
ワンタッチで、｢バキューム｣｢加圧｣｢流し込み｣まで行う、デスクトップ型、精密鋳造機。
銀・金・プラチナ・鉄・アルミなど色々な金属の鋳造が可能。

50種類のキャスティングプロセス
を保存し、圧力、温度、パワーの
実際のパラメータを表示できる
タッチスクリーン

鋳造をする場合、自動でキャスティングチャンバ内は、溶融前に完
全真空になり、次に不活性ガスを自動供給します。ヘリウムガスを
使う事により、溶融金属とモールドの酸化等を防ぎ複雑な金属デザ
インを綺麗に鋳造します。
金属の溶解が始まると、溶融温度を均質に保ちます。その後、低周
波パルスを発生させ溶融金属を振動させ、溶解内を均一にします。
温度は、プラチナとスチールの場合は2100℃、金、銀、ブロンズの
場合は1150℃までの黒鉛ルツボ内部の液浸タイプ "K"熱電対によ
って光パイロメータによって制御されます。
この段階で、るつぼ/フラスコシステム全体が自動的に90度回転し、
金属、フラスコ内に一度注がれると、その次にアルゴンガスを挿入
し自動的に3バールに加圧されます。真空と3つの過圧により精密
なデザイン製品も忠実な再現と非常に綺麗な表面を作る事が可能。

鋳造機で採用されているシステムは、精密鋳造が必要な宝飾や歯科技工の為に特別に開発。
完全自動の鋳造装置。　デジタル制御、ワンタッチ鋳造、詳細な鋳造設定が５０個登録可能。
これにより、非常に綺麗で忠実な鋳造再現性を実現しました。

宝飾⽤精密鋳造

NEW 全自動精密鋳造機 プレスショック
卓上鋳造機の新しい形

⻭科⽤精密鋳造 ３Dプリンター樹脂の鋳造
一般的な鋳造はもとより、
プレスショックシリーズは、３Dプリンターからの鋳造に最適な設計に作られています。
DWS ３Dプリンターを使われている世界のユーザーも使われている鋳造機です。

鋳造メーカーとして⼀番歴史がある、「ガローニ」。ヨーロッパの鋳造メーカーとして、数多くのブランドで使われています。

真空吸引 ガス加圧 ⾃動流し込み卓上⼩型機種から⼤型機種まで全てのモデルで
       必要とされてる全ての機能を搭載。

電子部品には、パナソニック製など安心メーカー製部品を使用。真空チャンバーなどのパーツも全て削りだしで作らています。⾼加圧でも故障も少ない設計。

「真空吸引」「ガス加圧」「自動流し込み」全ての機能を搭載した、全自動卓上鋳造機です。

価�格

PRESSOVAC

小型鋳造機での鋳造は、鋳造経験が無い方でも(初心者)でも簡単に鋳造加工を行う事ができます。
自社で鋳造を行う事によりメリットが色々。 ◆納期の短縮　◆研究・開発　◆特殊な形状や新しいデザイン製品の製造。

商 品 名

�������� PRESSOVAC

販売価格

お問合せ\1,980,000

定価

※輸入品の為、価格は常時変わります。掲載価格は、目安にして下さい。

他社には少ない卓上型で、真空とガス加圧装置が装備されています。
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プレスショック MAXは、通常タイプより大きなステンリングが入る大タイプとスタンド
が装着された自立式タイプです。
MAXで鋳造能力（フラスコサイズは最大100 x 150 mmまで）使用できます。
XLは、小型なのに、溶解量が金は2kgの大容量。
すべての機能はタッチスクリーン制御されています。競合他社の機械のほとんどは、
短時間で注入される3バールの圧力に耐えられない設計の為、注入後にガス圧力を
溶融金属にゆっくりと加えなければな
りません。
もう一つは、最終の鋳造の流し込み
の際に、手動で傾かせるタイプは、
操作する方のスキルと安定性で影響
を受ける場合があることです。プレス
ショックシリーズは、全自動タイプなの
で、一定の速度と安定性をもって流し
み作業が行われます。また、高圧力
に耐えられる設計で作られています。

工場・大型鋳造向け、鋳造機

仕様

電気
単相230V

50/60Hz-3,5 kW
三相230V

50/60Hz-10kW
 単相230

50/60Hz-6 Kw
るつぼ容量 金/銀-(60 cc) 

プラチナ-(20 cc) 
鉄/パラジウム-(40 cc)
鉄/パラジウム-(75 cc) 

