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村井 一成
Kazunari Murai

溶接不良率が 0 に！
本当にいらない部分だけを
落としてくれる。

鉄やステンレスを削る時に、砥石を使うと溶接用のケガキ線まで消してしまう

けど、
スコッチ・ブライト™ CNSベベルブラックを使えば、線は残したまま黒皮

を剥がせます。
低い電気でティグ溶接をする時は、
できるだけフラットな状態

でピタッとくっつけて溶接をしたい。面落ちしてもだめ。
ピン角のまま。
この
作業、慣れた職人ならできるけど若い人だと力加減が難しい。

その点、
スコッチ・ブライト™ CNSベベルブラックだと力を入れても削り過ぎ

ない。以前はティグ溶接の不良率が3分の1ぐらいあったのが、今では0です。

本当に要らない部分だけを落としてくれます。
自分たちも助かっているけど、
若い子たちはより助かっているんじゃないかな。働き始めて3年くらいは、

ついついグラインダーに角度をつけて、力を入れてしまうから。

100個作る時は100個同じものができていなければ駄目だから、仕上がりが
使う人に左右されないのは良いですね。

株式会社 ナガセ

山形県山形市富神台10 番地
TEL : 023-645-5211（代表）
FAX : 023-643-2647
創 業
設 立
代表者
従業員
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昭和29年（1954）10月
長瀬 真一
19名

使った瞬間にこれは良い。

高いだけある。
と感じました。

私は良いものにはお金をかけます。いらないものにはお金も人もかけませ

ん。事務の人間は価格の数字だけ見て高い安いを判断するけど、なんで高い
かっていうのは作業する人にこそ分かる。

初めて触った時、従来の砥石との感触の違いに驚きました。使った瞬間、
これ
ほど
（良い）ならこれぐらいの値段するよな、
と納得しました。

「良いものは高い」
って表現あるでしょ。
あの言葉通り、使った瞬間に「これだ

け削れるならそりゃ高いだろう」と感じましたね。
とは言え予算の問題がある

から、価格が2倍になるなら、作業効率は3倍以上にならないと使えません。

その点、
スコッチ・ブライト™ CNSベベルブラックにしたら効率は3倍ぐらい

アップしましたし、持ちも良いので満足しています。力を入れなくて済むから
疲れないし。

Tools
スコッチ・ブライト™
ベベルブラック

（外径：90mm、厚み：13mm）

仕上がり相当 ：＃120
砥粒の種類
：S（シリコンカーバイド）
最高使用回転数 ：12,000 r.p.m.
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スコッチ・ブライト™
ベベルブラウン

（外径：90mm、厚み：10mm）

仕上がり相当 ：＃180
砥粒の種類
：A（酸化アルミニウム）
最高使用回転数 ：12,000 r.p.m.
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工場長特権で「僕専用」分

槙 聡志

を発注してます
（笑）。

村井工場長からの信頼も厚い
槙 聡志さんにもご協力いただきました。

ステンレスの焼けたところを落としたり、溶接の

仕上げに少しだけ削りたいという時は、
スコッチ・

Satoshi Maki

ブライト™ ベベルブラウンを使って、
そのまま仕上

株式会社 ナガセ

一番いいのは馴染むところですね。
最初の当たり

山形県山形市富神台10 番地
TEL : 023-645-5211（代表）
FAX : 023-643-2647

げて終わりです。
あとは何もいらない。

はどうしてもコツンと当ててしまうけれど、
それを

やっても食い込まず、
そのまま馴染んでいく。
その

後の仕上げまでできるから、
一番重宝してますね。
工場長特権で
「僕専用」を注文するほど気に入っ

ています。良いものだから、独占して他に渡し
たくなくなる
（笑）。

小さくなったらエルボーの加工など狭い場所用

にして、ぎりぎりまで使います。それこそ、
プラス

チックの部分が出るまで捨てられない。
メーカー

さんにとってはあまり美味しくないかな。最後
まで使い切っちゃうから。

ここがポイント

3 次元構造のナイロン不織布に砥粒を
均一に特殊コーティングしています。

金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り
過ぎることがありません。
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伊東 薫
Kaoru Ito

株式会社 カネト製作所

山形県上山市中山5633
TEL : 023-673-2211（代表）
FAX : 023-673-2212
E-mail : info@kaneto-ss.co.jp
ホームページ : http://kaneto-ss.co.jp

