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●工具を使用する時は、破損する危険があるので、
 必ずカバー・保護眼鏡・安全靴等を使用して下さい。
●切れ刃は素手で触らないで下さい。
●切りくずは素手で触らないで下さい。

●工具の切れ味が悪くなったら使用を中止して下さい。
●異常音・異常振動が発生したら、直ちに使用を中止して下さい。
●工具には手を加えないで下さい。
●加工前に工具の寸法確認を行って下さい。

●Use safety cover, safety glasses and safety 
 shoes during operation.
●Do not touch cutting edges with bare hands.
●Do not touch cutting chips with bare hands. 
 Chips will be hot after cutting.
●Stop cutting when the tool becomes dull.

●Stop cutting operation immediately if you hear any 
strange cutting sounds.
●Do not modify tools.
●Please use correct tools for the operation.
　Check dimensions to ensure proper selection.

Safe use of cutting tools

〈工具の技術的なご相談は…〉
よ い   工 具 は 一 番

コミュニケーションE-mailコミュニケーションFAX
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● 製作品目

● コーティング・超硬母材は加工状況に応じて
　 数十種類の中から選定いたします。

超硬エンドミル

超硬ドリル

超硬リーマ

その他超硬総形カッタ、 超硬Tスロットカッタなど

φ0.1～φ35

φ0.2～φ20

φ0.1～φ35  
コーティング後刃径精度 3㎛～対応可

単位：（mm）

創造力に技術力でお応えする

完全オーダーメイド工具の提案
唯一無二を迅速に

お客様の飽くなき創造力にお応えするため、
この世に二つとない製品を高い技術力で迅速に具現化します。

Q u i c k「速さ」／お客様のご要望に最適な工具を約1ヶ月※で製作、納品します。
Q u e s t「追求」／1本から設計、製作を承ります。
Quality「品質」／確かな技術力で、高品質な製品をお届けします。

Quick

Quest

Quality

［速さ］

［追求］

［品質］

※ 形状・数量により、納期が前後する場合があります。
　 また、ご要望内容によっては、さらに短納期で対応することも可能です。
　 詳細はお問い合わせ下さい。

超硬テーパボールエンドミル
Carbide taper ball end mill

超硬アンギュラカッタ
Carbide angular cutter

超硬3段付ドリル
Carbide step drill

超硬ボールエンドミル
Carbide ball end mill
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