溶融能力 プラチナ:350g
金:800g

パラジウム:250g
銀:600g

フラスコ 直径30φ～90φ
　高さ55～90㎜

直径：最大150φ
高さ250㎜

直径80φ～100φ
高さ80～150㎜

周波数 70 kHz 70 kHz70 kHz
最高温度 2100 度 2100 度2150 度

外部真空ポンプ 外部真空ポンプ付き8m³/h-0,005 mbar
冷却水供給 比抵抗20kΩ/cm以上の純水- 2リットル/分

圧縮空気供給 6-8 bar 7 bar8 bar
不活性ガス供給

寸法 600ｘ500xH580㎜ 1000ｘ700xh1250㎜680ｘ490xH1200
重量 90 kg 330 kg160 kg

  三相230V
50/60 Hz-10kW

三相230/380V
50/60Hz-40Kw

240 cc 280cc-470 cc 12.000cc

12 kHz

水：3 l/m-3 bar 12リットル/分
7 bar 6-7 bar

ヘリウム、アルゴン、窒素

100立方メートル/時

 600ｘ650㎜-h 1200㎜  780ｘ750-h 1300㎜ 1350ｘ1200ｘH2050㎜
222 kg 375 kg 1450 Kg

金/銀-(20 cc)
プラチナ- (10 cc) 

鉄/パラジウム-(20 cc)

プラチナ:500g
金:2.0kg

銀:1.8kg

プラチナ:110g
金:150g
鉄:90g
銀:100g

鉄:1.0kg

直径：最大150φ
高さ300㎜

直径：最大200φ
高さ400㎜

直径：最大800φ
高さ800㎜

1150度又は1450度 1150度又は1450度 1150度又は1450度
12 kHz

銀:2.0kg
金:2.2kg

  三相230V
50/60 Hz-10kW

  三相230V
50/60Hz-6kW

240 cc

10 kHz10 kHz
1150度又は1450度

水：3 l/m-3 bar 水：3 l/m-3 bar
7 bar7 bar

外部真空ポンプ60m³/h

 600ｘ650㎜-h 1200㎜
210 Kg

直径：最大150φ
高さ250㎜

銀:1.2kg
金:1.4kg

水：3 l/m-3 bar

180 cc

Galloni“ G”シリーズ鋳造機
は、最新技術を搭載した加
圧真空吸引鋳造機です。
低周波発生器をフルコンピュ
ーター制御し最大の鋳造能
力を発揮するよう設計されて
います。操作も簡単でルツボ
をセットしてキャストフラスコを
定位置にセット。そしてボタン
を押すだけで理想の鋳造を
可能にします。Gシリーズは、
7インチカラータッチスクリーン
（パナソニック製）で全ての
操作を行えます。合金の
種類や量全てを登録されています。

Gシリーズ

PRESSOVAC�MAX�/�XL�

産業向け鋳造機

PRESSOVAC�MAX PRESSOVAC��XL�PRESSOVAC�MAX PRESSOVAC��XL�

遠⼼鋳造器�
高周波真空遠心遠心鋳造機
不活性ガスでチャンバーを全真空下で鋳造します。真
空は、フラスコからガスを除去し、ガスの気孔率を排除

G10G10

Pressovac� Pressovac�MAX�XLPressovac�Max G3�Ultimate G5 G10G1

プラチナ�/�チタン⽤

し、るつぼの寿命を根本
的に向上させます。アル
ゴンまたは窒素ガスは金
合金の酸化を防止して鋳
造します。正確なコンピュ
ーター制御PIDが電力を
調整し、精度が高い鋳造。
フラスコの中心に金属を、
まっすぐ滑らかに入れる
ため動的二重揺動アーム
を採用。

造形 鋳造 金属化 磨き ゴム型 鋳造 磨き 完成ゴム型 ワックス ワックス

一点モノ(リフォームや特注品等）

量産品等

自社加工 鋳造工場への依頼加工

9⽇

１日 ２～３日 １日 １日 １日 ２～３日 １～２日 １日

造形 鋳造 金属化 磨き ゴム型 鋳造 磨き 完成ワックス

自社加工 鋳造工場への依頼加工

１～２日 ２～３日 １～２日 １日１日

自社加工 鋳造工場への依頼加工発送 発送 発送 発送

発送 発送

13⽇

自社鋳造なら一点製品なら造形後１～２日で製品にできます。

従来の⼀般的な流れ

⾃社鋳造の場合

自社鋳造全て外注

自社鋳造だと

４〜５⽇の短縮

⾃社で鋳造を⾏うと、納期の短種くデザインの⾃由性が⼤きく変わります。

7 bar
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鋳造加工は難しいと思っていませんか。そんな事はありません。しっかりと理解すれば誰にでも出来ます。 自分で鋳造加工をしてみよう。
鋳造が自分で出来るようにセットにしました。上記セット内容で一通りの鋳造加工が出来ます。このセットがあれば、銀・金の鋳造からゴム型、ワックス取りま
ですべて出来ます。1個の鋳造から量産まで出来ます。 ◆セットで購入する場合。初心者でもわかりやすい、初心者用鋳造テキストとゴム型製作テキストが
付属しています。