「手作業と同じ仕上がりを
グラインダーで」
自分の中に新しい概念が
生まれました。

最初に見た時は「ナニコレ？」
って感じでした。普通、グラインダーに付ける製品って

平らですよね。それが変わった形（傘型）をしている。カタログ見ただけじゃどう

やって使うのか、使うとどうなるのかが分からないんですよね。

だから実際にサンプルもらって、使ってみてびっくりしました。手作業でやっていた

のと同じ仕上がりが、グラインダー作業でできるんです。当然、速さは手作業の2倍。

それまで2人がかりだったところが1人でできるようになり、別の作業に人を割ける

ようになりました。

それまでは、
ステンレスにグラインダーを使う時は「削る」と言う概念しかなかった。
それがスコッチ・ブライト™ ベベルグリーンを使って「グラインダーで仕上げる」と
いう概念が生まれました。本当に新発見です。

また、
ステンレスは傷つけたらNG品扱い、と
いう認識でいたのが、表面を仕上げることに

よってNG品を減少する事に成功!!

また、

さまざまな材質に利用でき、用途を固定し

ないで
「こんな使い方もあるんじゃないか」と

作業者と一緒にどんどん探っていってます。

単価的に高いから使うなって言われることも

ありますよ。でも溶接は結局、人の手でやる
もの。作業者の意見が一番大切です。作業者

が使いやすいものを使うことを、
一番に考えて

います。

Tools
スコッチ・ブライト™
ベベルグリーン

（外径：90mm、厚み：13mm）

仕上がり相当 ：＃400
砥粒の種類
：S（シリコンカーバイド）
最高使用回転数 ：12,000 r.p.m.
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ここがポイント

仕上がり相当#120 〜#400 をラインナップ。
用途に応じて使用して頂けます。

電動グラインダーにワンタッチで装着できます。

#120 ＃180 #320 #400
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すごい楽ですね。

弾かないで食いつく感じ。

佐藤 大道
Hiromichi Sato
株式会社 ナガセ

ですね。
ワークに当てても砥石が弾かず、食いつく感じがする。
そうやって最初に
がっつり食い込ませたら、
その後はサンダーの重さだけで進んでいく。

厚いビードでも作業がスムーズですね。
スピードも速い。他の製品の2倍くらい

に感じます。

小さくなってもスピードが変わらないのも驚きでした。削るスピードが遅いと、
作業を早く終わらせなきゃって焦ってくる。焦ると力が入ってしまって、深傷に
なったり、仕上がりがでこぼこになったり。結局手直しが必要になって、余計

時間がかかってしまうんですよね。

３Ｍ™ キュービトロン™ II オフセット砥石 PN85938だと、力を入れなくてもよく
削れるので、手直しがいらない仕上げになるんだよね。
ミスや手直しが減る

山形県山形市富神台10 番地
TEL : 023-645-5211（代表）
FAX : 023-643-2647

Tools

３Ｍ™ キュービトロン™ II オフセット砥石 PN85938を使うと、
とにかく作業が楽

から、仕事が早く終わる。

結果的にストレスも減ってます
（笑）。

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

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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いやというほど試して選んだ
目詰まりしにくいディスク。

平塚 毅

Tsuyoshi Hiratsuka

アミューズメント業界は外観が重要なので、
塗装工程が大切になります。
塗装がしやすい

ように、母材に表面処理鋼板（SECC）を使用することが多いのですが、表面処理鋼板の
ビードを取ると、
一緒にコーティングも取って目詰まりしやすいのが悩みでした。

以前作業者だった頃は、刃が目詰まりするたびにポイポイ捨てて、
しょっちゅう交換して

いました。
替え刃を取りに事務所に何度も戻るので、何で戻ってきているんだって、当時
の製造部長に怒られましたよ。

管理者になってからは、
その経験を活かして、
目詰まりしにくいディスクを探しました。
もう
嫌だってくらい色んなメーカーの製品を試す中で、
紹介してもらったのが３Ｍ™ セラミック

ディスク 957Aです。

作業者は、狙おうとすると感覚的に先端を使ってしまいます。
そうすると、先端から目

詰まりして使えなくなってしまう。
３Ｍ™ セラミックディスク 957Aは、均等に刃が削れる

から、目詰まりしないんですよね。

それでも研磨力が落ちて使えなくなったら、前工程の作業者が持って行ってバリ取りに
使う。
バリ取りの場合は新しい刃だと逆に切れ過ぎてしまうので、溶接で使えなくなった
刃くらいがちょうどいいんです。
使えなくなったらすぐ捨てていた頃に比べると、
トータル

