,500 (\1,575)
\1,600 (\1,680)
\1,500 (\1,575)

254-101 DRY用ウォールナッツ H1/100 1kg \1,500 (\1,575)
回転タンブラー用 254-105 DRY用ウォールナッツ H1/500 1kg \1,500 (\1,575)

磁気バレル用コンパウンド
磁気バレル研磨機専用の
液体コンパウンド。
研磨能力を大幅にアップします。
50倍～100倍に薄めて使用します。
脱脂剤は、ピンが汚れた時等に使います。磁器バレル用

252-1 85
252-1 86
252-1 87
252-1 88

バレル用液体コンパウンド 100ｍｌ \800 (\840)
バレル用 液体コンパウンド 500 ml \2,000 (\2,100)
バレル用液体コンパウンド 1ℓ \3,000 (\3,150)
バレル用液体コンパウンド 18ℓ \26,400(\27,720)

252-205 バレル用液体脱脂剤 250 ml \2,500 (\2,625)

粉状コンパウンド
※磁気バレル研磨機全機種用。

粉末タイプのバレル用コンパウンド。
水に混ぜて使用します。アメリカやヨーロッパなど
で一番使われているコンパウンドです。

磁器バレル用

252-351 RM 粉末バレルコンパウンド \1,200 (\1,260)
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回転タンブラー用 オーテック用メディア
750 コンパウンド：世界で使われている人気のコンパウンド。
＃750コンパウンドはスチールメディアの添加剤として良くつかわ
れるパウダーです。スチールメディアの潤滑剤として錆とくもりを防
ぎます。使用しないときにスチールメディアの保存時に使われます。
910のコンパウンドと混ぜて使用する事によりより良い研磨を実現。
30g～90ｇのコンパウンドと3.8Lの水を混ぜ合わせてください。

ロマノフfs #1010液体コンパウンドは、
すべてのタンブリング操作で洗浄と
カット・ダウン向けです。
それは、陶器、プラスチックと
合成メディアの利用向けです。
それは、ピュータを含むすべての
金属のために素晴らしいです。
3.8Lの水に30mlの#1010を混ぜて
ください。

910 コンパウンド：世界で使われている人気のコンパウンド。
スチールメディアと陶器製のメディアを使用する際に使います。
研磨できる金属（銀、金、真鍮、銅、ピュータ）も豊富で幅広く
使用できます。濃縮タイプで経済的なコンパウンドです。
30g～90ｇのコンパウンドと3.8Lの水を混ぜ合わせてください。

回転タンブラー用
コード

商 品 名

税抜価格(税込)

コード

商 品 名

税抜価格(税込)

回転タンブラー用
コード

商 品 名

税抜価格(税込)

252-360 タンブラー用コンパウンド 750 450g \1,600 (\1,680) 252-361 タンブラー用コンパウンド 910 450g \1,800 (\1,890) 252-362 液体万能コンパウンド #1010 500g入 \2,000 (\2,100)
252-3602 タンブラー用コンパウンド 750 22kg \40,000(\42,000) 252-3612 タンブラー用コンパウンド 910 22kg \40,000(\42,000) 252-3622 液体万能コンパウンド #1010 3.8Kg入 \9,000 (\9,450)

回転タンブラー用コンパウンド

Ｏｔｅｃ コンパウンド

バレル用コンパウンド SPD

スチールボール専用 ※錆とり、及び黒皮の除去！
水1Ｌに対して20ｇ<200ｇ入> (2～5分空回し→水洗)

バレル用コンパウンド パナクリンA

スチールボール専用SPDの後の脱脂洗浄剤！
水1リットルに対して30ｇ<300ｇ入>
(2～5分空回し→水洗)

回転タンブラー用

回転タンブラー用

研磨機･洗浄機･クリーニング

バレル用コンパウンド ラスC

コード

商 品 名

税抜価格(税込)

◎スチールボール専用光沢液
水1リットルに対して30～50cc(5～10分空回し→水洗) 252-355 バレル用コンパウンド SPD \720
<500ｇ入>
252-356 バレル用コンパウンド パナクリンA \720

バレル用コンパウンド SLA

(\756)
(\756)

コード

商 品 名

税抜価格(税込)

254-135 乾式用ポリッシングペースト 110ｇ \2,000(\2,100)
254-136 乾式用ポリッシングペースト １Kg \3,980(\3,129)

252-357 バレル用コンパウンド ラスC \2,040 (\2,142)
254-185 湿式用液体コンパウンド SC5 1L \1,980 (\2,079)
252-358 バレル用コンパウンド SLA \2,300 (\2,415)

◎スチールボール専用防腐液
原液使用 <1リットル入>

ハイパワースチーム洗浄器
スチーム洗浄機とは、蒸気（スチーム)による高温と高圧力で落ちにくいバフカスや油脂分を一瞬にして吹き飛ばします。従来、銀製品などを
長時間超音波洗浄器などにかけると傷やくすみ、水染みなどが発生してしまいました。スチーム洗浄機は、そんな悩みも解消します。
石枠と石の取れないバフカスも一発洗浄。世界のジュエリー加工工場では、スチーム洗浄機は頻繁に使われています。
こんな洗浄にスチームは最適。
●銀製品など、超音波洗浄機に長時間かけるとキズやくもり、しみなどが発生してしまうもの。 ●細部に詰まったしつこいバフカス。
●メッキ作業前の脱脂洗浄。 ●完成商品(小売店等)のくもりの除去。 ●サンドブラスト後の洗浄等

スチームクリーナー
ＭＲＳ-150α

スチーム洗浄機 MRS-1

ＭＲＳ-1の5倍の持続力を
誇る、高圧スチームクリーナー。
発熱量が高いので、
高密度のスチームを
長時間噴射できます。
日本製のスチーム洗浄器。
スチームの噴出口が外せる為、
手に取って使用も可能です。
電

源

100V 50/60Hz 15A 5Kg

4L

電

外 寸 法

圧力 タンク 温 度

タンク

140℃ 270W×265D×450H 9.3Kg

圧力

外 寸 法

重量

無段階 450W×630D×930H 67Kg

メーカー上代 \170,000 (税込 \178,500)
価格(税込)

商 品 名

\153,000
251-511 強力スチーム洗浄 器 MRS-1 税込
(\160,650)

スチーム洗浄機 ZJP-4

源

三相200Ｖ 最大6.6kW 3-6Kg

重量

価 格

251-513 高圧スチームクリーナー MRS-150α

簡易スチーム洗浄機

スチーム洗浄機 TH500

洗浄スチームクリーナー
BS-06816
コンパクトでパワーのある洗浄スチーム
クリーナーです。
頑固な汚れを綺麗に取ります。
付属品

遂に出た!!
低価格でハイパワー。
しかも、ハンドノズルタイプ。

電

源

洗浄用カゴ,ピンセット,
軽量カップ,注入ジョウロ

タンク 圧力

100V 50/60Hz 1600W 4L

重量

5bar 5.0Kg

メーカー上代 \58,000 (税込 \60,900)

251-560 スチームクリーナー ZJP-4

79

電

源

タンク

外 寸 法

重量

100V 50/60Hz 10A 226cc 155W×260D×270H 2.0Kg

メーカー上代 \17,800 (税込 \18.690)

