
10対応インチ

47527A

帯のこ刃ハイス 14 山 1 本
六角棒スパナ （8mm） 1 本
ソケットレンチ （19mm） 1 本
アース付アダプター 1 個

標準付属品

ハイス14山
1ｹｰｽプレゼント

油圧ダンパー搭載でなめらかな高精度切断を実現。
●切断スピード調整は油圧式で、無段階に調整が可能
●吊り下げ用ボルト付（4 箇所）

内面トリ・外面トリが
安全で楽にできます。

電動なのでラックラク!
内面トリ・外面リ・外面トリが
安全で楽にできます。

電動なのなのでラ
面トリが

す

一般配管用ステンレス鋼管
　　　内径φ14以上（13Su〜）

コーンバイト
1ｹ　プレゼント

小型・軽量タイプがお求めやすい価格で新登場！小型・軽量タイプがお求めやすい価格で新登場！

対角150.8°

ワイド 1

1

適応パイプ径
φ30～110

ケーブル長
10ｍ

GLS2810用ｷｬﾘﾝｸﾞﾊﾞｯｸ　　

標準価格　\8,000

440379LS2810用ｷ ﾘﾝｸﾞﾊﾞ ｸ 440379

モニタ本体（440311）
　標準価格\88,000

①先端屈曲ケーブル　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②ソフトメタルケーブル

③前面･側面切換ケーブル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　④セミリジッドケーブル
モニタ本体につなぐ、ケーブルは
自由にお選びいただけます。

●左に回すとケーブルの先端が左に、
　ホイールを右に回すと右に回ります。

●ホイール下のノブを左に回すと
ケーブルの先端の曲がりがロック。

撮影方向
前面 ・ 側面の 2 種類

撮影方向
前面 ・ 側面の 2 種類

ソ
フ
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ブ
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モニタ本体＋ケーブルで工業用内視鏡として
　　お使いいただけます

単相 100V （50/60Hz） 分相始動式出力 250W

70 （50Hz） 84 （60Hz）

2,245×16×0.65

990×600×510

80

モーター

プーリ回転数 min-1

帯のこ刃寸法 L×W×T （mm）

機械寸法 L×W×H （mm）

質量 kg

■仕様
直角切断 ： 丸ﾊﾟｲﾌﾟφ270､ 角ﾊﾟｲﾌﾟ□250､ 丸棒 （軟鋼材）φ40
45°切断 ： 丸ﾊﾟｲﾌﾟφ170､ 角ﾊﾟｲﾌﾟ□150切断能力

内面取　　　　　　　外面取

■仕様

一般配管用ステンレス鋼管内径φ14 以上 （13Su〜）

単相 100V 入力 240W シリースモーター

4300

1.5

適応パイプ径

モーター

回転数 min-1 （無負荷）

質量 kg

Ｇラインスコープ２８１０Ｇラインスコープ２８１０

平バイス

てて

１０１０
新登新登

して

１１
！！登場！登場！

て

１０１０
キャリングバックプレゼントキャリングバックプレゼント

カラ－高画質
2 時間充電で約 4 時間使用

φ２８カメラヘッド搭載！
対角１５０.８°の広角レンズ採用
録画機能搭載！
静止画 ・ 動画の保存可能

標準価格　\498,000

382100

標準価格　\38,700

382200

標準価格　\8,300

440319 ＳＤカード、ＡＣアダプタ、
スキッド、ＵＳＢケーブル、
ＡＶケーブル、 装着用ベルト

標準付属品

標準価格　\160,000

コーンバイト

マンティス２７０Ａ ステンレスパイプ面取機 ＳＵ６０Ｐ

平成 30年 7月 1日～９月 30日まで平成 30年 7月 1日～９月 30日まで

梅田機工㈱　サマーセール梅田機工㈱　サマーセール梅田機工㈱　サマーセール梅田機工㈱　サマーセール



■水圧試験・気密（空圧）試験の新たな測定技法

試験から報告書までが３ステップ！

①

①試験器をセット！ ②試験データを収集！

③報告書作成！

特　長

■工場・倉庫に最適の省エネ・エコ照明

試験から報告書までが３ステップ！

電力コストは水銀灯の３分の 1

消費電力の比較

ＬＥＤ（点発光）　　　　無電極ランプ （面発光）

水銀灯　　　　　　無電極ランプ

150W

400W

光が、今までの照明とは異なります
「無電極プラズマランプ」はブルーレスなので安心。
まぶしさもなく、自然光に近い目に優しい光です。
しかも、照射角 360℃の「面発光」であるため、広範囲を
照らし暗い場所をつくりません。
明るさの基準を、床面の照度（ＬＸ値）ではなく、空間全体
と考えた、人々の生活に即した革新的な照明です。

消費電力は水銀灯の１/２～１/３
無電極ランプは従来使われてきた水銀灯やメタルハライド
と比較して圧倒的な省エネ性能を誇ります。
約 150W の消費電力で 400W の水銀灯と同等の明るさを発揮。
消費電力を水銀灯の 1/2 ～ 1/3 まで削減します。

３６０°３６０°照射角

１/３１/３消費電力

形式 ： PJ150N-SK

・ ０.０１Ｍpa （10　Kpa） 単位まで圧力数値を表示
・ 水圧 ・ 空圧どちらの試験でも使用可能 
・ 測定時間　10 分、30 分、60 分、2 時間、24 時間、48 時間　フリー（最大 30 日）
・ 外形 :H167×W119×D(130)mm    重量 :600g
・ 防塵 ・ 防滴構造 ： IP54 相当
・ 電源 ： 単三乾電池２本 （アルカリ電池）
 　　　

仕　様

すぐに
取付けが
可能

PJ150N-SK
150W
60,000

486×486×515
4.8

灯具：耐熱難燃性 PP ビームラックル、
反射板、 スチール、 鋼板

5,000
12,000

80
135

形式
消費電力
設計寿命

サイズ ( ㎜ )
重量 (kg)

色温度 (K）
光　束 (Lm)
演色性 (Ra)

点灯周波数 (kHz)

材　質

●演色性 Ra＝70　　　　●水銀灯 Ra＝45 以下　　●高演色 Ra＝80 以上

形式 ： PJ150N SK

が

圧力試験器Ⅱ
441330

標準価格 \120,000

省力化・省エネのご提案省力化・省エネのご提案省力化・省エネのご提案
デジタル式圧力試験記録器

無電極プラズマランプ　（天井吊下げタイプ）

●センサーによる自動計測で、 圧力 （水圧 ・ 空圧） 変動値、　水位変動値が一目瞭然。
●最大 30 日連続記録 ・ 0.25 秒周期記録が可能で、 現状調査等にも威力を発揮。
●専用のデータ収集アプリの使用で iPhone®、 iＰad® での　作業が可能。
●データ収集アプリのご使用で iPhone®、 iＰad® のカメラ機能の利用が可能
●データのメール転送が可能になった為、帳票作成が速やかに可能。 さらなる効率化ＵＰ。

圧力試験器Ⅱ20,000