コスト的にはむしろ助かっています。

株式会社 カネト製作所

山形県上山市中山5633
TEL : 023-673-2211（代表）
FAX : 023-673-2212
E-mail : info@kaneto-ss.co.jp
ホームページ : http://kaneto-ss.co.jp
創 業
昭和42年10月1日
設 立
昭和46年5月1日
従業員
男性54名 女性15名
事業内容	一般機器類の精密板金加工および
組立、自社開発製品の製造・販売

Tools
３Ｍ™
セラミックディスク 957A

（外径：100mm、孔径：15mm）

グレード
：＃60、
＃80、
＃120
砥粒の種類
：セラミック砥粒
最高使用回転数 ：13,800 r.p.m.
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道具を変えて、新しい分野への進出！

今の溶接業界は10年以上前のように、
ただくっついていれば良い

という訳ではなく、繊細な仕上がりが求められています。

その点、
３Ｍのディスクを使わせていれば、品質が安定している
かを、付きっきりで見ていないで済む。管理側としても安心してい

られるんです。

忙しい時は、事務の人間にも現場に入ってもらいますしね。安定

して高いレベルの仕上がりを提供できるようになったから、農機

具関係からアミューズメント関係、家具関係まで進出できました。

ちょっとした道具だけでここまで変わるんだと驚いています。

何も考えずに以前と同じ道具を使っていたら、
ここまで来られた

んだろうかと思いますよ。

仕上げの工程から、

もう絶対にはずせない。

導入当時は、なんでこんな高いディスク使っているんだって怒られました。今でも、他の企業の人に、なんでこれ使っているのって聞かれ

ますよ。

でもこれは「作業のしやすさ」
という中身の問題。
お金で解決できない部分。

短納期に応えるために、管理者側が無理・無茶をかけることもある。溶接の工程はその中で特にスケジュールが圧迫されがちです。表面
処理鋼板が多いうちの事業の中では、
３Ｍ™ セラミックディスク 957Aでやった方が、楽だし速いし目詰まりしない。
仕上げの工程からこのディスクは絶対外さないようにしようっていうところまで、もう来てますよ。

ここがポイント

３Ｍ™ セラミックディスク 957A

３Ｍの独創的な研究によって生まれた、画期的なセラミック砥粒。
普通鋼はもちろん、
ステンレスなど難削材で 高い研磨力と寿命を発揮。
● 15mmセンター穴を採用したため、
ワッシャーを介さずに交換が簡単。
●
●
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大風 真也
Shinya Ohkaze
株式会社 カネト製作所

山形県上山市中山5633
TEL : 023-673-2211（代表）
FAX : 023-673-2212
E-mail : info@kaneto-ss.co.jp
ホームページ : http://kaneto-ss.co.jp

今まで色んな砥石を
使ってきたけど、もう
他の製品は使えないですね！

３Ｍ™ セラミックディスク 957Aは、
ビード除去など、溶接後の仕上げ作業でよく
使っています。
狙ったところに上手く入ってくれるので、使いやすいですね。
スポッ

ト部分を削る時に他の部分を削ることもないので、無駄がない。思ったように
仕上がります。

自分は株式会社カネト製作所に転職してくる前、重研削をメインにしていたん

です。
例えばプラント関連の厚盛りのビードなどをガリガリと。
実は今だから言え

ることなんだけど、転職した当時は、今やっているような繊細な仕事がうまくでき
るか不安でした。例えば力加減でブレてしまわないか、狙ったところだけきちん
と削れるかなど。

でもその不安を一蹴してくれたのがこの３Ｍ™ セラミックディスク 957Aです。
当初は砥石タイプを使っている中で、少しでもブレがあると、傷つけたくない

ところも傷つけてしまうことがありました。とにかく削り過ぎが一番怖いので、
本当に狙い通りの繊細な仕上がりにすることに気を遣っていました。
でも３Ｍ™

セラミックディスク 957Aに変えてからは、全然違いました。
驚きですよ。
ピンポイ

ントでワークを狙えるし、振動・ブレがないので、失敗しない。他社の製品はすぐ
削れなくなるが、
３Ｍ™ セラミックディスク 957Aは常に新品同様の仕上がり
具合です。
他社に比べて製品寿命が5〜6倍ぐらい長い。

