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削って小さくなっても
新品とほぼ変わらず削れる。
驚きでしかない !
12mmSS400の開先除去や溶接の余盛除去などに、
３Ｍ™ キュービトロン™
Ⅱ オフセット砥石 PN85938（ø100mm）を使用しています。
使い始めて一年

“道具は選んで使いこなせ！
溶接研磨のスペシャリストが語る”

畠山 重正

くらい経ちますが、本当に悪いところはないですね。

一番評価すべき点は、何と言っても研磨力。合わせて驚くのは、径が小さく
なってもその研磨力が変わらないことです。

Shigemasa Hatakeyama

削ぎ落とすようなパワフルな研磨力が持続
溶接のビード除去は普通の鋼材よりも硬さが増すため、作業のブレだけでな

く、手への振動が大きい。
そのため手が痛くなることも多々あります。当然、

株式会社 瀧神巧業

秋田県仙北市角館町中菅沢77-7
TEL : 0187-54-2311（代表）
FAX : 0187-54-2710

営業品目

研磨力があまり変わらない。最初の研磨力も削れ過ぎるぐらいパワフルで、
削るというか、研磨力が高いので、削ぎ落としていくイメージに近い。

せん。
しかし職人はすぐに使いこなしますよ。

３Ｍ™ キュービトロン™ II
オフセット砥石 PN85938

（外径：100mm、厚み：4.2mm）

グレード
：36＋
結合度
：S
砥粒の種類
：精密成型砥粒
最高使用回転数 ：13,750 r.p.m.（72ｍ/s）
推奨材質
：普通鋼、
ステンレス
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その点、
３Ｍ™ キュービトロン™ Ⅱ オフセット砥石は、小さい径になっても

ただ、
ワーク部位によっては、削れ過ぎてしまうので慣れが必要かもしれま

建築工事一式
土木工事一式
機械器具設置工事一式
水門、鉄管、斜樋取水設備
除塵設備・鋼構造物一般

Tools

径が小さくなればなるほど、
その作業負荷はさらに増えてきます。

ここがポイント

※
ディスク1 枚当たりの仕事量は従来砥石製品の約2.5 ～6 倍。

隅肉のビード除去からガス溶断後のならし研磨まで、幅広い用途で使用可能。
切断作業にも対応。
砥石交換が減らせる上、排出ごみの削減にも貢献。
※上記数値は３Ｍ社実験値となります。
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ステンレスに抜群の切れ味
特にステンレスには抜群の切れ味があります。削った面も綺麗で、最初工場内で使っ

た時には、思わず皆「おー！」と驚きの声を上げました。
ステンレス作業が多くなればな

るほど、当初、半信半疑だったトータルコストの削減にも、
きちんと成果が出ています。
削ぎ落とすような研磨力というのは、切り子を見れば一目瞭然で、肉眼でも３Ｍ™

キュービトロン™ Ⅱオフ
セット砥石で削った後の

切り子が、糸状になってい

るのが分かります。

３Ｍ™ キュービトロン™ II オフセット砥石

他社製品

今までの製品では粉状で粉塵量も多かった。
このことは、作業者の安全対策の面でも意外な効果がありました。粉塵が大きいため、防塵

マスクでの吸塵が楽で、粉塵の舞い上がりが少なく掃除の時も楽になりました。

砥石なのに切断もできる！

切断兼用は思った以上に便利。

切断した後、
そのまま面取りできる。
これは思った以上に便利です。砥石を取り換える手間も
なくなり、作業も早い。
ストレスも減らせます。

また、小さい径でも変わらず切れるので、角落としにも活用できます。
精緻な切断作業でなければ、工程を減らせる可能性もあり、一枚で
二度美味しい！

工場内だけでなく、狭い建築現場でも大活躍しています。
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長持ちするし、削れるし。

“次元が違う” 商品だね。

“費用対効果に納得！
ベテラン揃いを率いるトップが語る”

髙橋 淳

Atsushi Takahashi

電動グラインダー（アナロググラインダー）でも
他の砥石を付けた高周波に劣らない。
むしろ削れるんだから、ビックリ !