脱法作業 焼成作業 鋳造作業 ゴム型製作 ワックス取り

鋳造セットがあれば、下記の作業が全て出来ます。

◆セット内容
1. 真空吸引鋳造機　1台　/　2. ホットプレス　1台　/　3. ワックスポット　1台　/　4. 電気炉（デジタル表示、プログラム設定）　1台
5. シリコンゴム 1Kg　1個　/　6. アルミ枠 　1個　/　7. メス刃　/　8. 真鍮製　三角錐　1個　/　9. タルク　　1個　/　10. インジェクションワックス　　1個
11. 鋳造用埋没材　２Kｇ　　1個　/　12. ラバーミキシングボール　1個　/　13. 軟膏ヘラ ｽﾃﾝﾚｽ製　　1個　/　14. 鋳造用ステンリング　1個
15. スプルベース　　1個　/　16. カーボンロット棒　　1個　/　17. 初心者用鋳造テキスト　/　18. ゴム型製作テキスト　/　19. 説明書

鋳造セット 

吸引鋳造から、脱法まで1台で出来るスタンダード機。
真空状態でのキャストと脱法が出来る一体式卓上鋳造機です。
真空吸引の鋳造は、しっかりした脱法と穴あきのステンリングを
使い理想的な吸引鋳造を行うため綺麗な鋳造を実現します。
　　　　　　　　　　　　海外では銀・金の鋳造のスタンダード。

ROMANOFF社の吸引鋳造機　真空ポンプも1/2HP使用。
ハイパワーな鋳造と脱法が可能。

本体寸法：520ｘ360ｘ330㎜　重量：44kg
アクリル製カバー寸法：203ｘ228㎜
真空ポンプ：1/2Hp

付属品
穴あきステンリング 86ｘ100㎜ / スプールベース 86φ用 
/ アダプターリング ３種シリコンラバー（耐熱） ４種 / 
るつぼハンドル / 真空ポンプ油 / フラスコ用トング

吸引脱泡鋳造機

注文コード 商 品 名 販売価格希望小売価格

\230,000 \213,200ROMANOFF 真空吸引鋳造機　DX
金金銀銀

781251

注文コード 商 品 名 販売価格

781250 \630,000鋳造セット Casting Set R

シルバー・真鍮・アルミなどの鋳造に最適なセット。 海外のシルバー鋳造では、このセットが良く使われています。

Casting�Set�WCasting�Set�W

Casting�Set�RCasting�Set�R

注文コード 商 品 名 販売価格

7812502 \510,000鋳造セット Casting Set W
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注文コード 商 品 名 販売価格

真空吸引鋳造機�CW300

仕様
本体寸法：670x360x350㎜
埋没テーブル：270x270㎜
キャスティングテーブル：φ135x185㎜
真空ポンプ：65 L/分
モーター電源：1/4馬力 速度：1720rpm

 

吸引鋳造から、脱泡まで1台で出来るスタンダード機。真空状態でのキャストと脱泡が出来る
一体式卓上鋳造機です。真空吸引の鋳造は、しっかりした脱泡と穴あきのステンリングを使い理想的な
吸引鋳造を行うため綺麗な鋳造を実現します。　海外では銀・金の鋳造で一般的です。

真空吸引鋳造機　鋳造と脱泡がの両方の作業が１台で可能。

付属品：
ベルジャー 229x216㎜　るつぼハンドル
有孔フラスコ 86㎜　真空ポンプ油 500ml
フラスコスリーブ 86㎜　フラスコトング
スプールペース 76.2㎜

注文コード 商 品 名 販売価格定 価

¥165,800¥189,000真空吸引鋳造機 CW300

ルツボで金属を溶かし、アームの回転による遠心力を利用して鋳型に金属を流し込む最もポピュラーな鋳造機です。

ネイクラフト社のカバー付き
の一体式の遠心鋳造機。

金金 PtPt銀銀

遠⼼鋳造機

【本体寸法】　
510㎜ｘ510㎜ｘ300㎜
【重量】　11.3Ｋｇ
【最大ステンレスリング】
　100㎜ｘ100㎜
【最大溶解量】　
シルバー　150ｇ　ゴールド　200ｇ　

