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ペーパー・スポンジヤスリ成形用具Ｆ

耐水ペーパー
1 SY-330

…108 円（100 円）B
＃320

2 SY-492

…108 円（100 円）B
＃400

3 SY-16

…108 円（100 円）B
＃600

4 SY-168

…130 円（120 円）B
＃1000

6 SY-121

…129 円（120 円）B
＃1500

7 SY-169

…162 円（150 円）B
＃2000

8 SY-331

…486 円（450 円）B
＃3000

9 SY-332

…540 円（500 円）B
＃5000

5 SY-17

…130 円（120 円）B
＃1200

耐水ペーパー＃3000、
＃5000 は、エポ・レジン・
ガラス用です。

目詰まりしたら流水の下で
ハブラシ等で洗って乾かす
と、繰り返し使えます。

ヤスリの番号は大きい程
細かくなります。

1 SY-144 Ａ（ファイン #240 ～ #320）

2 SY-145 Ｂ（スーパーファイン #320 ～ #600）

3 SY-146 Ｃ（ウルトラファイン #800 ～ #1000）

各 346 円（320 円）B

4 SY-147 Ｄ（マイクロファイン #1200 ～ #1500）

スポンジヤスリ

1 2

3 4

平らな面は耐水ペー

パーに造形板を貼っ

て使うと便利です。

曲面にはスポンジヤ

スリが便利です。い

ずれも粗→細で表面

をきれいにします。

SY-511

スポンジヤスリ アソートセット
（1 枚 約 5×6cm）

…324 円（300 円）B
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SY-374

…1,166 円（1,080 円）A

液体研磨剤

SY-285

…1,620 円（1,500 円）B

ポイントスタンド

くもりが出ない研磨剤で
す。使用後は水洗いします。

SY-218
…540 円（500 円）B

白布ポイント

白布は使う前にバフ面の糸抜きを行って下

さい。白布に液体研磨剤をつけたら軽く回

して、水とびがなくなってから研磨します。

水洗い後、シルバーダスターで仕上げます。

9322-DS2

…486 円（450 円）D

防塵マスク

1 個ずつ包装された携帯に便利なこ

のマスクは、研磨による粉塵からあ

なたの気管支をしっかり守ります。

SARS ウイルス・炭疽菌もシャット

アウトする本格派なので、旅行や災

害用にも常備したいマスクです。

口元に空間があり、話もできるし口

紅もつきません。
使用する順に並べておく
と、とても便利です。

ポイントはついていません。

研磨用具Ｂ

ラジアルブリッスルディスク

各 200 円（250 円）B

SY-271 ロールサンダー＃2401

SY-272 ロールサンダー＃3202

SY-273 ロールサンダー＃6003

SY-505 ロールサンダー＃10004

SY-568 オレンジ　＃4001

SY-569 青　　　　＃6002

SY-570 黄　　　　＃8003

SY-571 ピンク　　＃10004

SY-572 緑　　　　＃15005

SY-573 水色　　　＃20006

SY-574 ベージュ　＃30007

SY-575 きみどり　＃40008

各 270 円（250 円）B

SY-281 ＃13 粗目（茶）1 SY-282 ＃13 細目（緑）2

SY-274 カップ粗目（茶）3 SY-275 カップ細目（緑）4

SY-279 …486 円（450 円）Bミゼットバフ5

SY-280

…1,350 円（1,250 円）B

研磨用ポイントセット

（ロールサンダー #320・#600・#1000、
シリコンポイント #13 茶・緑）

必ず右回転で使用して下さい。

水洗いで繰り返し使用できます。

マンドレールにセットする向きを間違えない様ご注意下さい。
又、ネジを強く締めると、羽飛びの原因になります。
研磨するすき間に合わせて、組む枚数を変えられます。

マット仕上げにするバフです。

2 SY-253 イエロー

3 SY-254 ブラウン

4 SY-255 ブルー

5 SY-256 ピンク

6 SY-257 オレンジ

1 SY-252

…8,532 円（7,900 円）A
ラジアルブリッスルディスク 6 本セット

各 1,426 円（1,320 円）A

7 SY-258 グリーン

（＃80 ～＃120）

（＃220 ～＃320）

（＃400 ～＃500）

（＃600 ～＃800）

（＃1500 ～＃3000）

（＃6000 ～＃8000）

スペアディスク（4 枚入）

1 SY-259 イエロー
（＃80 ～＃120）

2 SY-260 ブラウン
（＃220 ～＃320）

3 SY-261 ブルー
（＃400 ～＃500）

4 SY-262 ピンク
（＃600 ～＃800）

5 SY-263 オレンジ
（＃1500 ～＃3000）

7 SY-265

…432 円（400 円）B
マンドレール（ステンレス製）

各 1,058 円（980 円）A

6 SY-264 グリーン
（＃6000 ～＃8000）

焼成後の銀粘土のゆがみや変形等を修正する、紙ヤスリが巻かれたポイントで

す。銀の状態によって240番～1000番まで使い分けます。ヤスリがきかなくなっ

たら１周破り取って、新しい面を出して使います。軸が細くなったら、使い切

らずに細かい部分用として残しておくと便利です。抵抗が大きいので、回転数

は小さめに！　必ず右回転で使用してください。

ネットタイプで粉抜けが

良く、目詰まりしにくい

ので長持ちします。指先

の感覚で形状がわかるの

で、完成度の高いなめら

かな仕上げができます。

乾燥体の成型や焼成後の

研磨にも最適です。耐水

性。いずれも A4 サイズ

です。

平面ベースの研磨と先端の細い
シリコンポイントのセットです。

キサゲは焼成後の金属のバリを削り取るものです。

羽が切れて飛ぶ事があるので、目に入らない様に注意してください。

入りくんだ造形的なデザインの研磨

にとても便利なブリッスルディスク

です。当社のブリッスルディスクは

軸部をステンレス製にしています。

シリコンポイント

各 270 円（250 円）Bシリコンポイントカップ

各 432 円（400 円）B研磨ネット

1 1 2 3 4 52 3 4
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グラインダー用研磨ポイント（軸径は全てφ2.35mm です。）

基本用具研磨用具Ａ

SY-10 …486 円（450 円）Bゴム台1

SY-171 …756 円（700 円）Bゴム台（大）2

SY-123 …432 円（400 円）C真鍮ブラシ3

SY-11

…540 円（500 円）B

ステンレスブラシ毛長4

SY-12

…842 円（780 円）B

ステンレスブラシ毛短5

SY-18 …1,350 円（1,250 円）B磨きヘラ1

SY-127

…1,188 円（1,100 円）A

磨きヘラ　極細タイプ2

SY-322 超硬ヘラ Ｌ…4,752 円（4,400 円）C3

SY-608 メノウヘラ（片刃）
…1,620 円（1,500 円）D

4

…1,728 円（1,600 円）Dキサゲ5
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研磨ネット成形用具Ｇ

＜研磨の基本＞
最初に使う番手は、傷や変型を修正でき

る粗い番手から使用します。その傷をそ

れより細かい番手で消し、その傷を更に

細かい番手で消す・・・を繰り返して表

面を美しく仕上げます。前の傷が消せな

い時は、もうひとつ粗い番手に戻りまし

ょう。

SY-609