もうみんな元には戻せないって言ってるよ。
これは石というか、尖ったもの、例えば鋭

い爪で削っている感じ。
３Ｍ独自のPSG砥粒の違いは削れば分かるよ。最初は半信

半疑だったけど、使ってみて納得した。切り替えたのは、従来の高周波グラインダー

と専用砥石の組み合わせ以上のパワーを、電動グラインダーと３Ｍ™ キュービトロ

ン™ II オフセット砥石 PN81148/PN65493で実現できることを実感したから。

高周波は初期導入コストだけでなく、実はメンテ費用が高い。電動だと新しいもの
買えちゃうからね。
他にも高周波には欠点があって、

❶ 火花が多い。
ペンキ缶も近くにあるから、引火したらヤバイ。

❷ 高周波の方が重いことが多く、下向ける作業ならいいけど、色々な向きで削るこ
とが多いうちだと作業負荷が大きい。

❸ 高周波はマシンが調子悪くなったら一大事。
高くて代替機の用意も難しいし、
すぐ
に購入もできない。

でも電動なら安いから、買い替えも代替機も事前に用意できる。電動で、今の高周
波よりっていうのはあまり信じ

てなかったけど……これを取り
付けたら……できちゃったから

有限会社 エイケン

ね。小さくなっても研磨力凄い

北海道恵庭駒場町3 丁目2-18
TEL : 0123-33-3537（代表）

し、それもまん丸の円軌道を維

設

んなの。

立

持している。
今までにないよ、
こ

昭和47年6月15日

（エイケンの前身

恵庭技研工業所）

昭和55年9月1日
有限会社エイケンに社名変更
従業員
12名
資本金
300万円
代表者
髙橋 淳
事業内容	大手建設資材リース会社の協力
会社として鋼矢板、H鋼など金属
加工、
メンテナンスが主な事業

Tools

３Ｍ™ キュービトロン™ II
オフセット砥石 PN65493

（外径：180mm、厚み：7mm）

当初ゴールにしていたのは砥

石のごみ量1/8なんだけど、達
成できている。費用対効果以上

の結果だよね。

グレード
：36＋
結合度
：P
砥粒の種類
：精密成型砥粒
最高使用回転数 ：8,500 r.p.m.（80ｍ/s）
推奨材質
：普通鋼、
ステンレス
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３Ｍ™ キュービトロン™ II
オフセット砥石 PN81148

（外径：180mm、厚み：4.2mm）

グレード
：36＋
結合度
：S
砥粒の種類
：精密成型砥粒
最高使用回転数 ：8,500 r.p.m.（80ｍ/s）
推奨材質
：普通鋼、
ステンレス
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なんで砥石って言ってるの ?
もはやチップだよ。
自分の砥石の認識を超えてる。

これはもはや石じゃないよ、私に言わせるとチップ。
石って言うのをやめたら？
これは一度味わったら戻れないと思う。

他の会社様もそうだろうけれど、砥石を含めて色々な新製品を紹介されますよ。

でも正直なところ
「目新しいものってあまりないんだよな～付き合い程度に触っ

“道具の目利きなら自信あり！
山田社長をうならせた砥石とは”

山田 明宏
Akihiro Yamada

ておくか」と思っている時が多い。最初３Ｍさんのもそう思いつつ使ったわけ。研

援隊（※）の彼も、
「もう削ってくれれば分かりますから！」
と自信満々だったから。

試しに削ったらもうヤバいのよ。試した作 業 者のほとんどが、
「おいこれ、

すげぇーな！」
ってなる。

食いついて削っているというか、
それとも刺さって削っているというのか……あれ

だけ削れるのはないよね。
研削量にまず驚く。
確かに他のメーカーさんのものでも

「いいね」というのはあるけど、買い替えるまではいかないんだよね。
でもこれは

もう、違うものだから。
あれだけ削れるって認識はなかった。
それに使い続けて
みた結果、寿命もすごい。石の常識では研磨力と砥石の寿命は両立しないもの
だけど、
これは両立している。