結局、今うちの会社ではこれが使用指定品になっています。
自分にとっても、指定

のパートナーと同じ。
もう他の製品は使えないですね。
これ一途でいきます！

Tools
３Ｍ™
セラミックディスク 957A

（外径：100mm、孔径：15mm）

グレード
：＃60、
＃80、
＃120
砥粒の種類
：セラミック砥粒
最高使用回転数 ：13,800 r.p.m.
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Tomomichi Matsuda
株式会社 ナガセ
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10度 ? ﾠ 15度 ?
グラインダーは寝かせなさい
って教えてるよ。

３Ｍ™ キュービトロン™ II TSディスク987Cは作業性が良いところが本当に気に
入っている。従来の砥石を使う時は削り過ぎてしまうのが嫌なんだよね。光が

当たった時に、凸凹が反射して見た目が悪くなってしまう。だからこれまでの

砥石を使う時は、若い子には押し当てないで引きなさいと教えなくちゃいけな

かった。
押し当てると深堀しちゃうからね。

３Ｍ™ キュービトロン™ II TSディスク987Cだったら、最初からベタ当てできる
からその心配がない。

従来の砥石でもフラットにかけられるけど、そうするとナットで傷をつくったり、

ナット自身が削れることがあった。
その点、
ナットがないのは本当にありがたい。

山形県山形市富神台10 番地
TEL : 023-645-5211（代表）
FAX : 023-643-2647

安心して水平に当てて使える。

グラインダーの説明書に、10度とか15度って書いてあるけど、あれもういらない

んじゃないかな？ 少なくとも、
うちではこの製品を使う時はグラインダーは

寝かせなさいと若い子に教えているよ。
スピードも、
これまでの1.7倍くらいは
出ているんじゃないかな。
交換作業も楽だし、作業効率が上がっているよ。

Tools

３Ｍ™ キュービトロン™ II
TS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 ：12,000 r.p.m.
推奨材質
：ステンレス、
アルミ
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木村 優花
Yuuka Kimura

株式会社 カネト製作所

山形県上山市中山5633
TEL : 023-673-2211（代表）
FAX : 023-673-2212
E-mail : info@kaneto-ss.co.jp
ホームページ : http://kaneto-ss.co.jp

他の製品に替えるよって
言われたら?
7447PRO が良い、って
おねだりします!?

山形は盆地なので、梅雨の時期になると湿気がすごいんです。倉庫に置いて

いると製品が錆びてしまう。

出荷前の錆落としには、
スコッチ・ブライト™ 工業用パッド 7447PROを使って

います。
全部の肌面をチェックして、小さな穴から細部に至るまでスコッチ・ブラ

イト™ 工業用パッド 7447PROの先端を使ったりして錆を落としていく、時間が
かかる作業です。

何度も何度も繰り返し製品をこするから、力もいるし、以前は筋肉痛になる

こともありました。

でもスコッチ・ブライト™ 工業用パッド 7447PROは力をかけなくても錆が落ち

るので、もう筋肉痛にはならなくなりました。端のところを弾きながら磨くこと
もあるのですが、
この時柔らか過ぎると押し込み

過ぎて、加工した板金にも傷をつけてしまう。
その
点、
スコッチ・ブライト™ 工業用パッド 7447PROは

「柔らか過ぎない」から良いですね。どんな形の
製品にも馴染む、丁度良い柔らかさです。

湿気があるともう一つ困ったことがあって、それ

は不織布が萎えてしまうこと。使っているうちに
破れてしまったりして、頻繁に交換しないと仕事

が進まないんです。
スコッチ・ブライト™ 工業用

パッド 7447PROは不織布が他と違うみたいで、
湿気があっても萎えないんです。

持ちも良いので、4分の１サイズあれば一日分の
仕事ができます。

もし他 の 製 品 を 使うよって 言 わ れ たら？
7447PROが良い、
っておねだりします！

Tools
スコッチ・ブライト™
工業用パッド 7447PRO

（サイズ：150mm×230mm）
グレード
仕上がり相当
砥粒の種類
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：VF
：＃320
：A（酸化アルミニウム）
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人差し指で目消しができる。

