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V溝加工比較
超硬スクレーパー タフ

V溝加工方法

超硬けがきニードル

折れない超硬スクレーパー！　V溝加工も可能なタフなスクレーパーです。 近日発売予定

超硬スクレーパーのタフバージョンです。ひと回り太くすることで
切れ味はそのままに格段に剛性がアップしました。（軸径φ3.175mm）
超硬スクレーパーの弱点だった先端部の折れを気にせず使用できます。
超硬スクレーパーと同様にバリ取り、面出し、パーティングラインの
処理、ゲート処理等が可能です。
先端の三角刃を使用してのV溝加工も可能になりました。

超硬スクレーパー  タフ（TOUGH）

品　　　　名 品　　番 定価（税抜） JANコード
超硬スクレーパー タフ（TOUGH） CS-PT ￥1,600 4580488730621

超硬スクレーパー タフ
の保管にはスジ彫り
カーバイト保護ケース
が使用できます。

斬技ホルダー或いはφ3.2mmまで装着可能な
ピンバイス等で使用します。

超硬スクレーパーとの違い

力は不要、軽く当てて
スライドするだけ

スライド スライド

ゲート処理・面出し パーティングライン処理

スライド スライド

ゲート処理・面出し パーティングライン処理
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切れ味抜群・長寿命！　プラスチック・金属・木材等の切削に。プロ向けクラスの機能を搭載！　高精度だからできる事がある。

樹脂切削用に開発されたカーバイトバー、削れ過ぎないソフトな切れ味が特長です。

超硬精密カッター（タングステンカーバイトバー）マイクログラインダーゼロワン
歯の部分は超硬合金（タングステンカーバイト）の為、硬度が非常に高く耐摩耗性に優れ長寿命。
切れ味も抜群です。

ロータリーツール用ビット
軸径φ2.34mm

ロータリーツール用ビット
軸径φ2.34mm

ビット軸径φ2.34mm専用

ハンドピース
コントローラー
ハンドピーススタンド

樹脂切削用に開発された製品で、目詰まりしにくく、心地よいソフトな切れ味が持続します。
コーティングをする事で通常のカーバイトバーの様に削れ過ぎず切削面は綺麗に仕上がります。
通常のビットと違い引っ掛かりが少なく軽く当てるだけで面白い様に削れます。
トルクの弱いリューターや回転数の低いホビー用リューターでも効果を発揮します。

ビットの交換はワンタッチ
上位機種にのみ採用されていたセットリングを装備。
セットリングを回すだけでビットの交換が可能。

正逆回転切り替えスイッチ
右利き、左利きの方にも対応。

高い軸精度
上位機種並みの軸精度を実現。

安全回路搭載
過剰な負荷やベアリングの故障時にハンドピースへの通電をストップします。

金属製ハンドピース
主要な部品を精度の高い金属にする事で、振動＆騒音を抑えられます。

プラモデル、レジンキット等のバリ取り、切削、磨き、穴あけ加工

加工可能な材質
プラスチック、アクリル、レジン等

加工可能な材質
プラスチック、金属、木材等

軸振れ精度2/100mm（20μ）以内
小径ドリルでの穴アケや精密加工が可能です

軽く当てるだけでサクサク削れる

樹脂用カッター（シルバーコーティングカーバイトバー）

ラウンド 商品名 CR-05 CR-12 CR-21
刃の直径 0.5mm 1.2mm 2.1mm

定価（税抜） ¥800 ¥800 ¥800
JANコード 4580488730218 4580488730225 4580488730232

仕　様
ハンドピース
回　転　数 0〜15,000rpm
最大トルク 2.0N・cm
重　　　量 160g
サ　イ　ズ φ27×L135mm
コントローラー
定 格 入 力 AC100V　50/60Hz　10W
重　　　量 850g
サ　イ　ズ W85×L125×H70mm