付属品： 
鋳造リングx1,ベース トング

スタンダードなスプリング式 
遠心鋳造機。
フラスコサイズは
最大102㎜ｘL153㎜で
大きな製品の鋳造も可能です。

アームが回転する際の金属
が飛散するのを防ぐステン製
安全カバー。蓋付きです。
組み立て式。

ステンレスカバー蓋付

注文コード 商 品 名 販売価格定 価

\99,800

\35,800

\128,000

\39,800

遠心鋳造機

遠心鋳造機用ステンカバー

注文コード 商 品 名 販売価格定 価

\139,900\148,000Neycraft　遠心鋳造機金金 PtPt銀銀

⾼周波鋳造機�GAP�MAN USA�メルティングポット真空加圧式鋳造機

溶解から流し込みまでワンタッチで簡単鋳造。　
★家庭用１００Ｖ電源への接続で、簡単・確実な鋳造
が行えます。アルゴン置換を行えばさらに高度な
無酸素雰囲気内での溶解が可能。安心の日本製。 

ジュエリー業界から歯科技工まで幅広く使われてい
る、ヒーター式自動鋳造機。

小型なのに金・銀合金はもとより、プラチナキャストまで
鋳造可能! 機械操作はボタン一つ、ブザーが鳴ったら
レバーを引くだけ！アッケないほど簡単にキャストがで
きます。キャストは3kg/cm2の加圧鋳造、小さな機械で
もスッキリ&カチッとキャストできます。 
モールドローテーション(鋳型回転)機能で鋳巣の発生率
を改善。デスクトップサイズ、外観はコンパクト、なのに
中身はビッグなキャスト機。  

金金 PtPt銀銀

寸法：420Wｘ420Dｘ480H　
重量：55kg 
電源：単相200V　
　　熱源出力 2.5kw 
能力： 
金・銀・Ｐｔ／
金60g・Ｐｔ100g 

注文コード 商 品 名 販売価格定 価

\106,000

\4,200

\128,000

\5,250

注文コード 商 品 名 販売価格定 価

\593,300\698,000

注文コード 商 品 名 販売価格定 価

お問合せ真空加圧式鋳造機　 RPat Caster 卓上回転加圧式鋳造機　GAPMAN

金・銀を溶解するデジタル制御の溶解ポット。
温度設定をし、ボタンを押すだけで簡単溶解。
真空吸引鋳造機や、地金の溶解作業が大変便利
になります。従来より使いやすく上部の蓋が外れる
ようになりました。

デジタル温度設定：0℃-1090℃

最大溶解量：金900ｇ／銀750ｇ

付属品
カーボンるつぼ

デジタルメルティングポット#8000

#8000用カーボンるつぼ

金金銀銀

注文コード 商 品 名 販売価格

消臭と共に、焼却促進のダブル効果が
あります。非常に少量（スプーン一杯分、
約5g）で大きな消臭効果があるため、経済
的です。電気式クリーナーを使用しなくても
ほぼ満足できる結果が得られます。驚きの
クリーン焼却はリング焼却の常識を変えま
す。使用する際に、リングファーネスウール
と 併用すると、抜群に効果が向上します。
 

ガスト－ル

消臭＋焼却促進のＷ効果。

ガストル 200g \3600

ガストル

781245

781224

781201

781941781901

785203

785201

消
臭
効
果

消
臭
効
果

781580

7812245

RM メルティングポット用耐熱蓋 \7,800785204

7812452 ¥11,840

¥3,560

¥2,140

¥1,900

¥1,660

¥3,080

¥2,850

金金銀銀

最高温度：1250℃ 
溶解量：金合金・銀合金：40g 
金銀パラジウム合金：40g 
陶材焼き付け用合金:30g 
真空 ◦内臓真空発生器による 
エアー供給 ◦鋳造圧：3kg/cm2 

電源：AC100V  50/60Hz 
消費電力：最大400W 
外形寸法：W300ｘD280ｘH420
重量：25kg 
使用温度範囲：0-60℃ 
使用湿度範囲：20-95RH 

耐熱蓋

アクリルベルジャー(蓋)

耐熱シリコン 100φ用 

耐熱シリコン 127φ用 

耐熱シリコン 86φ用 

カーボンパッド 100φ用 

カーボンパッド 86φ用 

カーボンパッド 小穴用 

ラバーパッド黒

シリコンパッド

7812454

7812455

7812459

7812460

7812461

7812462

7812463

7812464

¥2,850

消耗品は標準付属品。

7812454
7812455

7812459

7812460
7812461

7812462

7812463

7812464

消耗品リスト

¥2,370

金金銀銀

NEYCRAFT遠心鋳造機
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G-サーム　埋没用電気炉（バーンアウト型）　鋳造の為に作られた電気炉。
バーンアウト電気炉を使用することにより、温度と均一性、効率的、エネルギー消費。