この馴染み性が気に入ってます。

木村 勇太
Yuuta Kimura
株式会社 ナガセ

山形県山形市富神台10 番地
TEL : 023-645-5211（代表）
FAX : 023-643-2647

後の溶接が楽になるように、不織布研磨材を使ってサンダーの目をできるだけ
取るようにしています。
そうすることで、仕上がりに差がつくんです。

スコッチ・ブライト™ 工業用パッド 7447PROなら、力をかけずに目消しができる

のがいいですね。
うちの工場長も「手が痛くならないところが一番助かる」と
言っていました。

これまでは、
力を入れないと不織布研磨材が製品の形に馴染まず、
きれいにライン

が付けられませんでした。
両手の親指に力を入れて押し当てるんですが、
これを

やると手は痛くなるし、
数をこなしていると豆ができたり、
とにかく辛かった。
ひどい

時には傷をつけたくない部分にまで傷がついてしまうこともありましたよ。
しかも
ね、堅い不織布は最初こそラインをつけやすいですが、無理に握ると表面の石が

飛んで行ってしまって、
ようやく馴染んだころにはラインがつかなくなってしまう。

スコッチ・ブライト™ 工業用パッド 7447PROの一番良いところは、柔らかさと
馴染み性ですね。
#320でこれだけ
柔らかいのは他にないです。耐久
性も良い。

両 手 で やって い た 作 業 も 、ス

コッチ・ブライト™ 工業用パッド
7447PROに変えてからは片手で

できるようになりました。人差し指

で目消しができるんです。
これは
楽ですよ！

ここがポイント

特殊コーティングで研磨力と耐久性が向上！

効率的で長寿命 ：寿命は7447の約20～30%UP※
早い研磨スピード ：スピードは7447の約2倍※
※上記数値は３Ｍ社実験値となります。

なじみ性もUP※
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これまでの砥石が普通乗用車なら、

これは大型トラック。

藤島 哲

Satoshi Fujishima
新和産業株式会社

代表者名：畠沢 政一
秋田県大館市花岡町字猫鼻6-1
TEL : 0186-46-1292（代表）

営業品目

プラント設備製作・施工

仕事量が違います。

最初サンプルでもらった時に、同レベルの作業者にそれまで使っていた砥石と３Ｍ™

ファイバーディスク987Cを使ってもらって比べたところ、
スピードが3〜4倍ぐらい速かった
んです。

それで「じゃあ入れましょう」となりました。1時間当たりでこなせる仕事量が重要な自由

切削でも、
３Ｍ™ ファイバーディスク987Cの仕事量には満足しています。
材質に関係なく、
鉄もステンもこれ一枚で、単純に言えば切断以外これでやっています。

これまでの砥石を普通乗用車に例えるなら、
これは大型トラック。同じ時間で荷物を運ぶ
なら、
より多くのものを運べる方がいいでしょう？ 週当たりの使用量は常に200枚以上

です。工事の現場にも工場から３Ｍ™ ファイバーディスク987Cを持参するので、急激に
工場内の在庫が減ることもあります。多い時には週に500枚使用する時もありますよ。

そんな時でも在庫は切らさないよう、補充に関しては販売店の小棚木さんに一任している
んです。
うちの使用量をちゃんと把握してくれて、最近だと持って来てなんて言わなくても
持ってきてくれます。

株式会社 相場商店
小棚木 栄紀 （写真左）

新和産業様用には週に200
枚を補充するのに加えて、弊

社内でも専用に600枚在庫

を常備しています。

補充しないと怒られるので

（笑）。切らさないように気
をつけてます。

Tools

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
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Abrasive Systems Division

WORKs

例えるなら……
“生涯を共にするパートナー”

石戸谷 英紀
Hidetoshi Ishitoya
新和産業株式会社

代表者名：畠沢 政一
秋田県大館市花岡町字猫鼻6-1
TEL : 0186-46-1292（代表）

これまで使っていたものより、速く綺麗に削れます。3倍速く感じる
かな。

えぐれないで平らに仕上げられるところも良いです。
ハードな砥石だと
角度によっては深く削れてしまいますが、
３Ｍ™ ファイバーディスク

987Cだと柔らかいので、えぐらない。力を入れずにかけられます。
平らに仕上げられるし、目も均一なので、後の溶接がしやすくなり

ます。

開先も速い。
うちでは販売中止にでもならない限り使い続けますよ。

今までの砥石と全然違い、
スピードは断然早いし、良く削れるけど、
寿命は他の砥石に比べて長持

ちするかっていうと、そんなこと
はないと思います。砥石より柔

らかい素材なので、かけにくい

角度や姿勢だと、
ハネやすいし、

その点 は 女の子のようにデリ
ケートなのかもしれません。

優しく、力を入 れずに

かければ持ちますよ。
例えるなら……“生涯を共にするパー

トナー”って感じです。大切につきあって長く共にありたい
です。
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消したいものだけ消せる！
取りたいものだけ取れる！