商品名 CS-S CS-L CS-T CS-M CS-H

定価（税抜） ¥1,600 ¥1,600 ¥1,600 ¥1,600 ¥1,600
JANコード 4580488730287 4580488730294 4580488730393 4580488730461 4580488730478

テーパー 商品名 CT-12 CT-21
刃の直径 1.2mm 2.1mm

定価（税抜） ¥800 ¥800
JANコード 4580488730249 4580488730256

コーン 商品名 CC-12 CC-21
刃の直径 1.2mm 2.1mm

定価（税抜） ¥800 ¥800
JANコード 4580488730263 4580488730270

シリンダー 商品名 CS-12 CS-21
刃の直径 1.2mm 2.1mm

定価（税抜） ¥800 ¥800
JANコード 4580488730317 4580488730324

刃の直径

軸径

エンドカット（先端部分にも放射状の刃）

※エンドカット付

※エンドカット付 ※エンドカット付

用途
セット内容

特長

ハンドピース コントローラー

ＯＦＦ

停止

正回転 逆回転

コレットチャック

軸径φ2.34mm セットリング

ハンドピースプラグ差込口 正逆回転切り替え/OFFスイッチ

ON/OFF・速度調節ツマミ

ビットの交換方法
セットリング（黒い部分）を回す
だけでビットの交換ができます

ハ
イ

トル
ク仕様

クラス

最強の
トルク

2.0N・
cm

品　　　　名 品　　番 定価（税抜） JANコード
マイクログラインダーゼロワン ZERO-ONE ¥16,000 4580488730034
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ヤスリでは作業しにくい狭小部をピンポイントで狙い撃ち！　削れ過ぎない程よい研磨感！ 切削性が良いリューター用ドリル。穴アケ加工が正確、スピーディーに行えます。

バリ取り、合わせ目・段差・パーティングライン・面の整形が簡単、スピーディーに行えます。 お使いのドリルをリューターで使用できます。スピーディーな穴アケが行えます。

サンドペーパーを可能な限り小さく円錐状に丸めたリューター用の研磨ツール。
ヤスリでは作業しにくい細かい部分の加工、合わせ目・バリ・段差・パーティングラインの整形等が
簡単、スピーディーに行えます。削れ過ぎない程よい研磨感が特長です。

商品ラインナップは3種類
①ミニロータリーサンダーセット（マンドレル×1本、#320（黒）粗目×10個、#600（青）細目×10個）
②補充用ミニロータリーサンダー＃320（＃320（黒）粗目×20個）　※マンドレルは付属していません
③補充用ミニロータリーサンダー＃600（＃600（青）細目×20個）　※マンドレルは付属していません

目詰まりが少なく耐摩耗性に優れたサンドペーパーを使用したリューター用の研磨ツール。
バリ取り、合わせ目・段差・パーティングラインの整形等が簡単、スピーディーに行えます。
面の整形に最適です。

商品ラインナップは3種類
①ロータリーサンダーセット（マンドレル×1本、#150（黄）粗目×10個、#240（緑）細目×10個）
②補充用ロータリーサンダー#150（#150（黄）粗目×20個）　※マンドレルは付属していません
③補充用ロータリーサンダー#240（#240（緑）細目×20個）　※マンドレルは付属していません

市販のドリルをリューターで使用する事ができます。
手作業に比べ、穴アケ加工がスピーディーに行えます。
先端部がドリルチャックになっており、径の異なったドリルを装着する事が可能です。

サイズは2種類
・ピンバイスビットS（PB-S） 装着可能なドリルサイズ　0mm〜1.1mm
・ピンバイスビットL（PB-L） 装着可能なドリルサイズ　1.2mm〜1.6mm

スチール製のリューター用ドリルビットです。
切削性が良く、穴アケ加工が正確、スピーディーに行えます。
ラインナップは小径用セット〈SD-S〉（0.5mm、0.8mm、1.0mm）と
大径用セット〈SD-L〉（1.2mm、1.5mm、2.0mm）の2種類。
芯出しの必要がないのですぐに作業が始められます。