251-540 スチームクリーナーBS-06816

メーカー上代 \140,000 (税込 \147,000)

251-530 強力スチーム洗浄機 TH500
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強力型洗浄器 シーシャインシリーズ
強力型、宝飾用超音波洗浄器 シーシャインシリーズ。
ヒーターが標準装備の為、高い洗浄能力を発揮します。
用途に合わせて使える３タイプの洗浄器。

総務省指定

シーシャイン ミニ

シーシャイン
仕 様
STU-12
型 式
AC100 50/60Hz
入 力
120W
消費電力
28 k Hz
超音波周波数
ヒーター温度
６０～７０℃
タイマー
無し
槽の中の寸法 150W×140D×70H
外 寸 法 180W×170D×175H
1.2㍑
容 量

メーカー上代 \24,900 (税込 \26,148)

ハイパワー型超音波洗浄器。
ヒーター付きでハイパワーのため素早くバフ粉なども落とせます。
ヒーター＆タイマー付で低価格、槽も大きい3.3リットル。
ステンレス蓋も付いています。

251-001 S&F シーシャイン ミニ STU-12 \22,410 (\23,530)

研磨機･洗浄機･クリーニング

ハイパワー型卓上小型超音波洗浄器。
パワーがアップし、バフ粉などもすばやく落とします。
ヒーター付で超低価格。蓋も付いてます。

仕 様
STU-33
型 式
AC100 50/60Hz
入 力
200W
消費電力
28 k Hz
超音波周波数
ヒーター温度
６０～７０℃
0-30分
タイマー
槽の中の寸法 240W×140D×100H
外 寸 法 265W×165D×245H
3.3㍑
容 量

メーカー上代 \43,900 (税込 \46,095)

251-003 S&F シーシャイン STU-33

\39,510 (\41,485)

シーシャイン デラックス
超ハイパワー型超音波洗浄器。
ヒーターは温度設定可能。
３０分タイマー付。
価格を下げて新発売。
槽も大きい１０ﾘｯﾄﾙ。
ステンレス蓋も付いています。
ドレインコック（水抜き）付き。

仕 様
STU-100
型 式
AC100 50/60Hz
入 力
400W
消費電力
28 k Hz
超音波周波数
ヒーター温度
０～100℃
0-30分
タイマー
槽の中の寸法 295W×240D×150H
外 寸 法 325W×265D×385H
10.0㍑
容 量
メーカー上代 \140,000 (税込 \147,000)

251-005 S&F シーシャイン DX STU-100 \120,000 (\126,000)
※超音波洗浄器の使用する際の注意点。
洗浄器（１０kHz以上かつ高周波出力が５０Wをこえる洗浄器）を使用する場合、総務省に 高周波利用設備許可申請
という申請書をお客様が提出し許可を受けなければ使用できません。
※型式指定の許可番号を取得している洗浄器は総務省から認可を受けているため申請の必要はありません。
国から型式指定をうけていない機器を使用する際に国に申請をしないで使用すると電波法違反となり機器の
使用停止、罰金などの罰則があります。 ご注意下さい。
シーシャインは総務省からの型式指定の認可を受けていますので、高周波利用設備許可申請をする必要がありません。

超音波洗浄器アースショック

タイマー、温度共にデジタル表示機能を搭載し、とんでもない
価格帯で新登場の超音波洗浄機が出ました。
通常この価格帯の超音波洗浄器ではヒーター機能が
搭載されていないのが現状ですが、このアースショック
は低価格にもかかわらず、ヒーター機能も完備の優れ
もの。しかもデジタル表記だからとっても見やすい。

ソニッククリーナー
音波のミクロ振動による優れた洗浄力!!
貴金属、アクセサリー、デンチャー等、
ブラシの届きにくい部分の洗浄に効果的です。
軽量、コンパクトで、コードレス設計。
単三電池２本のコードレスタイプ。
1日５分の使用で1ヵ月使えます。

仕様
【寸法】本体 巾176×奥行163×高さ217mm、
洗浄槽 巾150×奥行140×深さ100mm
【重量】２．３ｋｇ
【消費電力】ＡＣ１００Ｖ－１１０Ｗ（内ヒーター６０Ｗ）
【超音波周波数】２８ｋＨｚ 【振動素子】５０Ｗ
本体及び洗浄槽の材質は１８－８ステンレス。
水温は７０℃まで５℃刻みで調整可能。洗浄時間
は３０分まで５分刻みで調整可能。

洗浄ケースは取り
外して丸洗い出来ます。
コード

251-0 07 超音波洗浄器アースショック mini

￥12,800 （\13,440）

商 品 名

251-013 コンパクトソニッククリーナー

税抜価格(税込)

\1,200 (\1,260)
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卓上小型洗浄器 スーパーブライト

卓上小型洗浄器 VS-25
小型の低価格洗浄器です。
貴金属の洗浄からメガネなどまで
簡単な洗浄にOKです。
オートオフ機能付き。

仕 様
VS-25
型 式
AC100 50/60Hz
入 力
25W
消費電力
40kHz
超音波周波数
ヒーター温度
無し
5分
タイマー
80φ×56H
槽の中の寸法
外 寸 法 127W×165D×107H
720ｇ
重 量

槽内

仕 様
CD-2800
型 式
AC100 50/60Hz
入 力
35W
消費電力
42kHz
超音波周波数
ヒーター温度
無し
3分
タイマー
槽の中の寸法 150W×95D×50H
外 寸 法 200W×125D×140H
780ｇ
重 量

メーカー上代 \8,800 (税込 \8,190)

251-051 ｳﾞｪﾙｳﾞｫ 超音波洗浄機 VS-25 \7,920 (\8,316)

35Wの高出力。
小型でパワーも十分。
メガネや宝飾品などの汚れを
スピーディーに落とします。
オートタイマー、LEDランプ点灯装置なども
付いています。

251-021 スーパーブライト洗浄器

\4,150 (\4,378)

ヴェルヴォクリーア 超音波洗浄器
近接2周波発振と高ワット密度で超洗浄力。発振回路を遮蔽しており冷却ファン装備
で連続運転可能。 板厚は従来品の2倍、クロームメッキ処理により振動板の耐久性
仕 様
が向上しました。

本体は耐薬品性に優れたPBT樹脂、洗浄槽にステンレスを
採用、耐久性もアップしました。宝石だけでなく、メガネ洗浄
もオプション不要で洗浄できます。

VS-01RD
VS-02RD
型 式
AC100 50/60Hz
AC100 50/60Hz
入 力
200VA
400VA
消費電力
発振周波数 24/31ｋHz 近接2周波 24/31ｋHz 近接2周波
ヒーター温度
常温～70℃
常温～70℃
1～30分
1～30分
タイマー
槽の中の寸法 150W×90D×100H W150×D150×H200
外 寸 法 152W×170D×200H W152×D230×H300
4.0kｇ
7.0kｇ
重 量

研磨機･洗浄機･クリーニング

仕 様
VS-70RS1
型 式
AC100 50/60Hz
入 力
70W
消費電力
40kHz
発振周波数
ヒーター温度
無し
30分
タイマー
槽の中の寸法 160W×70D×60H
外 寸 法 200W×193D×160H
1.5kｇ
重 量