驚きだよ。
工場の中でも古い人間はなかなか変えたがらないけど、今では「あの
石ないの？」だからね。げんきんなもので。
でも確かに今までの砥石と使い方が
変わっちゃったからね。
今までのものを
使うと、特に減りの速さに驚いて、
「こ

んなに持たないんだ」
って思うよ。

株式会社 丸一 山田製作所
札幌市西区発寒14 条1 丁目1-38
TEL : 011-662-1424（代表）

社長として言うなら、労務費も減るし、
新しい仕事が仕上げられる。
あと、削っ

た後の粉塵も少ないから、大切な作業

者の安全も守れるし、一日の最後の
掃除も楽！！

まず石と言うのをやめな！ 別物！

トータルコストについても、ストップ

ウォッチとかで測ってはいないけど、
ほとんど5倍以上持っているし、作業

効率を考えたらお墨付きだよ。

※研援隊（けんえんたい）
：スリーエム ジャパンが各地域に設置している研磨のスペシャリスト・
アドバイザー集団。

ここがポイント
Tools

高研削力が持続する３Ｍ独自の新技術
PSG -Precision Shaped Grain-［精密成型砥粒］

鋭利な形状の砥粒はエッジを維持しながら微細に消耗
していくので、最後まで切れ味は変わりません。

すべてが均一で鋭利な形状
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水で洗った後でも目詰まりせずに
削れるのは他にないでしょ?

うちは運搬されてきた材料や、外に保管していた材料を、まず水洗いした後に加工す
る。
泥を落としたり、季節によっては雪や氷を落としたり。
水で落とせるものはまず洗い
落とす。
その時の悩みだったのは、濡れている面を削ると、研磨力も落ちてくるのが早い

ということ。
驚くほど目詰まりが早かった。

“臨機応変なベテランを悩ませた、
材料の濡れも解決！”

堀野 功
Isao horino

有限会社 エイケン

でも３Ｍ™ キュービトロン™ II オフセット砥石を試してみると、
水で濡れていてもまったく
関係なく削れる。

寿命も長い。
最後まで削れるから
交換時期が分からないほど。

小さくなってもほとんど変わらない研磨力で、交換時期が分からないくらい。
たしかに

時々少し落ちたかな？と思う時はあるけど、
そんな時は端材の角に押しつけてちょっと

北海道恵庭駒場町3 丁目2-18
TEL : 0123-33-3537（代表）

削ると復活する。時には逆にパワーアップす

る。小さくなってからの方が削れるんじゃな

いの？って思う時もあるくらい。小さくなって
も、今まで使ってた砥石の2倍から3倍以上

早いからね。だから小さくなってきても、差し
込んで削る場所で使うとか、違う用途を自分

で決めて使っている。

最後はもう刃が届かないから交換って感じ
だね。

Tools

３Ｍ™ キュービトロン™ II
オフセット砥石 PN65493

（外径：180mm、厚み：7mm）

グレード
：36＋
結合度
：P
砥粒の種類
：精密成型砥粒
最高使用回転数 ：8,500 r.p.m.（80ｍ/s）
推奨材質
：普通鋼、
ステンレス
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ここがポイント

トータルコスト低減＋作業効率の向上をサポート！

※
効率的で長寿命 ：寿命は従来砥石製品の約5～7倍。
※
早い研磨スピード ：スピードは従来砥石製品の約1.5～2倍。

※上記数値は３Ｍ社実験値となります。
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“容赦なく”削っていく。
「おい、
すげえな！」
としか言えない。
ステンがこんなに削れるとは。
今までガスで取っていた7mm程度の開先も、今は３Ｍ™ キュービトロン™ II ファイ