出力：単相230V–50/60Hz–2,8kW
室内寸法：
高さ150x幅170x奥行260mm
外寸：高さ690ｘ幅370x奥行660mm
重量：38kg
最高温度：1100℃

出力：単相230V–50/60Hz–4kW
室内寸法：
高さ250x幅240x奥行320mm
外寸：高さ800ｘ幅530x奥行700mm
重量：100kg
最高温度：1100℃

出力：単相230V–50/60Hz–13kW
室内寸法：
高さ400x幅400x奥行500mm
外寸：高さ1360ｘ幅950x奥行950mm
重量：300kg
最高温度：1100℃

鋳造埋没⽤電気炉
•最高使用温度1000℃。•温度制御システムにより、10種類のプログラ
ムが可能です。定期的に表示され進捗状況を確認できます。
•設定により、７日間のタイマーが付属

仕様

G-THERM�LARGE

仕様

G-THERM�SMALL

仕様

G-THERM�MEDIUM

注文コード

注文コード

注文コード

定 価

定 価

定 価

\348,000

オープン

オープン
※輸入品の為、為替で価格は変動します。G-THERM�SMALLG-THERM�MEDIUM

G-THERM�LAEGE

785005

785006

785007

デジタル制御。真空埋没機。最近の鋳造ラボでは、真空ミキサーの導入が進んでいます。真空状態で、石膏と水の混合と脱泡を同時に行うので、クオリティーの高い石膏
を作ることが出来ます。

真空埋没機

注文コード 商 品 名

真空埋没機　G-MIX

電源：単相230V 50/60Hz
埋没量：1kg (銀・金用), 0.8kg(プラチナ用)
フラスコサイズ：直径100㎜x高さ120mm

電源：単相230V 50/60Hz
埋没量：4kg (銀・金用), 3kg(プラチナ用)
フラスコサイズ：直径100㎜x高さ120mm

真空埋没機　GAL-MIX
注文コード 商 品 名 販売価格定 価

¥898,000¥998,000自動真空埋没機 大 BICM

本体：W670ｘＤ650ｘＨ980㎜　重量：122kg
フレーム取付時：H1250㎜　埋没最大量：20ｋｇ
電源：240Ｖ1.6Ａ 1/4HP
最小真空条件：10cfm 29.5hg
真空流量：300 L/min 　真空タンク内径：334㎜

フラスコ
直径

フランジ付
フラスコ

φ88.9
φ76.2

φ101.6
φ114.3
φ127

φ152.4

3
2
1

4
5
6

チャンバー内 フラスコ最大数

標準フラスコ
フランジレス

8
7
6
5
4
1

⾃動真空埋没機�⼤�BICM
ミキサーの特長と利点
•目盛付きタンクにより自動で正確な水の
測定•電子制御の混合時間と速度、例外的
に高トルクのモーターにより、完全なガス
除去と最適化。•フラスコ内の振動強度を
調整できます。メンテナンスフリーで、
ランニングコストの削減につながります。

⾃動真空埋没機�GMIX

卓上脱泡機スチームワックスエリミネーター
真空脱泡機。ハイパワーの真空ポンプでしっかり脱泡。
アメリカ製の強力真空ポンプ付き。耐熱パットを使用す
る事により鋳造も可能です。

真空ポンプパワー　1/2Hp

寸法 375W×300D×375H　
電源 単相100V 

真空脱泡機 真空ポンプ付

鋳造時の電気炉での脱ロウは、匂いが出てしまい問題
になることがあります。スチームワックスサーは、電気
炉での脱ロウ前にスチームの力でワックスを流しだす
装置。ステンリングから４５分で最大95%のワックスを
取り除く事が出来ます。海外ではメジャーな商品でUSA
などの鋳造工場では、良くつかわれている装置です。
1時間の自動ON / OFFタイマが標準装備。 