メーカー上代 \150,000(税込 \157,000)

251-082 ｳﾞｪﾙｳﾞｫ 超音波洗浄器 VS-01RD
メーカー上代 \200,000(税込 \210,000)

メーカー上代 \39,800(税込 \41,790)

251-080 ｳﾞｪﾙｳﾞｫ 超音波洗浄 器 VS-70RS1

251-083 ｳﾞｪﾙｳﾞｫ 超音波洗浄 器 VS-02RD

KAIJO 超音波洗浄器 クリンパレス
名称

カイジョーのハイパワーセパレートタイプ。
★発振装置と洗浄槽を用途に合わせ組み合わせる
ことができるセパレートタイプ。
★洗浄力を高めるハイテクノロジーを凝縮。

５３４１ｉ

６３４１ｉ

７３４１ｉ

AC100 50/60Ｈｚ

出 力

200Ｗ

消費電力

５Ａ

400Ｗ

600Ｗ

1200Ｗ

７Ａ
６Ａ
２８kHz ±７％

周波数

洗浄槽

発振装置

４３４１ｉ

電 源

12Ａ

自動追尾Ｐ.Ｌ.Ｌ方式（手動切替付）
周期１～５ｓｅｃ（連続可変）

周波数調整
パルス発振機構
出力表示

７点ＬＥＤ型レベルインジゲータ

外寸法

230ｘ380ｘ164 320ｘ470ｘ164 320ｘ470ｘ164 400ｘ505ｘ172

重量

6ｋｇ

12ｋｇ

12ｋｇ

20ｋｇ

コード

251-106
251-107
251-108
251-109
\286,000
\308,000
\506,000
\176,000
メーカー上代
税込 \ 184,800 税込\300,300 税込 \323,400 税込 \531,300
販売価格はお問合せください｡
標準型洗浄槽

強力型洗浄槽
名称

４３９０

５３９０

６３９０

名称

７３９０

４３９９

５３９９

６３９９

７３９９

外寸法

200ｘ220ｘ352 230ｘ320ｘ402 270ｘ370ｘ402 410ｘ420ｘ402

外寸法

200ｘ200ｘ352 230ｘ320ｘ402 340ｘ345ｘ402 500ｘ500ｘ452

槽内寸法

130ｘ150ｘ199 160ｘ250ｘ249 200ｘ300ｘ249 340ｘ345ｘ249

槽内寸法

198ｘ198ｘ199 247ｘ317ｘ249 337ｘ342ｘ249 496ｘ496ｘ298

容量

8L

コード

251-110
\121,000

18L
251-111
\209,000

42L

容量

8L

251-113
\414,000

コード

251-114
\160,000

24L
251-112
\275,000

メーカー上代 税込 \127,050 税込 \219,450 税込 \288,750 税込 \462,000

19L
251-115
\209,000

29L
251-116
\275,000

73L
251-117
\414,000

メーカー上代 税込 \168,000 税込 \219,450 税込 \288,750 税込 \462,000

国産ポータブル洗浄器
高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、宝石業界だけでなく、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。
発信周波数も貴金属製品に最適の28kHzを採用、付属品も充実しています。また国産なので、メンテナンスも対応しやすく安心してご利用頂けます。
※AU-50CPと80CPは、従来品をパワーアップしたタイプです。
ＡＵ-12Ｃ
ＡＵ-50ＣＰ
ＡＵ-80ＣＰ
200W/28kHz
300W/28kHz
出力/周波数 75W/28kHz
槽内寸法 150×135×65mm 300×150×150mm 300×235×150mm
重量/外寸 2.3㎏/175×160×175 6.0㎏/325×175×270 7.3㎏/325×265×275
15分又は連続タイマー
15分又は連続タイマー 15分又は連続タイマー
機能
サーモ付ヒーター
サーモ付ヒーター
フタ・洗浄カゴ
フタ・洗浄カゴ・排水ホース フタ・洗浄カゴ・排水ホース
付属品

希望小売価格 \34.800 (税込 \36,540)
商 品 名

251-025 Aiwaポータブル超音波洗浄器 AU-12C
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価 格

\33,060

税込(\34,713)

ＡＵ-12Ｃ

ＡＵ-50ＣＰ

希望小売価格 \110，000 (税込 \115,500)
商 品 名

価 格

ＡＵ-80ＣＰ

希望小売価格 \135,000 (税込 \14,1750)
商 品 名

価 格

\10,4500 251-027 Aiwaポータブル超音波洗浄器 AU-80CP \128,250
251-026 Aiwaポータブル超音波洗浄器 AU-50CP 税込
(\10,9725)
税込(\134,662)
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強力超音波洗浄機 SCシリーズ

2クリーン TC-A10

貴金属洗浄に最も適した
周波数28kHzを採用。

超音波洗浄と電解光沢洗浄を1台で
行える洗浄機です。

強力BL振動子により発振され
る超音波はバフカス等のしつ
こい汚れ落としや、石留めの
チェックに最適です。
SCシリーズは、オールステンレ
スで、抜群の耐久性があり、
液温90℃での連続使用が可能
です。

SC-10A
SC-20A
200W/28kHz
出力/周波数 100W/28kHz
槽内寸法 200×160×100mm 270×210×155mm
重量/外寸 7㎏/220×220×250 11㎏/300×250×330
機能
30分タイマー、出力調整機能
希望小売価格 SC-10A \125,000(税込 \131,250) SC-20A \185,000(税込 \194,250)
商 品 名
税抜価格(税込)
コード

効果
電解電流/超音波出力
タイマー
洗浄槽寸法

251-030 サン電子強力超音波洗浄器 SC-10A
251-031 サン電子強力超音波洗浄器 SC-20A

洗浄器用ピンセット

253-075 ２クリーン TC-A10

洗浄カゴ

\500

税込(\525)

ハンガースタンド

251-327 洗浄用ガラスカップ（網付） #589

\850

税込(\892)

洗浄カゴ

どの位置からでも洗浄
OK。高さ調節スライド式
（自由自在）
横（引っかけ棒）も
スライドします。

ハンガースタンド BA-25

\4,900

税込(\5,145)

251-325 クリーニングバスケット #584A

\530

税込(\556)

浮く洗浄カゴ
洗浄の際に使用するステン
レスカゴです。
使いやすい作りになって
おります。

サイズ
土台：160ｘ55mm
全高：240～400mm
重量：800ｇ
※洗浄フックは別売り。

251-322

クリーニングバスケット

研磨機･洗浄機･クリーニング

251-331 洗浄用ピンセット ゴム付 #102

コード

２クリーン TC-A10
貴金属の電解及び超音波洗浄
1A/55W
電解3秒、超音波３分
185×107×75mm
希望小売価格 \98,000 (税込 \102,900)
商 品 名
税抜価格(税込)

浮く 洗浄カゴ No.H154
プラスチック製のアミ状のカゴと浮きのセットです。
超音波洗浄機で使用します。カゴが浮くので洗浄
中にカゴを持っておく必要がありません。
またプラスチック製のカゴなので洗浄物にダメージ
を与えません。