加工可能な材質：プラスチック、アクリル、レジン、金属、木材等

加工可能な材質：プラスチック、アクリル、レジン、金属、木材等

ミニロータリーサンダー（リューター用ヤスリ掛けビット小） 精密ドリル小径セット＆大径セット

ロータリーサンダー（リューター用ヤスリ掛けビット） ピンバイスビット S＆L（リューター用ドリルチャック）

品　　　　名 品　　番 定価（税抜） JANコード
①ロータリーサンダーセット RS-SET ¥1,400 4580488730331
②ロータリーサンダー #150 RS-150 ¥1.200 4580488730348
③ロータリーサンダー #240 RS-240 ¥1,200 4580488730355

品　　　　名 品　　番 定価（税抜） JANコード
①ミニロータリーサンダーセット MS-SET ¥1,200 4580488730362
②ミニロータリーサンダー #320 MS-320 ¥1,000 4580488730379
③ミニロータリーサンダー #600 MS-600 ¥1,000 4580488730386

品　　　　名 品　　番 定価（税抜） JANコード
ピンバイスビット S PB-S ¥1,200 4580488730423
ピンバイスビット L PB-L ¥1,200 4580488730430

品　　　　名 品　　番 定価（税抜） JANコード
精密ドリル小径セット SD-S ¥1,400 4580488730409
精密ドリル大径セット SD-L ¥1,400 4580488730416

ロータリーサンダーセット　RS-SET

ミニロータリーサンダーセット　MS-SET

ロータリーツール用ビット　軸径φ2.34mm

ロータリーツール用ビット　軸径φ2.34mm

マイクログラインダーゼロワン装着例

マイクログラインダーゼロワン装着例

※粒度は#150（黄）粗目と#240（緑）細目 PB-L PB-S

※粒度は#320（黒）粗目と#600（青）細目

ロータリーサンダー寸法　長さ：約17mm　最大径：約6mm

ミニロータリーサンダー寸法　長さ：約17mm　最大径：約4mm

ロータリーサンダー専用マンドレル
（ネジ込タイプ）　軸径φ2.34mm

ミニロータリーサンダー専用マンドレル
（割ピンタイプ）　軸径φ2.34mm

専用マンドレルを後ろの差込穴に奥まで
ねじ込んで使用します

専用マンドレルを差し込み穴の　に合わせ
差し込んで使用します

ロータリーツール用ビット
軸径φ2.34mm

ロータリーツール用ビット
軸径φ2.34mm

加工可能な材質　プラスチック、アクリル、レジン、非鉄金属等

精密ドリル小径セット（SD-S）

精密ドリル大径セット（SD-L）

0.5mm

1.2mm

0.8mm

1.5mm

1.0mm

2.0mm
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カーボン＆FRPパーツの加工に！　耐久性＆切れ味は抜群です。 リューター作業の必需品！　ロータリーツール用ビットスタンド。48本立てられます。

リューター作業の必需品！　ロータリーツール用ビットスタンド。40本立てられます。

ご要望が多かった超硬スクレーパーの保管に最適なビットケース。

キャノピー等のクリアパーツの磨き＆スジ彫り後のケバ立ち取り・リューター加工後の削りカスの除去用。

カーボン・FRPの穴アケ、切削加工の専用ビットです。
非常に硬いタングステンカーバイトを使用する事で驚きの切れ味と高耐久性を実現しました。
先端部はを特殊形状の2枚刃でカーボン・FRP等の難削材の穴アケでも折損を起こしづらいのが
特長です。（穴アケは付属のラウンド（丸）ビットで下穴加工した後に行って下さい）
側面部はダイヤカットで加工時のバリを小さく抑えます。