注文コード 商 品 名 販売価格定 価

\65,000

\96,000

¥73,000

¥107,000スチームワックスサーL型

スチームワックスサー S型

本体寸法： 356x292x342.9㎜
チャンバー内： 356x203x190㎜
水タンク容量：5L
タイマー：1時間。

寸法：375x622x438
チャンバー内：
369x483x292
水タンク容量：14L
タイマー：2時間。

注文コード 商 品 名 販売価格定 価

\170,800\198,000

781177

781178 781179

781181781750

781751 781704 アクリルフード（ベルジャー） ¥11,840

販売価格

お問合せ

お問合せ

鋳造後の鋳型に付着した石膏を徹底的に除去するた
めの、ウォータージェット式石膏クリーナー本製品は、
上下で２段階に分かれています。クリーニング用の槽
とロールアウトキャッチチャンバーがあります。
調節可能なノズルウォータースプレーは、フットペダル
によって制御されます。ステンレスボディーと密閉で、
水漏れや錆などを防ぎます。
ライトがが内部にあるの
で、作業効率をUP。

仕様：
本体寸法：
620x720x1500㎜
作業スペース：
595x345x320㎜
最大空気圧：
1,700psi（120bar）
10.5L /分
モーター：3HP
ネット重量 ：133kg

ウォータージェット�クリーナー

注文コード 商 品 名 販売価格定 価

¥880,000¥978,000ウォータージェット クリーナー840465

鋳造機�／脱泡機�[�Casting�machien�]



⾃動真空吸引ワックスインジェクター

本製品は、高品質なワックスを生産する事に最適なシステムです。まず、ワックスを注入する前に金型から空気を
抜き取り、気泡を排除します。
【二重射出動作】一度目の注入は、ワックスを金型内に導入します。二度目の射出で、より柔らかい冷却ワックス
を金型に注入し完了します。その為、非常に細かいワックスパターンも欠損のない綺麗な状態に仕上がります。
何度も繰り返し使用することが可能です。ポットとノズル部の温度制御(40～99℃)から、
真空・注入設定(最大圧力30psi)まで全てのプロセスを制御できます。
•インジェクターワックス容量：3kg
•インジェクタの寸法：546W x381Dx445H
このシステムを最大に発揮するための圧力コントローラとクランプタワー。
一貫したゴム型の型締め圧力の調整。毎回正確なワックス加工を行え
ます。約300の設定が登録可能。（最高圧力70psi）から希望の圧力
を選択し、•コントロールコンソールの寸法：210Wx343Dx191Hmm
•クランプ機構の寸法：160Wx160Dx210Hmm
ハンズフリー操作を行えるように、フットコントローラーが付属。
コンプレッサーと真空ポンプが別途必要です。

注文コード 商 品 名 販売価格定 価

¥598,000

¥69,900

¥698,000

¥77,667

デジタル真空ワックスインジェクターセット

ジャンボクランプ

標準付属クランプ 仕様：
最大空気圧：70psi（5kg）
クランプ機構：W160×D180×H210mm
最大ゴム型サイズ：W104xD90xH38㎜

ジャンボクランプ仕様
最大圧力：70 psi（5 kg）
最大ゴム型サイズ：W104xD140xH38㎜
積み込み重量 ：4キロ

ジャンボクランプ

781166

781167

※セット内容には、上記写真全てが含まれます。
別途コンプレッサーとワックスのみが必要になります。

アメリカでもロングセラーの低価格⾃動真空ワックスインジェクター。

海外でも良く使われている、ワックスインジェクター。故障も少ない安心・高性能ワックスポット。

ワックスインジェクター

デジタルワックスインジェクター
大容量・デジタル制御・低価格の3拍子揃った
ワックスポット。2.7ｋｇの大容量とデジタルの正確温度調節

注文コード 商 品 名 販売価格定 価

\79,800\88,500デジタルワックスインジェクターW140

ワックスポット�ミニミニ

注文コード 商 品 名 販売価格定 価

¥29,800¥33,111ワックスポット ミニミニ 

エアーコンプレッサーやハンドポンプは
不要で簡単に使用できるワッスポット。
ゴム型を使用してノズルを簡単に押す
と、すぐにワックスが注入さ
れます。

温度設定：室温〜90℃ 
ポット寸法：φ105x110㎜
全体寸法：φ195×L230㎜

ワックスポット�ミニ
スタンダードなワックスポット、故障も少ない
設計。正確なサーモスタット
高品質な空気レギュレータと
ゲージを完備。ノズルへ最適な
熱伝達を行える設計。

781124781126

奥行が140㎜のゴム型
まで対応する
オプションクランプです。

温度範囲：
室温～110℃
チャンバーサイズ：直径105x140H
ワックス容量：1.2kg　重量：7 kg
全体的な寸法：直径203x330H

温度設定範囲：
0〜100ºC
ポット寸法：φ140x165㎜　ワックス容量：2.7kg
全体サイズ：430×300×350㎜　重量：13.5kg

注文コード 商 品 名 販売価格定 価

¥56,000\62,222ワックスポット ミニ W11781127

販売価格

ROMA スタンダードホットプレス ROMA　デラックスホットプレス

ホットプレス
ROMANOFF社の高品質ホットプレス

従来のホットプレスは上下のプレー
トの温度差がありました。
デラックスは、上下の温度
管理が出来る為、確実に
上下の温度を設定でき
完璧なゴム焼きが出来
ます。 

仕様 
入出力：AC100 / 600W
最高温度：287℃
最大開き幅：121mm
プレート寸法：207Wx153D 
寸法：W394xD241xＨ521
重量：25Kg 