オリジナルの洗浄カゴの制作出来ます。
1個から理想のサイズで制作可能です。

251-330 ステンレス洗浄カゴ φ６０ #1620

\960

税込(\1,008)

251-308

Harp 浮く洗浄カゴ H154

\980

税込(\1,029)

温度管理／サーモ

パイプヒーター
ヒーターが無い洗浄器などの水温を上げるために
よく使われます。

温度管理無し

温度管理付

デジタルファインサーモ
●接続は簡単
ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度
コントロールができます。
●操作も簡単
操作するスイッチは、温度設定
の上昇スイッチと下降スイッチ
の2つのみ。（あとはマイコンが
自動操作をしてくれます）

コンセントとパイプヒーターの間に取り付ける電圧
調整器です。３００W以上のパイプヒーターに取付け
られるタイプです。ファインサーモは温度管理も正確
に行えます。
エレクトロスライダー

ファインサーモ

使用例
ヒーター類

※温度センサーが付いていませ
んので別途温度センサーが必要。

温度設定：50～320℃
必要水深：3cm以上
電熱容量：130φ500W
/190φ1000W
温度精度：±10℃

\6,300

251-351 投込みパイプヒーター 300W

税込(\6,615)

251-352 投込みパイプヒーター 500W

税込(\7,193)

251-353 投込みパイプヒーター 1000W

税込(\8,348)

\6,850
\7,950

\34,000
251-355 投込みヒーター温度管理付 130φ 税込
(\35,700)
251-356 投込みヒーター温度管理付 190φ \38,000
税込(\39,900)

コンセントに
付ける電圧調整器
です。温度表示はありません。
付属センサー 電源

ロングセラーの、

0℃～750℃
温度設定範囲
小型温度コントローラー。
－9℃～800℃
温度表示範囲
小型で正確な温度管理が
DGC1151
DGC2151
型番
できます。0 ～ 100℃
単相100V（50/60Hz） 単相200/220V（50/60Hz）
入力電圧
1.5kW（抵抗負荷）
3kW（抵抗負荷）
最大負荷
0℃～750℃
温度設定範囲
251-422
ファインサーモ
ON/OFF制御
制御方式
Kタイプ熱電対（付属品）
センサー
注文コード
251-415
251-416
価 格
\12,000 (税込\12,600) \12,000 (税込\12,600) 251-421 エレクトロスライダー

\14,700

税込(\15,435)

\7,800

税込(\8,190)
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洗浄器用フック
超音波洗浄器に使うフックです。
指輪などの洗浄用に大変便利。
ゴムカバーしてある為製品に傷を
付ける事無く洗浄出来ます。

16個用

32個用

\600

251-310 S&F 超音波洗浄器用 フック 小

251-311 S&F 超音波洗浄器用 フック 大

税込(\630)

10個用

6個用

研磨機･洗浄機･クリーニング

251-316 円型ボックス型洗浄ハンガー ６掛

税込(\2,100)

\750

251-312 洗浄器用 デラックス フック

税込(\840)

税込(\1,176)

251-328 洗浄機用フック ７２個用 #596

税込(\787)

\2,000

20個用

\1,120

251-305 超音波洗浄機用 １０個用フック

\800

\700

税込(\735)

251-315 三角ボックス型洗浄ハンガー ２０掛

251-332

洗浄器用 フック １２個用

\2,900

税込(\3,045)

\600

税込(\630)

超音波洗浄器用洗浄液
バイオリーフ
バフカスをメインとした油脂分や磨きの際に付着する
金属片などを、落とす洗浄液です。
超音波洗浄器を使用することによってより効果的です。
濃縮タイプなので１０～２０倍程度に希釈してご使用
下さい。

とにかく強力、長持ちパワー。
洗浄器用洗浄剤。5～20倍に薄めて
使用します。浸けおきだけでも、
研磨剤等のしつこい油性の汚れを分解。

251-149 バイオリーフ

\1,800

税込(\1,890)

No.1 バフカスクリーナー
251- 147 超音波専用液 メガオチ 200 ml

PMC-10
貴金属用洗浄液。洗浄と製品に
光沢を与える洗浄液。
５～１０倍に薄めて使用します。

\600

税込(\630)

\1,980

251- 146 超音波専用液 メガオチ １㍑

税込(\2,079)

251- 145 超音波専用液 メガオチ 20㍑

税込(\29,610)

\28,200

BF-20
強力型の洗浄液。
バフカスや研磨剤の残りも
バッチリ洗浄。
水で２０～３０倍に薄めて
使用します。

バフ掛け時に頑固に付着した研磨
剤を、スピード洗浄します。貴金属
を腐蝕させることもなく、引火性もあ
りません。１０倍～２０倍の水でうす
めてから、超音波洗浄器に入れて
ご使用ください。

251-2 70 洗浄液 パワフルクリーン １L

\2,000

税込(\2,100)

パワフルクリーン
宝石、貴金属製品の艶出しから
バフカスまでしっかり洗浄。
北米の針葉樹から抽出したトールオイル
を主成分とする環境を配慮した高機能
の超音波洗浄液。驚異の脱脂力と洗浄
力を持っているのでジュエリーや貴金属
製品の洗浄に最適。
ベトツキもなく自然に優しい洗浄液。
\2,100 251-155 ｳﾞｪﾙｳﾞｫ 洗浄液 BF-20 １㍑ \2,300
251-152 ｳﾞｪﾙｳﾞｫ 洗浄液 PMC-10 １㍑ 税込
(\2,205)
税込(\2,415)
\31,000 251-156 ｳﾞｪﾙｳﾞｫ 洗浄液 BF-20 20㍑ \34,000
251-153 ｳﾞｪﾙｳﾞｫ 洗浄液 PMC-10 20㍑ 税込
(\32,550)
税込(\35,700)
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251-276 洗浄液 パワフルクリーン １L

\2,100

税込(\2,205)
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イオン洗浄機 Ｓｐｅｅｄ Ｂｒｉｇｈｔ
金、銀製品の酸化による変色をわずか数十秒で地金のへりなく新品同様の輝きに戻ります。ダイヤ、サファイヤはもちろん、半貴石、パールなどのついた
製品もそのままでOK!! 店頭や在庫の商品管理の必需品。弱アルカリ性ですので安心してお使いいただけます。
SPEED BRITE 100
SPEED BRITE 200
SPEED BRITE 309
小型のスピードブライト。
お店から自宅の使用まで
大きな製品やなどに最適なビックサイズ。
自宅や、出先での使用にGOOD！！
幅広く使えるスタンダードマシーン。
槽内容量：1000cc
槽内容量：178cc
槽内容量：355cc
サイズ: 270 x 170 mm
サイズ: 100 x 125 mm
サイズ: 144 x 144 mm
付属品
付属品
付属品
専用洗浄液 946cc 1個
専用洗浄液 118cc 1個
専用洗浄液 946cc 1個
電源：100V
電源：100V
電源：100V