・ 軸径φ2.34mmのビットを48本立てる
ことが出来ます。

・ 透明カバー付なのでビットの保管に非常
に便利です。

・ 軸径φ2.34mmのビットを40本立てる
ことが出来ます。

・作業机に映える重厚な存在感。

・ 超硬スクレーパーやロータリーツール用ビットの保管に
最適なビットケースです。

・ ビットの軸をがっちりホールドし、破損や損失の防止に
なる樹脂製の丈夫なビットケースです。

・キャノピー等のクリアパーツの磨き。
・スジ彫り後のケバ立ち取り。
・リューター加工やヤスリ掛け後の削りカスの除去

カーボン・FRP用ビット1.0＆2.0 ビットスタンド

クリアビットスタンド

ビットケース 1本用（2個入）

磨き・ケバ立ち取りブラシ（2本入）

品　　　　名 品　　番 定価（税抜） JANコード
カーボン・FRP 用ビット 1.0 CF-1 ¥1,800 4580488730447
カーボン・FRP 用ビット 2.0 CF-2 ¥1,800 4580488730454

品　　　　名 品　　番 定価（税抜） JANコード
磨き・ケバ立ち取りブラシ NB-1 ¥800 4580488730485

品　　　　名 品　　番 定価（税抜） JANコード
ビットケース 1 本用（2 個入） BC-1 ¥200 4580488730577

品　　　　名 品　　番 定価（税抜） JANコード
クリアビットスタンド BS-40 ¥1,600 4580488730058

品　　　　名 品　　番 定価（税抜） JANコード
ビットスタンド BS-48 ¥1,200 4580488730041

カーボンパーツの加工

ロータリーツール用ビット
軸径φ2.34mm

ロータリーツール用ビット
軸径φ2.34mm

カーボン・FRP用ビットには
下穴用ビット（タングステン
カーバイト 丸形）が1本付属
します。

パーツにキズが付きづらいソフトでコシのある極細のナイロン毛を使用。
何度も水洗いして使用することが出来ます。

キャノピーのパーティングラインを消す場合には
サンドペーパーで1500番位まで仕上げた後、コン
パウンドを使いキズが無くなるまで磨きます。

カップ形状の利点
① 摩擦熱が発生しにくく、パーツが溶けない
② コンパウンドがブラシの中心に残り飛び散りを軽減

収納可能ビット寸法
軸径φ2.34mm
全長50mm以内
ビット先端径10mm
以内

刃径φ 1.0mm

CF-1

刃径φ 2.0mm

穴アケ加工 切削加工

CF-2

決め手は

2枚刃

カップ形状

※下穴用ビット

・ 穴アケ加工の場合…下穴用ビットで穴アケしたい
位置を削ります。削った部分にカーボン・FRP用
ビットを合わせて穴アケして下さい。

・切削加工の場合…ビットの側面を使って削ります。

ベースの中心にビットの軸部分を差し込んで
からカバーをかぶせて保管して下さい。

ビット ベース 上から見た図

13mm

本体寸法：φ79mm×H91mm

本体寸法：W110×D74×H18mm

55mm
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凹凸部分や曲面・ピンポイントの磨きに最適なブラシ状ヤスリ。

ボタンを押して5秒で発熱！　便利な乾電池式（単三電池1本）バリ取り、面取り、パーティングライン＆ゲート処理、リーマー加工、カンナ掛けに最適です。

使いやすいペンタイプで持ちやすく、場所をとりません。持ち運びにも非常に便利です。
先端のヒーターチップの太さはわずか0.3mm弱。細かいディテール加工が可能です。

アルカリ単3電池1本使用（別売）

ヒーターチップは消耗品です。
（変形や断線した場合のスペアパーツ）

グラスファイバー（ガラス繊維）を使用したペンタイプのヤスリです。
・プラスチック・樹脂の磨き、バリ取り、パーティングライン＆合わせ目の処理
・金属ヤスリ・ダイヤモンドヤスリ等の目詰まりのクリーニング
・金属のヘアライン加工・サビ取り
・3Dプリンタ出力品の積層段差消し