デラックスプレス
スタンダードプレス
 

仕様 
入出力：AC100 / 600W
最高温度：287℃
最大開き幅：75mm
プレート寸法：203Wx127D 
寸法：W368xD203xＨ432㎜
　重量：22Kg 

\136,100

スタンダード型で低価格、
高品質のホットプレス。

注文コード 商 品 名 販売価格定 価 注文コード 商 品 名 定 価

\122,500 \189,500 \170,500
注文コード 商 品 名 販売価格定 価

ミニ�ホットプレス

最大出力：500W
温度範囲：55〜300℃
プレート寸法：165x140㎜
最大開き幅：89mm
本体寸法：280x254x388㎜

価格と性能のバランスが
取れた、世界で人気の
ホットプレス。

781101 781121ミニ ホットプレス W500 \89,800\99,800781123
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注文コード 商 品 名 販売価格

デラ枠など細かい
デザイン商品。

オレンジ

柔らかい

硬い 細かくない平面が
多いデザインなど。

ゴム種類 硬さ 用途

指輪などの型をとるシリコンゴム。
※シリコンゴム型を作るにはホットプレスが別途必要です。
日本製の高級素材を使用。
数多くの工場で使われているお勧めのシリコンゴムです。
従来のゴムより品質を向上し、価格は下げました。
用途に合わせ５種類を用意。

宝飾用シリコンゴム イエロー  １ｋｇ 

宝飾用シリコンゴム ピンク １ｋｇ 

Hard

Medium

Soft

\3,600
硬　さ

※出来る限り練りたての良質なシリコンゴムの出荷を心がけているため
納期に数日かかる場合がございます。

イエロー

ピンク

宝飾用シリコンゴム オレンジ　１ｋｇ \3,600

\3,600

シリコンゴム

781007

781006

781008

スプールワックスモルド

注文コード 商 品 名 販売価格定 価

\18,800\23,000スプールワックスモルド W5M781728

スプルーワックスサイズ：
10mm（直径）×150mm（L）

φ10のスプールワックス
を作れる、アルミ金型です。

出力：AC100V, 3A
外径 :直径195x165H㎜
ポットサイズ :直径105x120H㎜
バスケットサイズ : 直径80x95H㎜
容量: 1000ml
 

ピックポット
ロウ付け後の酸化処理に使われる、ピックルポット。
従来機種と違い、容器部が銅製の金属になりました。
銅製なので、熱伝導も良く、容器部の持ちが良く長く
使用する事が可能です。

注文コード 商 品 名 販売価格定 価

\19,800\26,000ピックポット W1000253517

701171 ピックリングコンパウンド \700

酸洗いの硫酸の替わりに使用する製品。内容量：280ｇ

\980

専用カゴ付

注文コード 商 品 名 販売価格

\4,350アルミ枠 SINGLE　内寸35x55x20

アルミ枠 SINGLE　内寸60x45x20

アルミ枠 SINGLE　内寸60x45x25

アルミ枠 SINGLE　内寸60x90x20

アルミ枠 SINGLE　内寸60x90x25

アルミ枠 SINGLE　内寸60x90x30
アルミ枠 SINGLE　内寸90x120x30

アルミ枠 DOBLE 内寸60x90x20

\4,350

\4,350

\4,500

\4,500

\4,500

\5,800

\5,800

ゴム型を作るために使う枠。日本のよく使われるサイズに変わりました。
アルミ製で熱伝導がよく綺麗な型を作ることが出来ます。サイズも豊富で
用途に合わせ選べます。

アルミ枠

\4,350アルミ枠 SINGLE　内寸35x55x25

781319

781320

781321

781322

781323

781324

781325

781328

781329

鋳造機�／脱泡機�[�Casting�machien�]