専用洗浄液
GEMSparkle
940cc

商 品 名

商 品 名

価 格

商 品 名

価 格

価 格

\11,220 253-081 イオン洗浄機 Ｓｐｅｅｄ Ｂｒｉｇｈｔ 200 \18,460 253-082 イオン洗浄機 Ｓｐｅｅｄ Ｂｒｉｇｈｔ 309 \23,000
253-080 イオン洗浄機 Ｓｐｅｅｄ Ｂｒｉｇｈｔ 100 税込
(\11,781)
税込(\19,383)
税込(\24,150)
253-084 Ｓｐｅｅｄ Ｂｒｉｇｈｔ用洗浄液 GEMSparkle 940cc

\2,500

税込(\2,625)

商品名

リシャイナーα

銀及び貴金属の変色の除去及びつや出し 銀以外の貴金属の変色の除去及びつや出し

効 果

変色した貴金属製品を新品同様の輝きに戻す。

機 能

ＩＣコントローラ式、タイマー内蔵（５～１５秒）自動電流制限式

共通付属品

270ｘ200ｘ130㎜

253-053

電ピカ（色調回復電解洗浄器）
酸化変色した貴金属製品を電気化学的に数十秒
にして新品同様の光沢色調にする
電解洗浄器です。酸化変色膜のみに作用し、
貴金属地金を研磨するものではありませんから、
地金の減りはまったくありません。
【寸法】 巾９０×奥行１１５×高さ１２５ｍｍ
単３乾電池４本使用（乾電池は付属していません）

銀の魔法瓶

(税込\36,750)

リシャイナー E

\78,000 (\81,900)

イオン洗浄機 テリスター
日本製の洗浄機。
金製品の酸化による変色をわずか数十秒
で地金のへりなく新品同様の輝きに。
ダイヤ、サファイヤはもちろん、半貴石、パール
などのついた製品もそのままでOK! 店頭や在庫
の商品管理の必需品。
銀製品の艶出しには使用できません。
※琥珀には使用できません。

【製品仕様】
電源 ： AC100V
本体寸法：165ｘ140ｘ120㎜
槽内寸法：135ｘ85ｘ120㎜

253-087 電ピカ No.H135
\35,000

\88,000 (\92,400)

253-061 リシャイナー 銀用光沢液 １ﾘｯﾄﾙ \2,000 (\2,100)
253-062 リシャイナー 金用光沢液 １ﾘｯﾄﾙ \1,500 (\1,575)

銀用光沢液

銀の魔法瓶

リシャイナーα

メーカー上代 \78,000 (税込 \81,900)

300ｘ200ｘ100㎜

シルバー専用電解洗浄機。
シルバーアクセサリーからスプーンやフォーク等
の銀食器まで可能ですので、レストランでも使用
されております。いろいろな場所で使用されている
普及製品です。
単三電池2本の電解システム。
内容：ガラス製電解槽、ステンレス製受皿、
エレキ棒、電解液（シルバーブライト）1リットル、
シルバーライトS 100ミリリットル、単三電池2個
サイズ：高220×140φ

251-085

253-051

ステンレスポット、ワニ口コード、Ｌ字ワニ口、ポリ500ccビーカー、ステンレスフック金用光沢液

その他付属品

メーカー上代 \88,000 (税込 \92,400)

リシャイナーE

用 途

寸 法

研磨機･洗浄機･クリーニング

イオン洗浄機 リシャイナー シリーズ
◆リシャイナーα
取り除きが困難だった、銀製品の変色（黒ずみ）をわずか１５秒で地金の減り無く新品同様の光沢を蘇らせます。
また、金用光沢液に変える事により他の貴金属の変色層も取り除きます。
◆リシャイナーE
１８金等の貴金属は、わずか２ヶ月で表面に酸化皮膜が成長し
変色して光沢を失います。本気は、この変色層をわずか１０秒
で破壊し、簡単に新品同様本来の輝きを戻します。※パールは、
1分以上浸けないで下さい。 琥珀は使用できません。
◆両機種
ダイヤ、サフォイヤはもちろん、半貴石、パールなど
のついた製品もそのままでOK!! 店頭や在庫の商品
管理の必需品。
弱アルカリ性ですので安心してお使いいただけます。

253-088 電ピカ液 No.H136

\5,681

253-071 テリスター

(税込\14,700)

\1,112

253-073 テリスター 光沢液 １ﾘｯﾄﾙ

(税込\1,260)

(税込\5,965)
(税込\1,167)

\14,000
\1,200
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セーム皮

ジュエリーウルトラクロス

宝石から貴金属、めがね、時計、美術品などの
汚れを除去します。拭き傷は残しません。
セーム皮は何度も洗って繰り返し使えます。
多少の傷などは、セーム皮にウィノールなどを
付けて磨いて下さい。

\250

851-352 セーム皮 １５０×１５０
851-353 セー ム 皮 ３００×３００ 変形

プラチナクロス

ジュエリー用の研磨クロス。
ジュエリーのメンテナンスに最適なクロス。
他社のクロスよりソフトに出来ていて最終の
ツヤ出しに最適です。
Pt・銀・金・WGに最適
な研磨剤で作られて
います。

プラチナ用に作られた、
研磨クロス。
さっと拭くだけで新品同様の
輝きに戻ります。

サイズ：150ｘ150㎜

サイズ：125ｘ195㎜

税込(\262)

\1,600

税込(\1,680)

\180

851-320 ジュエリーウルトラクロス

税込(\189)

日本では定番の研磨クロスです。
銀・金製品をさっと拭くだけで、
新品同様の輝きが戻ります。
金銀以外にも銅用と
プラスチック用の
４種類あります。

研磨機･洗浄機･クリーニング

日本では定番の研磨クロスです。
銀・金製品をさっと拭くだけで、
新品同様の輝きが戻ります。
イエロー 金用
ブルー 銀用

業務用ポリマールロール
イエロー・ブルー各
幅600㎜×長さ１０ｍ

サイズ：125ｘ195㎜

\230

851-310 ポリマール イエロー

税込(\241)

851-312 ポリマール ブルー

税込(\241)

\230

\34,000
851-317 ポリマール イエロー ロール 税込
(\35,700)
851-318 ポリマール ブルー ロール \34,000
税込(\35,700)

新く開発されたティッシュ感覚で使える貴金属
クリーナーです。 ティッシュペーパーのように
ワイプス（研磨布）を取り出し、貴金属、
アクセサリー等を拭くだけで簡単に磨くことが
出来ます。くもり止めの効果もあります。

サイズ：220ｘ220㎜

\600

税込(\630)

真珠 超光沢クロス

851-201 ジュエリーワイプス ２５枚入

\950

税込(\997)

真珠みがきクロス

超極細繊維に含ませたアボガドなど
天然植物油成分が、従来のクロスとは比較に
ならない光沢を生み出し保護します。
もちろん汚れも除去、裏側には研磨材を塗布
しているので、下地作りにも最適です。
サイズ：125ｘ195mm

\480

851-382 銅みがきクロス ２枚入

税込(\525)

851-383 プラスチックみがきクロス ２枚入

税込(\525)

\480

ウルトラクロス

ジュエリーワイプス

ダイヤモンドクロス
ダイヤモンドや宝石に優しい高品質・
極細繊維のジュエリークロスです。

ダイヤモンドクロス

\250

税込(\262)