バーディスク 987Cを使って、ガスを使わずに取っているよ。工程減るし、断トツ速い。

“砥石の可能性をも変える！
プロフェッショナルの選択”

工程減るだけじゃなくて、母材に熱が加わらないから、曲がらないのよ。普段、
この曲

がりを取るために、
プレスで真っ直ぐにするんだけど、曲がり取りの作業がなくなっ

塩井 智

て、二度美味しいね。希望は15mmの開先まで一気にいけること。
プラズマや切断使

札幌市西区発寒14 条1 丁目1-38
TEL : 011-662-1424（代表）

普段は砥石を使い分けている。納期が厳しい時は３Ｍ™ キュービトロン™ II ファイ

わないで済むからこれはすごいよ。
今トライ中だけど、
その可能性はあるよね。

Satoshi Shioi

株式会社 丸一 山田製作所

バーディスクか、
３Ｍ™ キュービトロン™ II TSディスク（ø102mm）、通常は３Ｍ™

キュービトロン™ II オフセット砥石
PN81148（ø180mm）か、PN85938

（ø 1 0 0 m m）を使っている。３Ｍ ™
キュービトロン™ II TSディスクは異常
に早いけど、どうしてもペーパーで薄

い分寿命が早くきてしまうから、通常

は３Ｍ™ キュービトロン™ II オフセッ

ト砥石で。今では力のかけ方で仕上

げもできる。
３Ｍ™ キュービトロン™ II

オフセット砥石は、ø100もø180も、
い

つまでも減らないし、小さくなっても

削れるからカバーが当たるまで使っ

ている。まだ使えるんじゃないかって
思っちゃうのが唯一の欠点。削れるの

にもったいないって思っちゃうからよ！

Tools

細番手で切れて、仕上がりがきれい。

３Ｍ™ キュービトロン™ II
ファイバーディスク 987C

（外径：102mm）

グレード
：36＋、60＋、80＋
砥粒の種類
：精密成型砥粒
最高使用回転数 ：15,000 r.p.m.
推奨材質
：ステンレス、
アルミ

３Ｍ™ キュービトロン™ II
TSディスク 982C

（外径：102mm）

グレード
：36＋、60＋、80＋
砥粒の種類
：精密成型砥粒
最高使用回転数 ：12,000 r.p.m.
推奨材質
：普通鋼
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３Ｍの切断砥石は失敗が少ない、
火花も少ない。

熟練工も助かりますが、切断作業に慣れていない
作業者にはもっと嬉しいかもしれないね。

“東北にある某バス会社の
メンテナンスを一手に引き受ける
熟練工！”

藤澤 航

Wataru Fujisawa

色々製品は試してきましたが、単純に製品性能だけを考えたら一番だと思っています。
価格はもう少し下がると嬉しいですが……まあ効率のいい仕事のためならしょうがない

です。

うちでは、
バスの鉄フレームの腐食

箇所をカット、溶接するなど、バス

に関わるメンテナンスを一手に引

き受けています。
そのようなワーク

の中でもっとも評価している点は、

３Ｍ™ キュービトロン™ II 切断砥
石PN65138の入り込みと安全性

です。

スーッと入っていく。結果ブレが少

ないからやり直しも減ります。カッ

トスピードも1.5倍〜2倍くらい早
いですし、火花が少ないのも評価

できますね。特に作業に慣れてい
ない人は、火花を怖がって余計に

力が入りますから。
まあ熟練者でも

やはり熱いことには変わりないの

で、火花が少ないのは助かります。
私のような熟練者だけでなく、慣れ

ていない作業者にも、もってこいの
製品かもしれないですね。

Tools

３Ｍ™ キュービトロン™ II
切断砥石 PN65138

（外径：105mm、厚み：1.3mm）

粒硬度
：60S
砥粒の種類
：精密成型砥粒
最高使用回転数 ：15,300 r.p.m.（80ｍ/s）
推奨材質
：普通鋼、
ステンレス
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10倍？ 確かに持つよ！
でも工場の中で、今はまだ
俺だけかもしれないけどね。
10倍は持ってるよ。
でもこれは、
この工場の中ではまだ俺だけかもしれない