グラスファイバーヤスリ

カービングヒートペン

カービングヒートペンCH-1

グラスファイバーヤスリGF-1

交換用ヒーターチップ

交換用ブラシ

品　　　　名 品　　番 定価（税抜） JANコード
カービングヒートペン CH-1 ¥2,500 4580488730010
交換用ヒーターチップ CH-1RP    ¥800 4580488730027

品　　　　名 品　　番 定価（税抜） JANコード
グラスファイバーヤスリ GF-1 ¥1,600 4580488730065
交換用ブラシ GF-1R    ¥800 4580488730072

用途：プラスチック等の樹脂加工（切断・ダメージ表現）

発熱温度：280℃
寸　　法：φ19×L136mm
重　　量：20g（電池無し）
電 池 式：アルカリ単三乾電池1本

・ ブラシ伸縮ツマミを回してブラシを適当な長さに調節して下さい。
・ 軽く押し当て消しゴムで消すような感じで使用して下さい。

ブラシ キャップ ブラシ伸縮ツマミ

凹凸面の磨き作業

切断・
加工

ダメージ
表現に

超硬合金（カーバイト）を削りだした切れ味抜群のスクレーパー。
非常に硬いカーバイトを使用することで驚きの切れ味と高耐久性を実現。
刃の形状は三角錐でエッジは鋭くシャープに仕上げました。
最大径φ2.34mmで先端部はより細い為、狭小部や奥まった部分のバリ取り、
カンナ掛けも可能です。
リューターに装着しての使用も可能です。（軸径φ2.34mm）

超硬スクレーパーの材質は非常に硬い超硬合金です。
硬度が高い代わりに粘りが無い為、先端の細い部分に力を掛けると折れる恐れが
ありますのでご注意ください。
力の掛かる作業は根元の太い部分でお使いください。

※市販のピンバイス等のホルダーに装着してご使用ください。
　（2.34ｍｍ装着可能な物）

超硬スクレーパー（タングステンカーバイト）

品　　　　名 品　　番 定価（税抜） JANコード
超硬スクレーパー（タングステンカーバイト） CS-P ¥1,400 4580488730300

ピンバイス＆ロータリーツール装着用
軸径φ2.34mm

力は不要、軽く当ててスライドするだけ

加工可能な材質
プラスチック、アクリル、アルミ、真鍮等

リューターでの作業

溶けやすい樹脂や柔らかい素材の加工は
リューター等で高速回転で作業した場合、
ビットの目詰まりや溶けて絡みつく事があります。
超硬スクレーパーは目詰まりがなく、
溶けた樹脂が絡みにくいのが特長です。
リューター作業でも切れ味は抜群です。

・ ゲート処理、面出しは寝かせて、
パーティングラインの処理は
エッジを立ててスライドさせ
て下さい。（ピンバイス使用時）

スライド スライド

ゲート処理・面出し パーティングライン処理

キャップ

つかむ部分



10 FUNTEC  General  Catalog FUNTEC  General  Catalog 11

超硬合金を使用したスジ彫り専用ツール。切れ味と耐久性が違います。

スジ彫りカーバイト

スジ彫り用に開発された精密工具です。
非常に硬い超硬合金（タングステンカーバイト）を使用する
事で驚きの切れ味と高耐久性を実現しました。
刃先はエッジの効いた平刀型で、均一な幅のスジ彫りを行
う事ができます。深彫りしても線の太さは変わりません。
刃先が鋭角なので図①の様に角からスジ彫りが可能です。
刃の幅は11種類。各サイズごとに色分けしたカラーリング
を装着。
寸法表示シールで刃幅も一目で分かります。