ＫＯＹＯ クロス

ポリマール

851-338

851-329 プラチナクロス

２種類のクロスで貴金属をピッカピカ
に磨き上げます。
仕上げた後は、くもり止めの効果も
あります。
サイズ：約２８０ｘ３５５ｍｍ
まず白色の布で優しく擦ってください。
汚れ、曇りを簡単に取り除くことが出
来ます。 次に薄紫の布で磨き、仕上
げて下さい。驚きの輝きが蘇ります。

\1,260
851-205 ウルトラソフトクロス K/Pt用 税込
(\1,323)
851-206 ウルトラソフトクロス シルバー用 \1,260
税込(\1,323)

真珠てりクロス

超極細繊維に含ませたつや出し成分の効果に
より、真珠本来の光沢を蘇らせさらに保護しま
す。真珠だけでなくサンゴやヒスイなど、デリケ
ートな宝石のつや出しに最適です。研磨材は
含んでいませんので、汚れ落し、つや出し用。

超極細繊維シリコンクロス
サイズ：160ｘ220mm

用途
カラー真珠、サンゴ、ヒスイ等のつや出し
寸法：125×195mm
超極細繊維（ポリエステル65%、ナイロン35%）/
851-334

85

真珠 超光沢クロス

\500

税込(\525)

851-333 真珠みがきクロス

\580

税込(\609)

851-335

真珠てりクロス

\600

税込(\630)

研磨機･洗浄機･ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
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ふき取りみがきクロス

（素材）
寸法極細繊維、超微粒子研磨材、
ワックス、高級脂肪酸
（サイズ）125x195mm
851-384

ふき取りみがきクロス

スムス手袋（検品用手袋）

ＳＥＰ ジュエリークロス

従来のポリッシングクロスをさらに素材別に
研磨材の微調整を行い、用途別により使い
やすくしました。素材の汚れや小キズ落し、
つや出しに最適です。使用後ふき取りみがき
クロスで磨くと、さらに輝きが増します。

Sepジュエリークロスは、米国SEP社が贈る究極の
ジュエリークロス。貴金属やダイヤ等の硬質の物
から、真珠等の軟質な物まで汚れや油分を取り除
くオールマイティーなジュエリークロスです。
店頭での使用やノベリティに最適です。
表一面のみ使用可。

２５５ｘ２２０ｍｍ

\380

税込(\399)

東レ トレシーMFグラブ

851-392 ＳＥＰ ジュエリークロス

\

税込(\)

白コットン手袋

東レの超々極細繊維で作られたトレーシグラブ
使いながら、高級な宝飾品や時計についた
ミクロのゴミから、油汚れまで取り除いしまう
脅威のクリーニンググローブ。
１組入

841-001
841-002
841-003

スムス手袋 検品用 S
スムス手袋 検品用 M
スムス手袋 検品用 L

\820

税込(\861)

黒コットン手袋
汚れの目立ちにくい黒色のコットン手袋です。
ダイヤモンドや真珠など白系の宝石には
メリハリが利き最適です。また落ち着いた色
なので、宝石だけでなく時計やめがねなどにも
フィットします。 12組入

宝飾品や時計、手肌に優しいコットン素材の
手袋です。手の指紋や油分を製品に付けな
いだけでなく、わずかな汚れも取り除きます。
12組入

研磨機･洗浄機･クリーニング

素材綿100％
セット1セット
851-302 ﾄﾚｼｰ ＭＦグラブ 1組 Ｍ
851-30 3 ﾄﾚｼｰ ＭＦグラブ 1組 Ｌ
851-304 ﾄﾚｼｰ ＭＦグラブ 1組 ＬＬ

\1,680

税込(\1,764)

851-306 白コットン手袋 M 12組入
851-308 白コットン手袋 L 12組入

\1,800

税込(\1, 890 )

851-307 黒コットン手袋 M 12組入
851-309 黒コットン手袋 L 12組入

\3,600

税込(\3,780)

WMK（ウォンカモール） クリーニングシリーズ
世界で使われているWMKシリーズ
日本ではまだメジャーではないですが、海外では今現在人気急上昇中のブランド。
クリーニング能力も文句なしの優れものです。シルバー専用はもちろん、パールな
どのデリケートな石付き製品にも対応のできる洗浄液もございます。

25枚入りで低価格!! 待望のカードサイズのジュエリークロス販促
WKMシルバー＆ゴールドクロス カードサイズ25枚入
研磨材入りのジュエリークロス。細かいキズ取りができ、
軽くこするだけで、ピカピカになります。
カードサイズのコンパクトなクロスです。
販促や、サービス品など幅広い
用途で使用できます。

※メッキ品は磨きすぎないで下さい。
■サイズ■ 55×90mm

851-284 WMK 25枚入り カードサイズ

¥1,260(\1,323)

851-289 WMK ジュエリークリーナーS 70ml
851-287 WMK ジュエリークリーナーL 230ml

¥495(\519)
¥684(\718)

銀製品専用のクリーナー液です。浸漬用カゴ付なので、とっても便利。
数十秒程度液に浸け、よく水洗いし、柔らかい布で拭いたら新品同様
に輝きます
WKMシルバー＆ゴールドポリッシングクロス155×105
研磨材入りのジュエリークロス。細かいキズ取りができ、
軽くこするだけで、ピカピカになります。
※メッキ品は磨きすぎないで下さい。
■サイズ■ 155×105mm

851-285 WMK クロス L 155×105

¥153(\160)

851-288 WMK シルバークリーナーS 70ml
851-286 WMK シルバークリーナーL 230ml

¥495(\519)
¥684(\718)
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みがきクロス ＳＰ
従来のポリッシングクロスをさらに素材別に研磨材の微調整を行い、用途別により
使いやすくしました。素材の汚れや小キズ落し、つや出しに最適です。使用後
ふき取りみがきクロスでみがくと、さらに輝きが増します。
素材／寸法極細繊維、超微粒子研磨材、ワックス、高級脂肪酸/125×195mm 各種２枚入
851-385
851-386
851-387
851-388
851-389
851-390

プラスチックみがきクロスSP
プラスチック素材の汚れ落し

みがきクロス 金用/イエロー
みがきクロス プラチナ用/ピンク
２枚入
みがきクロス 銀用/ブルー
価格
\500
みがきクロス 銅用/グリーン
税込(\525)
みがきクロス ステンレス用/パープル
銀みがきクロスSP 金みがきクロスSP プラチナみがきクロスSP 銅みがきクロスSP ステンレスみがきクロスSP
みがきクロス プラスチック用/ベージュ
銀製品の汚れ落し 金製品の汚れ落し プラチナ製品の汚れ落し 銅素材の汚れ落し ステンレス素材の汚れ落し

スピーディップ

シャイニング

銀製品専用のクリーナーです。
黒くなった銀製品などが数秒程度
液中に浸けるそれだけで新品同様に
輝き出します。

銀製品専用のクリーナーです。黒くなった
銀製品などが 数秒程度液中に浸ける
だけで新品同様に輝き出します。
日本製ですので、洗浄効果もバツグン。
多くの宝飾工場、店舗などで使われている為、
業務用の１リットルタイプも新発売。
店舗の販促用に特注デザインに出来ます。
ケース全体のデザインを自社のデザインに変更
可能です。詳しくはお問い合わせ下さい。