けど。
まあ年取っているから力入れようないんだわ。

“切断時の力加減を変幻自在！
山田製作所一番の大ベテラン”

山崎 高則

※注：言 葉通りに受け取ってはいけない。山崎氏はワークに合わせて切断

する時に力加減も変えているという大ベテランだ。
（インタビュアー談）

力の入れ方を変えるとブレが出やすいものだけど、
これはブレないから使い

やすい。俺はカット中も力加減を変えているから、なおさらコントロールが

しやすいと思うね。

まだ俺だけと言ったのは、

Takanori Yamazaki

きちんと使いこなすには慣

株式会社 丸一 山田製作所

ないと、どうしてもいつもと

札幌市西区発寒14 条1 丁目1-38
TEL : 011-662-1424（代表）

れが必要だからだよ。慣れ

同じように力を入れてしま

いがちになる。

コントロールは難しいかも

しれないけれど、慣れたら

寿命10倍だって全然余裕、
実現可能だと思うよ。

ここがポイント
Tools

当てるだけでスッと入る、
力のいらない切断砥石。

女性や、力の入れにくい上向きの作業でも軽く切ることが
できます。
また、長寿命で最後まで切れ味は変わりません。
※
寿命は従来切断砥石製品の約10倍。
※上記数値は３Ｍ社実験値となります。

動画はこちらから
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３Ｍ キュービトロン II
オフセット砥石
TM

TM

PN65493（7mm 厚）
PN81148（切断兼用 4.2mm 厚）
PN85938（切断兼用 4.2mm 厚）
特長 1

特長 2

研削スピード
製品寿命

約 1.6～2 倍

約 5～7 倍

時間短縮で人不足解消に寄与

使用量、交換頻度、廃棄量の削減

特長 3 高速度グラインダーを含む、すべての エアー、
電動、
高周波グラインダーに対応

特長 4

切断作業にも対応（PN81148のみ）

トータルコスト削減・作業効率向上
研削スピード
（研削量/10分）

市場従来品

（g）
450

350

1.9倍

300
250

３Ｍ 7mm厚

市場従来品

（g）
25000

1.6倍

2.0倍

400

推計製品寿命（合計研削量）

7.2倍

20000

4.9倍

15000

200

３Ｍ 7mm厚

10000

5.1倍

150
100

5000

50
0

エアーグラインダー

電動グラインダー

0

高周波グラインダー

エアーグラインダー

電動グラインダー

高周波グラインダー

※記載している事項、技術上の資料ならびに推奨はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性もしくは完全について保障するものではありません。