Scotch-Brite

TM

3 次元構造のナイロン不織布に砥粒を均一にコーティング。

凹凸に良く馴染み、柔軟で快適な使用感です。
不織布のスプリング効果で、柔らかな当たりを実現。

削り過ぎることがなく、金属表面の傷や皮膜のみ
除去できます。
仕上がり相当 #120～#400 のラインナップをご用意。

用途に応じて使用していただけます。
粗

仕上げ
細

きついサビ取り、鋼板の黒皮除去、
ケレン作業

CNSベ ベルブラック
仕 上 がり相 当

# 120

仕 上 がり相 当

# 180

仕 上 がり相 当

# 320

仕 上 がり相 当

# 400

溶接後の焼け取り、
砥石切削加工後の目つぶし

ベ ベルブラウン
ベ ベルレッド

ステンレスのキズ、焼け取り、
塗装・溶接前の肌荒らし（足つけ）

ベ ベルグリーン

電動用

製品名

砥粒の種類

スコッチ・ブライト™ CNSベベルブラック S（シリコンカーバイド）
スコッチ・ブライト™ ベベルブラウン

仕上がり相当

色

＃180

茶

A（酸化アルミニウム）

スコッチ・ブライト™ ベベルレッド

スコッチ・ブライト™ ベベルグリーン

エアー用

CNSベベル
ブラック

サビ取り、塗膜・プライマーの除去

S（シリコンカーバイド）

＃120
＃320

黒
赤

＃400

緑

外径

厚み

内径

10mm

M10×1.5mm※
ネジ穴加工済

90mm

13mm

90mm

13mm

90mm

ベベル
ブラウン

ベベル
レッド

最高使用回転数
12,000 r.p.m.

発注品番

CNS BEBERU BLA

ベベル
グリーン

出荷単位

JANコード

4519001423733

4519001277107
20 個
BEBERU RED （中箱5個） 4519001277114

BEBERU BRO

4519001277121

BEBERU GRE

＊電動ディスクグラインダー取り付け専用ネジ加工済み（M10×1.5mm）のため、
グラインダーにワンタッチで装着することが可能です。

製品名

砥粒の種類

スコッチ・ブライト™ CNSベベルブラック AIR S（シリコンカーバイド）

スコッチ・ブライト™ ベベルブラウン AIR

仕上がり相当

色

＃180

茶

A（酸化アルミニウム）

スコッチ・ブライト™ ベベルレッド AIR

スコッチ・ブライト™ ベベルグリーン AIR

S（シリコンカーバイド）

＃120
＃320
＃400

黒
赤

外径
90mm

厚み

内径

最高使用回転数

7mm 16mm※

14,000 r.p.m.

発注品番

CNS BEBERU BLA AIR

出荷単位

BEBERU BRO AIR

50 個

4519001921420

BEBERU RED AIR （10個/パック） 4519001921437

BEBERU GRE AIR

緑

JANコード

4519001921413

4519001921444

＊エアーディスクグラインダーに最適な16mmの孔径のAIRシリーズです。
孔径が特殊形状に加工されているため、15mm孔径のグラインダーへの取り付けも可能です。

砥粒コートがパワーアップ！

Scotch-Brite

TM

7447 の砥粒コーティングが新しくなりました。
研磨力と耐久性がアップし、幅広い用途に対応します。
製品寿命

7447の 約 20～30％UP※

研磨力が長く、丈夫な素材です。
使用量を抑え、交換の手間を省きます。

手で切れる！

作業スピード

砥粒コーティング

7447の 約 2 倍※

スピードUPで、時間当たりの作業コストを
低減します。

4 分割ミシン目が入っていますので、
使いやすいサイズでご使用ください。

スコッチ・ブライト™ 工業用パッド 7447PRO

馴染み性もUP※

ミシン目

ミシン目

製品名

スコッチ・ブライト™ 工業用パッド 7447PRO
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砥粒の種類