研磨機･洗浄機･クリーニング

851-051 シャイニング ８０ｇ
\450 (\472)
851-054 シャイニング １Kg 業務用お得ボトル \4,000 (\4,200)

851-002 スピーディップ ８０ｇ
851-003 スピーディップ ２００ｇ

\810 (\850)
\1,980 (\2,079)

コニシュアーズジュエリークリーナー
米国 コニシュアーズ社のジュエリー用クリーナーシリーズ。
銀製品専用のクリーナー
です。洗浄カゴが付いて
いるので洗浄も大変便利
です。
内容量：２０６ml
１０秒程度液中に浸ける
だけでシルバー
アクセサリーが新品同様に
輝き出します。

ダイアモンド、ゴールド等
の一般的な宝石、貴金属
用のクリーナーです。
内容量：２３６ml
専用トレー、ブラシ付
１０秒程度液中に浸け、
よく水洗いし、柔らかい
布で拭いてください。
それだけで貴方の宝石、
貴金属がピッカピカに
輝き出します

851-202 コニシュアーズ ジュエリークリーナー

\880

税込(\924)

ジュエリートリートメントクリーナー
変色したシルバー・ゴールド製品を数秒で浸け
ると元の輝きに戻します。
変色予防シートがセットになっているので、
クリーニング後の長期保管でも変色の心配が
いりません。

851-203 コニシュアーズ シルバークリーナー

\880

税込(\924)

シルバー変色予防クリーナー

851-204 コニシュアーズ デリケートクリーナー

税込(\406)

851-071 ｼﾞｭｴﾘｰﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄｸﾘｰﾅｰ 100cc

\774

液中にシルバー製品を数分浸けるだけで、
３ヵ月～６ヵ月程度
シルバー特有の変色を防止します。
コーティングなどと異なり銀
特有の風合いを損ないません。
処理面は無毒なので食器などにも
使用できます。

税込(\812)

851-072 ｼﾞｭｴﾘｰﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄｸﾘｰﾅｰ 500cc

税込(\1,670)

851-073 ｼﾞｭｴﾘｰﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄｸﾘｰﾅｰ 1000cc

\2,408

\1,591

税込(\2,528)

180ml
851-074 ｼﾙﾊﾞｰ変色防止ｸﾘｰﾅｰ 50cc

\720

30ml

税込(\756)

\1,280
851-075 ｼﾙﾊﾞｰ変色防止ｸﾘｰﾅｰ 100cc 税込
(\1,344)
851-077 ｼﾙﾊﾞｰ変色防止ｸﾘｰﾅｰ 1000cc \5,530

税込(\5,806)

\1,980

851-013 シルキープ・ネオ 180ｍｌ

税込(\2,079)

851-012 シルキープ・ネオ 30ｍｌ

税込(\1,134)

\1,080

ナノジュエリー

真珠、オパール、エメラルド等の
デリケートな商品にも使用できる
万能洗浄液です。中性で無公害、
安心して使用できます。

\1,300
851-063 ミラクリン 万能クリーナー 100ｃｃ 税込
(\1,365)

\880

税込(\924)

シルキープ

本液は化学反応によりシルバーの表面に
硫化予防膜を形成しシルバー変色を予防します。
効果は、環境によりますが、６ヶ月～１年程
予防します。

\387

851-070 ｼﾞｭｴﾘｰﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄｸﾘｰﾅｰ 50cc

ミラクリン
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真珠、珊瑚、オパール等
デリケートな宝石用の
クリーナーです。
内容量：２３６ml
専用トレー、ブラシ付
１０秒程度液中に浸け、
よく水洗いし、柔らかい
布で拭いてください。
それだけで貴方の貴石、
半貴石が美しくなります。

ナノジュエリー・ケアセット

シルバーを本液につけると、
1年近く酸化を防止します。
店頭展示品などにも最適。

\2,380

851-014

ナノジュエリー 100ｃｃﾎﾞﾄﾙ

税込(\2,499)

851-015

ナノジュエリー 200ｃｃﾎﾞﾄﾙ

税込(\4,725)

\4,500

\18,000
851-0156 ナノジュエリー 1000ｃｃﾎﾞﾄﾙ 税込
(\18,900)

851-017

ナノジュエリー・ケアセット

\3,050

税込(\3,202)
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グラノール

ハガティ・シルバー・ポリッシュ

アモール

ペースト状の研磨剤です。ヤスリで磨いた後
（＃2000以上）、強く磨くことで鏡面仕上げになり
ます。仕上げ後油分が残りますので、ティッシュ
で拭き取るか、水に一晩浸けておけばさらに光沢
が増します。

世界で初めてハガティ社によって発明された
近代的な銀磨きを改良に改良を加え
完成した銀磨きの世界の定番商品。
ローション状の液体で、柔らかい
研磨剤を使用、磨き目を付けずに
新品同様になります。
変色防止剤配合で長期間銀の
変色を防ぐ作用があります。

貴金属磨きにお使い下さい。布に少量つけ
て私用します。

100ｇ入り

\630

211-100 アモール 30ｇ
\800

211-207 グラノール 100ml

税込(\840)

税込(\661)

211-101 アモール 大 250ｇ

『輝く』＆『酸化防止』 シールドポリッシュは２つの効果

\342

キクブライト 15ml (ｳｨﾉｰﾙ)

税込(\359)

211-201 キクブライト 50ml (ｳｨﾉｰﾙ)

税込(\700)

\667

851-153 シールドポリッシュ（20g）
851-154 シールドポリッシュ Lサイズ（100g）

\1,349

税込(\1,416)

重 曹（炭酸水素ナトリウム）

ラスターリキッド
光すぎクリーナー・ラスターリキッドシリ
ーズ。シルバー製品など宝飾製品の
グリーニングに最適。液を布につけ手
でこすれば新品の輝きが戻ります。

あらゆる金属に対して使用できる
簡易式黒染め着色スプレー型。
本物の戦車や列車などにも使われて
いるほど、黒さと強度があります！
いぶしなどの黒染処理では、満足
がしない。黒さが足りない場合に
使われています。
いぶし後の修正箇所にも！

50cc入りも御座います。
価格\980(\1,029)
税込(\399)

\300(\315)
\1,800(\1,890)

ブラックガード

銀をいぶす前の洗浄や、
一般的な洗浄に。

２０ｃｃ入り

\380

研磨機･洗浄機･クリーニング

※磨いた後、完全に硫化や酸化を防止するわけではありません。

211-202 キクブライト 180ml (ｳｨﾉｰﾙ)

黒染め液

\1,200

税込(\1,260)

銀などのアクセサリーを綺麗に輝かせます。それだけではありません。
磨いた後は、保護膜を作り酸化や硫化の保護を手助けします。
使い易いクリームタイプで布などに付けて磨きます。
すべての貴金属を研磨しながら保護シールドを作ります。

※この商品は従来のウィノールの日本バージョンです。
同じ商品になります。

211-264 ラスターリキッド S 貴金属用

851-151 ハガティ・シルバーポリッシュ100ml

シールドポリッシュ

キクブライト(ウィノール）
ソフトな布（セーム皮など）に少量をつけ汚れや
細かい傷の部分を軽くこすって下さい。
瞬時に変色や細かい傷は
消え光沢が戻ります。
使用後は、乾いた布などで拭き
取って下さい。