製品名

３Ｍ™
キュービトロン™ II
オフセット砥石

PN65493
PN81148

推奨材質

普通鋼
ステンレス

砥粒の種類

グレード

精密成型砥粒

36＋

結合度
P
S

外径×厚み×内径
（mm）
180×7.0×22.23
180×4.2×22.23

最高使用回転数

発注品番

8,500 r.p.m.（80m/s）

PN81148

8,500 r.p.m.（80m/s）

PN65493

出荷単位
10 枚

JANコード

4549395274802
4549395257591

※PN81148は、ご使用前にお使いのグラインダーに取り付け可能か、ご確認ください。

外径100mmのタイプもございます。

３Ｍ™ キュービトロン™ II オフセット砥石 PN85938
推奨材質

普通鋼ステンレス
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砥粒の種類

精密成型砥粒

グレード
36＋

結合度
S

外径×厚み×内径
（mm）
100×4.2×15

最高使用回転数

13,750 r.p.m.（72m/s）

発注品番
PN85938

出荷単位
10 枚

JANコード

4549395192595

３Ｍ キュービトロン II
切断砥石
TM

TM

PN65138

力を入れすぎないでください。軽く切る事が重要です！

力をかけなくても、早く切れます。女性
や、
力の入れにくい上向きの作業でも軽く
切れるので、従来の
ディスクに比べて、
はるかに疲れません。

横から当てて切っても、
軽い
力で気持ちよく切れます。

上向きにもラクに切れます。 高い所の作業でも、今まで
より疲れません。

動画は
こちらから

10倍長持ちで経済的です。

長寿命でディスクの交換の手間も

1／10。1枚で長く使えます。

122

12

1 枚で
本も
切れました。

ディスク 1 枚で
本しか
切れませんでした。

※部材はSUS304 φ17mm, t =2mmを使用し、約1.5kgの加重で切断した場合の結果。

最後まで“切れ味”は変わりません。

ディスクが摩耗しても、最後まで新品と同じ切れ味が続きますので、
交換時までストレスなく作業ができます。

取り付け方向に注意

カット時間

早い

遅い

交換
0

交換

交換

50

市場従来品

75

100

砥粒の種類

粒硬度

外径×厚み×内径
（mm）

精密成型砥粒

60S

カット本数

３Ｍ™ キュービトロン™ II 切断砥石 PN65138
３Ｍ™
キュービトロン™ II
切断砥石 PN65138

5枚入り

25枚入り

向けて取り付けて

ください。

３Ｍ™ キュービトロン™ II 切断砥石 PN65138

25

製品名

必ず印刷面を

グラインダー側に

推奨材質

普通鋼
ステンレス

105 × 1.3 × 15

125
（本）※部材はSUS304 φ17mm, t =2mmを使用し、約1.5kgの加重で切断した場合の結果。

最高使用回転数
15,300 r.p.m.（80m/s）

発注品番

PN65138 5

PN65138 25

出荷単位

JANコード

100 枚（中箱5 枚） 4549395360383
50 枚（中箱25 枚） 4549395360390
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各種メディアで取り上げられています。

生産性向上・コスト削減のために

研援隊

［ テレビ］
●
●

東日本放送 スーパー J チャンネルみやぎ

『高校生がプロから学ぶ研磨技術』
（2015.12.16 放送）

●
●
●

●

がサポートします。

スリーエム ジャパンでは日本各地域に
研磨のスペシャリスト・アドバイザー集団である
「研援隊」を設置しています。
研磨の実演、そして時には研磨指導、体験会も行い、
研磨工程の見直しによる生産性の向上・コスト削減の
サポートをいたします。

仙台放送 みんなのニュース

『若手技術者を育てよう』
（2015.12.16 放送）

［ 新聞］
●

（けんえんたい）

日刊産業新聞

『九州で研磨材拡販』製品デモ「研援隊」展開（2015.3.31）

日刊自動車新聞

『作業時間短縮やコストダウンを啓発』
（2015.4.2）

朝日新聞

『3M 研磨材販売強化』
（2015.4.15）

仙台経済会

『中小製造業者の作業工程改善をサポート』
東北工業大学とスリーエム ジャパンが連携（2015.11.1）

日刊工業新聞

『研援隊結成 訪問先で実演』
（2015.11.27）

他、多数掲載されています。

ご使用上の注意 安全にご使用いただくために、グラインダーあるいはサンダーをお使いになる場合にお読みください。

●
●

●

砥石製品の安全な使い方

事故・危険

グラインダーの仕様に適合しない場合は使用しないでください。

破壊、けが

乾式研削・研磨・切断作業に使用してください。
砥石の孔径を改造しないでください。

砥石の最高使用周速度（最高使用回転数）以下で必ず使用してください。

破壊、けが
破壊、けが

●
●

●

●

砥石カバーを取付けて使用してください。

けが

●

取付けフランジの外径は、砥石外径の1/ 4 以上で、固定側フランジと移動側フランジは

破壊、けが

砥石に、カケ、ひずみ、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥が

破壊、けが

●

研削時の使用角度は 20°～ 45°を厳守してください。

破壊、けが

●

除じんと換気に注意して使用してください。

聴力障害、けが

●

●
●

切断作業時は、切断専用砥石カバー（砥石の1/2 以上を覆うもの）を取付けてください。
外径と接触幅が等しく逃げ部があるものを使用してください。
ないことを確認してください。