A（酸化アルミニウム）

グレード
VF

仕上がり相当
＃320

色

赤茶

サイズ
（mm）
150×230

発注品番

7447 PRO

出荷単位

120 枚（中箱20枚）

JANコード

4549395188253

※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。

均等に刃が削れるから目詰まりしない！！

３Ｍの独創的な研究によって生まれた 画期的なセラミック砥粒を使用。
普通鋼はもちろん、ステンレス等の難削材で 高い研磨力と寿命を発揮。

15mm センター穴を採用したため ワッシャーを介さず簡単に交換可能。
製品名

砥粒の種類

３Ｍ™ セラミックディスク 957A

粒度

外径

内径

最高使用回転数

発注品番

＃80

100mm

15mm

13,800 r.p.m.
（72m/s）

957A 80

＃60

セラミック砥粒

＃120

３Ｍ™ セラミックディスク 957A

出荷単位

957A 60

100枚
（中箱5枚）

957A 120

JANコード

4547452807444
4547452807451
4547452807468

当たりが柔らかく、スムーズに研磨作業を行えるから、作業がどんどん楽になる！

表面に快削材を使用したファイバーディスク。

ロックナットがないTSディスク。

熱を持ちにくいため、ステンレスの研削にオススメ。
2 次バリを抑え、キレイな仕上がりを実現。

３Ｍ™ キュービトロン™ II
ファイバーディスク982C

３Ｍ™ キュービトロン™ II
TS ディスク 982C

３Ｍ™ キュービトロン™ II
ファイバーディスク987C

製品名

砥粒の種類

推奨材質

３Ｍ™

キュービトロン™ II
ファイバーディスク

外径

内径

最高使用回転数

60＋

102mm

16mm

15,000 r.p.m.

80＋
36＋

178mm

60＋
80＋

精密成型砥粒

36＋
ステンレス
アルミ

987C

グレード
36＋

普通鋼

982C

102mm

60＋
80＋
36＋

製品名

キュービトロン™ II
TSディスク

砥粒の種類
982C

精密成型砥粒

987C

３Ｍ™
キュービトロン™ II
オフセット砥石

PN85938
PN65493
PN81148

15,000 r.p.m.

22mm

8,600 r.p.m.

推奨材質

グレード

ボタン色

外径

最高使用回転数

普通鋼

60＋

茶

こげ茶

36＋

黄

80＋

ステンレス
アルミ

36＋

こげ茶

80＋

黄

茶

60＋

従来砥石の 約 2.5～6 倍※

砥石交換が減らせるので生産効率がアップします。
製品名

16mm

178mm

砥粒が食い込みガリガリ削る！
ディスク1枚当たりの仕事量

8,600 r.p.m.

22mm

60＋
80＋

３Ｍ™

水平角度（ベタ当て）で作業可能。

推奨材質

砥粒の種類

グレード

結合度

普通鋼
ステンレス

精密成型砥粒

36＋

P

S
S

102mm

12,000 r.p.m.

３Ｍ™ キュービトロン™ II
TS ディスク 987C

発注品番

出荷単位

982C 36 102X16
982C 60 102X16

4548623753690

982C 80 102X16

4548623753706

982C 36 178X22
982C 60 178X22
982C 80 178X22
987C 36 102X16
987C 60 102X16

4548623729381
100 個
（中箱25個）

987C 80 102X16

出荷単位

TSD 982C 36 102

100 個
（中箱25個）

TSD 987C 80 102

4.2mm は
切断作業にも対応。
外径×厚み×内径
（mm）

JANコード

4549395164813
4549395164820
4549395164837
4549395504022
4549395504039
4549395504046

３Ｍ™ キュービトロン™ II オフセット砥石 PN85938

最高使用回転数

発注品番

出荷単位

8,500 r.p.m.（80m/s）

PN65493

10 枚

100×4.2×15

13,750 r.p.m.（72m/s）

180×4.2×22.23

8,500 r.p.m.（80m/s）

180×7.0×22.23

4548623753720

4548623753782

発注品番

TSD 987C 60 102

4548623753713

4548623753775

987C 80 178X22

TSD 987C 36 102

4548623753751

4548623753768

987C 60 178X22

TSD 982C 80 102

4548623753744

4548623753737

987C 36 178X22

TSD 982C 60 102

JANコード

4548623748658

PN85938
PN81148

JANコード

4549395192595
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。
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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、Scotch-Brite、キュービトロン、スコッチ・ブライトは、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
Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2017. All Rights Reserved.

ABR-100-C(0517)

8:45～17:15 ／月～金（土日祝年末年始は除く）
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます

