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deburring
system

ソフトグリップツール
SG1000 ￥2,300
握り部がゴムになっていて掴
みやすいハンドル。Sブレード
とNブレードを保持できます。
SGハンドルに、ステンレス鋼
用のS100とN10のブレードが
各1ヶ付いています。

リザバー
LB1000 ￥2,170
ブレードホルダーは両頭にな
っていますので、Nブレードと
Sブレードを両方使用できま
す。ホルダーは、Nブレード使
用時に20～110㎜まで、Sブレ
ード使用時に20～94㎜まで伸
縮できます。ユニハンドル、
SNホルダーにN1、N2ブレー
ドが各1本付いています。

スクレーパー
SC1000 ￥3,480
刃幅7㎜のスクレーパー刃は
両頭になっているので、通常
の2倍使用できます。刃の突き
出し長さを任意の位置で調整
できます。ユニハンドルに
T120の三角形スクレーパー
が付いています。

YTミディースクレーパー
YT1200 ￥2,500
キサゲ加工、トリミングやバ
リ取りに適し、ほとんどすべ
ての材質に対応します。
YTハンドル（YT1000）にT80
の両頭、三角形のミディース
クレーパー（BT8000）が付い
ています。

YTミニスクレーパー
YT1100 ￥2,200
工具・金型メーカー、部品加工
メーカーに最適なミニスクレ
ーパー。
YTハンドル（YT1000）にD75
のハイス鋼、三角ミニスクレ
ーパー（BD7501）が付いてい
ます。

ø 3.2 mm

ø 2.6 mm
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SPECIALTY TOOLS

狭い段差 クロス穴 直線部 曲線部 ドリル穴 深穴 

スロットクリーナー ¥2,900
NG3210（旧NC3000）
3.5㎜以上の狭いスロットに、
逃げを作るのに使用します。
NG-3のハンドル、Lホルダー
（EL07013）に、L5ブレードが
付いています。（左右のスロッ
トを同じ方向で一度に処理で
きる、両頭のL7ブレードも、
オプションでございます。）

ノガミニカット ¥2,700
NG3220（旧NC2000）
薄板や狭い場所での板状のパ
ーツのバリ取りに適していま
す。0－2.5㎜幅の精密部品に
使用できます。NG-3のハンド
ル、Lホルダー（EL07013）に、
L4ブレードが付いています。

コーナークリーナー ¥2,740
NG3230（旧NC4000）
コーナーに逃げを作るのに効
果的です。その他にも、いろ
いろな目的で使用できます。
NG-3のハンドル、Lホルダー
（EL07013）に、L6ブレードが
付いてます。

リーダー ¥3,600

NG3800（旧LD1000）
直線状の角材や丸物の外径の
面取りに適しています。90°の
プラスチック製ガイドを当て
るため、45°の確実な面取りが
できます。NG-3のハンドル、
LDホルダーにL1ブレードが
付いています。

リーダー用ホルダー
EL07005 ￥2,600
リーダー（NG3800）用のスペ
アパーツです。LDホルダー
にL1ブレードが1ヶ付いて
いますので、NG-3ハンドル
（NG3000）が手元にあれば、
このホルダーを購入して、リ
ーダーとして使用できます。
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deburring
system

プラスチックラピッドバー
RB1400 ￥980
頑強なプラスチックハンドル
のラピッドバーは、3.2㎜軸の
Sブレードを保持します。ブレ
ードは交換できます。
蜷プラスチックハンドルに、
ステンレス鋼用のS100ブレ
ード付。

プラスチックエッジオフ
EO2000 ￥600
最も価格競争力のあるバリ取
り工具。すべての3.2㎜軸のS
ブレードを保持します。ブレー
ドは交換できます。
蜷プラスチックハンドルに、
鉄鋼用S10ブレード付。

エッジオフ
EO1000 ￥770
対辺8㎜の六角アルミハンドル
にポケットクリップが標準で
付いています。ブレードが交換
できない使い捨ての工具。
蜷六角アルミハンドルに、鉄
鋼・アルミ用のS10ブレー
ド付。

内径ねじクリーナー¥1,950
NG1600（旧TC1000）
錆びたネジ、つまったネジ等を
ネジの径・ピッチを問わず補
正する工具。最小ネジ径9㎜。
奥行き20㎜。NG-1のハンド
ルに、TCブレードが付いてい
ます。
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SPECIALTY HOLDERS,  BLADES & SETS

ユニハンドル
UH1000 ￥1,000
丸、六角、三角形のホルダーを保持できるユニークな
ハンドル。SNホルダーやT120ブレードを保持します。
全長：130㎜

SNホルダー
SN1000 ￥1,300
両頭になっているためSブレード（3.2㎜軸）、Nブレード
（2.6㎜軸）ともに保持できます。全長145㎜。

ノガN100（2.6㎜軸ブレード）プロモセット
SG6000 ￥6,000

鉄鋼・アルミ用、2.6㎜軸の
N100ブレード20本に、Nブ
レード用ソフトグリップハン
ドル（SG3100 ¥1,400）が
無料で付いています。

蜷N100ブレードのみの
追加購入の場合：
BN1311 ¥3,000（10本）

セット内容

S10、S20ブレード（NBハンドル内に）、
回転ドライブカウンターシンク3.2㎜、10.4㎜、Oリングバー、

TCブレード、18㎜外径カウンターシンク、ドリルチャック各1ヶ付。

セット内容

ブレード名称 型 番 形 状（ ）回転ブレードは
3.2㎜軸です 刃先角度 重量（g）入 数 価 格 適　　　　　用

S150 TiN BK3103 45° 7 1 ¥   600 最小穴径1.5㎜からの最小バリ取りブレ
ード。チタンコーティングで長寿命。

S30 TiN BS3003 40° 7 1 ¥   700 内外径同時バリ取りブレード。
最大板厚7㎜。チタンコーティング。

S60 TiN BS6003 40° 9 1 ¥1,200 クロス穴の内側及び厚板の裏側用。
最大板厚20㎜。チタンコーティング。

S80 TiN BS8003 35° 8 1 ¥   800 2㎜以上の浅いくぼみ、溝、段差用。
チタンコーティングで長寿命。

S70 TiN BS7006 45° 8 1 ¥1,150 シリンダー内の継ぎ目用。刃長17.5㎜。
チタンコーティング。

L1 BL1010 45° 15 10 ¥2,900 リーダー（NG3800、旧LD1000）に使用
します。鉄鋼、アルミ用。全長15㎜。

L5 BL5001 65° 5 1 ¥   800 3.5㎜以上の狭いスロットにコーナーの逃
げを作るブレード。NG3210（NC3000）用。

L6 BL6010 50° 16 10 ¥5,200 コーナーに逃げを作るブレード。
NG3230（旧NC4000）用。全長18㎜。

L7 BL7001 65° 6 1 ¥2,250 L5の両頭タイプ。スロットの両側が一度
に処理できます。NG3210（NC3000）用。

T120 BT1200 刃幅7㎜、全長120㎜の両頭、三角形スクレー
パー。ユニハンドル（UH1000）で保持します。

60° 22 1 ¥2,870

ノガ回転ドライブシリーズの
総合セットです

回転ドライブプロキット
RD2002 ￥9,980

数量限定#数量限定# 数量限定、特売セット#数量限定、特売セット#