防じんメガネ、防じんマスク、耳せん、手袋などの保護具を着用し、

失明、じん肺・

●
●

●

●

砥石製品の安全な使い方

事故・危険

試運転は作業開始前には 1 分間以上、砥石交換時には 3 分間以上行ってください。

破壊、けが

使用面以外は絶対に使用しないでください。
（上面）

砥石の取り付けや試運転は、安全教育修了者（労働安全衛生法）が行ってください。

破壊、けが

作業周辺の安全と引火物の有無を確認し、火花の飛散をしゃへい板などで

けが、引火爆発

砥石の回転方向に立ったり、回転中の砥石には手指を触れないでください。

けが

防止してください。

破壊、けが

砥石を無理に研削物・切断物に押しつけたり、ねじったりしないでください。

ワークはしっかりと固定してください。

破壊、けが

外径が小さくなった砥石は、他の機械で再使用しないで廃棄してください。

破壊、けが

砥石を落としたり、ぶつけたり、たたいたり、踏みつけたりしないでください。
直射日光を避け、湿気の少ない平らな所ならびに常温（10℃～ 35℃）下で、
所定の箱に入れて平積み 保管してください。

箱ないしは製品に記載している使用期限を守ってください。例）V01/2017＝2017 年 1 月まで

安全にご使用いただくために、砥石製品をお使いになる場合にお読みください。
警告

この製品は正しく使用されない場合、破壊・飛散して失明・ケガ等をする
ことがあります。使用時に下記の内容をよく読み、正しくご使用ください。

グラインダーあるいはサンダーへの取り付けと使用上の注意

① 使用時に製品の外観に傷、破損等がないことを確認してください。
② センターを合わせ、正しく取り付けてください。
③ 使用時に1 分間の空回転をし、振動のないことを確認してからご使用ください。
④ 強く押しつけず、できるだけツールの自重で使用してください。
⑤ 使用中は回転部分に触れないでください。
⑥ 使用中に振動、異常音が発生した場合は、直ちに回転を停止し、原因を確認してください。
⑦ 研磨により、火花が発生することがありますので燃えやすいものは遠ざけて作業をしてください。
⑧ 製品の交換は、スイッチを切り、さらに電源プラグあるいはカプラを抜いてから行ってください。
⑨ 使用するグラインダーあるいはサンダーの取扱説明書をよく読み、正しく使用してください。
⑩ 廃棄時は、プラスチック類として各市町村の定める方法に従い処理してください。

最高使用回転数以下での使用
① 梱包箱あるいは製品に表示された最高使用回転数以下で使用してください。
安全保護具の着用
① 眼、顔面の保護のため、使用時には安全メガネ、または顔面カバーを着用してください。
② 身体の保護のため、使用時には安全帽、革手袋、長袖服、安全靴等を着用してください。
③ 研磨粉塵を吸わないよう、使用時には防塵マスクを着用してください。
保存方法
① この製品は常温、常湿の屋内に保存してください。
② 直射日光、乾燥状態の所に長時間放置しないでください。

本カタログでの比較は弊社実験によるもので、実際の数値等は顧客事例ごとに異なります。
仕様及び外観は、予告なく変更される事がありますので、ご了承ください。

お取扱い販売店

保証期間内に製品が不良であることが証明された場合、当社の責任は、
当社の選択により交換または補修させていただくか、もしくはご購入代金

を返還させていただくことに限らさせていただきます。

３Ｍ、CUBITRON、キュービトロンは、３Ｍ社の商標です。

※掲載の内容および希望小売価格は、2016 年 10 月現在のものです。
希望小売価格は、すべて税抜き本体価格です。

研磨

カスタマーコールセンター

研磨材製品事業部

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-211

http://www.mmm.co.jp/asd
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