211-200

\2,380

税込(\2,499)

内容量 420ml

851-411 重曹 500ｇ

\371

税込(\389)

851-132 黒染め ブラックガード 420m

\3,200

税込(\3,360)

カラスシリーズ

真鍮・銅・鉄・アルミを黒染め出来る!!
銀を黒く染める商品はいろいろ販売しておりますが、真鍮やそのほかの金属を
黒くするものはこれまでありませんでした。
そしてついに登場したのが、この『カラスシリーズ』
商品は「銅・真鍮用」「鉄用」「アルミ用」の3種類！
金属を酸化させて黒くするのですが、使い方は簡単。
※黒染めは洗浄が重要となりますので、
お得な洗浄剤セットをオススメいたします。
本液では、銀は黒く染まりません。
(1)それぞれの金属専用の「洗浄用活性剤」を使用し、金属をきれいにします。
(2)黒染め液に約1～5分浸します。
(3)防錆液に浸けたあと、ふきとり完成です。

851-142 カラス 黒染めセット 銅/真鍮用 \1,800 (\1,890)
851-143 カラス 黒染めセット アルミ用 \1,800 (\1,890)
851-141 カラス 防錆剤 (200ml)

\980 (\1,029)

851-135 カラス 黒染め 鉄用(200ml)
851-136 カラス 黒染め 銅/真鍮用(200ml)
851-137 カラス 黒染め アルミ用(200ml)
851-1351 カラス 黒染め 鉄用(1ℓ)
851-1361 カラス 黒染め 銅/真鍮用(1ℓ)
851-1371 カラス 黒染め アルミ用(1ℓ)

\980 (\1,029)
\980 (\1,029)
\980 (\1,029)
4,750 (\4,987)
4,750 (\4,987)
4,750 (\4,987)

851-138 カラス 洗浄用活性剤 鉄用(200ml)
851-139 カラス 洗浄用活性剤 銅/真鍮用(200ml)
851-140 カラス 洗浄用活性剤 アルミ用(200ml)
851-1381 カラス 洗浄用活性剤 鉄用(1ℓ)
851-1391 カラス 洗浄用活性剤 銅/真鍮用(1ℓ)
851-1401 カラス 洗浄用活性剤 アルミ用(1ℓ)

\980 (\1,029)
\980 (\1,029)
\980 (\1,029)
4,750 (\4,987)
4,750 (\4,987)
4,750 (\4,987)
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研磨機･洗浄機･ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
Polishing machine/Creaning

イブシ液
シルバー製品を黒くいぶす為の液です。

従来の銀いぶしよりすばやく
真っ黒になる強力タイプ。

本液を銀製品に筆などで
塗っていぶします。
２・３度重ね塗りをし理想の
濃さにしてください。

一般的な銀いぶし液です。
お湯に薄めて使用するタイプ
です。

液に数秒浸けるだけで黒く
なります。
従来のいぶし液で納得がいか
ない方は是非使用してみてください。

851-130

\480

黒化液

税込(\504)

851-125

Comokin 銀イブシ液

\1,300

税込(\1,365)

851-128 銀黒

\1,800

税込(\1,890)

変色防止シート
銀製品の変色(硫化）に困っていませんか？ 販売前の銀製品は、ビニールパックに入れて保管していても何日か経つと
色が変わってしまってしまいます。そんな悩みを解消します。 変色防止シートと銀製品を一緒にビニールパック入れておくと硫化を防止する事が出来ます。

3M 変色防止シート アンチトラニッシュ

Biso 変色防止シート

研磨機･洗浄機･クリーニング

世界の銀製品市場で一番使われている
３M社の変色防止シート。
サイズも大きいので、ネックレスから
指輪まで幅広く使えます。
指輪の場合はハサミでカット
してご使用ください。

日本製の変色防止シート。
使いやすい50mmサイズ。
数により、シートの文字を
ブランド名に変えて製造可能です。
1万枚以上はお問い合わせ下さい。

サイズ：50mmx125mm
851-250 3M 変色防止シート 10枚入

851-283 変色予防シート 10枚入 BW-01Y \350 (\367)
851-281 変色予防シート 50ｘ50mm 1000枚 \25,000 (\26,250)

\600 (\630)

マイクロファイバークロス

ウエス・コンパクト

色々な用途で使用できるマイクロファイバークロス。
マイクロファイバークロスは超極細繊維で汚れをしっかり落と
します。洗剤を使わなくても汚れを落とすことも出来ます。
地球に優しく水分は綿タオルの2倍の速さで乾燥します。
何度でも洗ってお使いいただけます。

油のふき取りなどに。
新メリヤス生地使用で、ふき取りも
綺麗に。
コンパクトタイプのウエスで
工場や家庭で使用できます。
500ｇ入り

300ｘ300 4枚入
851-391 マイクロファイバークロス 4枚入

\700

税込(\735)

851-471 コンパクトウェス 便利くん

\1,020

税込(\1,071)

EVE 研磨クロス
ダイヤモンドを含んでいる研磨クロス。
シートタイプなので、曲面や細部の研磨
も容易に出来ます。

１枚入
コード

１枚づつ3種類がセット（K2400x1枚, K4000x1枚, K12000x1枚)
商 品 名

コード

税抜価格(税込)

851-395 EVE 研磨クロス 小 3枚セット(140x75)
\980 (\1,029)
851-396 EVE 研磨クロス 大 3枚セット(280x150) \3,500 (\3,675)

商 品 名

851-397 EVE 研磨クロス 小 #2400 (140x75)
851-398 EVE 研磨クロス 小 #4000 (140x75)
851-399 EVE 研磨クロス 小 #12000 (140x75)

税抜価格(税込)

\380 (\399)
\380 (\399)
\380 (\399)

851-400 EVE 研磨クロス 大 #2400 (280x150) \1,380 (\1,449)
851-401 EVE 研磨クロス 大 #4000 (280x150) \1,380 (\1,449)
851-402 EVE 研磨クロス 大 #12000 (280x150) \1,380 (\1,449)

ハンドソープ ステリア
これ１本で『スクラブ洗浄』＆『殺菌・除菌』＆『保湿』
までできちゃうスグレモノ!!
研磨材で汚れた手も綺麗に洗浄。
作業をされている方にも大好評!!
ミクロのスクラブ入りなので、爪・指紋など細部に
入り込んだ頑固な汚れも、すばやく浮かせてやさ
しく確実に除去します。アロエエキス・天然ハーブ
エキス配合で手肌をしっとり健やかに保ちます。
手に優しいミクロスクラブ粒子を高密度配合。
普通のハンドソープとは汚れ落ちが違います。
多くの医療機関や工場で使用されています。

コード

商 品 名

税抜価格(税込)

842-175 薬用ハンドクリーナー ステリア 700g \2,000(\2,100)
842-176 薬用ハンドクリーナー ステリア 4kg \6,000(\6,300)
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研磨クロスやクリーニング液などの名入れなども可能です。
名入れの場合は、100個からの見積になります。
詳しくはお問合わせください。
名入れの方法も豊富です。
（シルク印刷・型押し印刷・オフセット印刷・レーザー印刷）