斬技ホルダー スジ彫りカーバイト　保護ケース スジ彫りカーバイト0.15　スターターセット

斬技ホルダーかピンバイス等に
装着してご使用下さい

0.1mm 0.25mm 0.5mm0.15mm 0.3mm 0.6mm 1.0mm0.2mm 0.4mm 0.8mm 1.2mm

刃の幅は11種類

軸の太さはφ3.175mm

使用方法
斬技ホルダーあるいはφ3.2mmまで装着可能なピン
バイス等で使用します。
図②の様に手前に引いてスジ彫りを行います。
左右に傾かない様にまっすぐに引いてください。
力を入れずに何度も彫り重ねるのが綺麗に仕上げる
コツです。
力を入れると加工面が荒れますのでご注意ください。

斬技ホルダー或いはφ3.2mmまで装着可能なピンバイ
ス等で使用します。
表面を軽く触る程度の力でケガいて下さい。
力を入れずにケガく事が綺麗な線を引くコツです。
力を入れると加工面が荒れたり、刃先が破損する恐れ
があります。

図①

図②

シリーズ
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シリーズ
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シリーズ
キ レ ワ ザ

品　　　　名 品　　番 定価（税抜） JANコード
スジ彫りカーバイト 0.1 SB-01 ¥1,800 4580488730492
スジ彫りカーバイト 0.15 SB-015 ¥1,800 4580488730508
スジ彫りカーバイト 0.2 SB-02 ¥1,600 4580488730515
スジ彫りカーバイト 0.25 SB-025 ¥1,600 4580488730522
スジ彫りカーバイト 0.3 SB-03 ¥1,600 4580488730539
スジ彫りカーバイト 0.4 SB-04 ¥1,600 4580488730584
スジ彫りカーバイト 0.5 SB-05 ¥1,600 4580488730591
スジ彫りカーバイト 0.6 SB-06 ¥1,600 4580488730638
スジ彫りカーバイト 0.8 SB-08 ¥1,600 4580488730645
スジ彫りカーバイト 1.0 SB-10 ¥1,600 4580488730652
スジ彫りカーバイト 1.2 SB-12 ¥1,600 4580488730669
斬技ホルダー K-HOLDER ¥2,200 4580488730546
スジ彫りカーバイト
保護ケース SB-CASE    ¥500 4580488730553

スジ彫りカーバイト 0.15
スターターセット SB-015SET ¥4,000 4580488730560

刃先は平刀型

スジ彫り比較

スジ彫りカーバイト ニードル等

加工比較

スジ彫りカーバイト

超硬けがきニードル

タングステンカーバイトのケガキ針。先端角度10°と30°の2種類が登場！

転がりやすい工具をしっかりキープする便利なツール置き台。

ケガキ用に開発された精密工具です。モールドの追加や彫り直し、スジ彫りの下書き等に使用します。
先端は非常に硬い超硬合金（タングステンカーバイト）で抜群の切れ味と高耐久性を実現しました。
その為、刃先は擦り減りづらく、シャープで綺麗な線を引く事が可能です。
先端角度は10°と30°の2種類。
角度ごとに色分けしたカラーリングと表示シールで先端の角度も一目で分かります。
超硬けがきニードル10°は細く鋭い線が引けますが、刃先が非常に繊細な為、中・上級者向きです。

斬技ホルダーや筆、デザインナイフ等の転がりやすい工具の置き台です。

超硬けがきニードル10°＆30°

ツールキーパー（置き台）

品　　　　名 品　　番 定価（税抜） JANコード
超硬けがきニードル 10° CN-10 ￥1,400 4580488730607
超硬けがきニードル 30° CN-30 ￥1,200 4580488730614

品　　　　名 品　　番 定価（税抜） JANコード
ツールキーパー（置き台） TK-9 ￥600 4580488730676

超硬けがきニードルの
保管にはスジ彫りカー
バイト保護ケースが使
用できます。

【サイズ】：幅95mm×高さ20mm×奥行77mm

使用例

先端角30°
（白）

先端角10°
（オレンジ）