仕様
【入出力】AC100V 10A
【温度】0-121℃
【ワックス容量】2.3Kg
【本体寸法】260φｘ340H㎜
【重量】　11.4Kg

仕様
【入出力】AC100V 10A
【温度】0-121℃
【ワックス容量】1.1Kg
【本体寸法】195φｘ250H㎜
【重量】　6.9Kg

※ハンドポンプは付いて
いません。市販の自転車
の空気入れなどでも使用
できます。

小型で低価格。
少量生産に最適です。
売れている機種です。 スタンダードタイプのワックスポットです。

低価格で高性能、ステンレスのハンドポンプ付
で使い易い。 

ROMANOFF ワックスポットミニ ROMANOFF ワックスポット HP付

注文コード 商 品 名 販売価格定 価

\70900\79,000

注文コード 商 品 名 販売価格定 価

\137,000\152,000

ROMA�ワックスポット�ミニ
ROMA�ワックスポット�STD

781130 781131

ワックスインジェクター
ROMANOFF社の安心・高性能ワックスポット。
ゴム型にワックスを流し込むポットです。

注文コード 商 品 名 販売価格

注文コード 商 品 名 販売価格

三⾓錘 真鍮製�ゴム⽤�キャップ
ゴム型製作に使う三角錐。
真鍮棒も付属しています。

三角錐　１０個入（真鍮棒付き）

三角錐　１個入（真鍮棒付き）

\2,690

\300 \1,550真鍮製　ゴム用　キャップ 155個

海外では良く使われている、
ゴム型のズレを防止する
パーツです。

781725

781726 781038



注文コード 商 品 名 販売価格 注文コード 商 品 名 販売価格

組み式アルミ枠
パーツの組み合わせでゴム型サイズが変えられる!!
ゴム型製作に、さらなる可能性を!!

アルミ枠本体自体は、中軸パーツを取り付けることにより
2パターンに組み替え可能。さらに、調整用番の使用
により、最大２７サイズのゴム型を製作可能です。
厚さだけが違う4セットからお選び頂けます。

従来、複数をそろえなければならなかったアルミ枠を
１組で複数のゴム型サイズを製作可能です。

厚さが違う枠を持っていれば
重ねて厚さも変えられる

全２７サイズ

可能に。

\14,625組み式アルミ枠フルセット　R-05-1　(15ｍｍ)
組み式アルミ枠フルセット　R-05-2　(20ｍｍ)

組み式アルミ枠フルセット　R-05-3　(25ｍｍ)
組み式アルミ枠フルセット　R-05-4　(30ｍｍ)\17,062

\19,337

\21,612

782301

782302

782303

782304

日本製

鋳造⽤ステンリング

吸引鋳造機用の穴あきタイプのステンリング。従来品より品質が向上しました。

⽳あき ステンリング

注文コード 商 品 名 販売価格

¥3,810

¥4,190

¥4,570

7816901

7816902

7816903

¥3,940

¥6,600

¥7,110

7816904

7816905

7816906

穴あき鋳造ステンリング 64ｘ114xt2

穴あき鋳造ステンリング 64ｘ152xt2

穴あき鋳造ステンリング 64ｘ200xt2

穴あき鋳造ステンリング 76ｘ100xt2

穴あき鋳造ステンリング 86ｘ100xt2

穴あき鋳造ステンリング 100ｘ146xt2

穴あき鋳造ステンリング 127ｘ178xt2

¥7,360

¥8,880

¥9,900

7816907

7816908

7816909

穴あき鋳造ステンリング 86ｘ152xt2

穴あき鋳造ステンリング 100ｘ178xt2

注文コード 商 品 名 注文コード 商 品 名

注文コード 商 品 名

販売価格 販売価格

販売価格

ステンリング
主に金・銀鋳造で使用します。 

ステンリング用ゴム台（スプールベース）

鋳造用ステンリング　38φｘ50㎜

鋳造用ステンリング　50φｘ65㎜

鋳造用ステンリング　60φｘ70㎜

鋳造用ステンリング　76φｘ90㎜

鋳造用ステンリング　89φｘ100㎜

781541

781542

781543

781544

781545

\580

\780

\980

\1,420

\1,880

\420

\500

\590

\670

\750

スプールベース　ブルー　38φ

スプールベース　ブルー　50φ

スプールベース　ブルー　60φ

スプールベース　ブルー　76φ

スプールベース　ブルー　90φ

781551

781552

781553

781554

781555

7816912

7816913

7816914

7816915

7816916

7816917

7816918

¥490

¥330

¥410

¥440

¥510

¥560

¥720

鋳造リング⽤スリーブ

注文コード 商 品 名 販売価格

¥890

¥1,150

¥1,270

¥890

¥890

7816920

7816921

7816922

7816923

7816924

鋳造リング スリーブ　64ｘ115㎜

鋳造リング スリーブ　64ｘ152㎜

鋳造リング スリーブ　64ｘ203㎜

鋳造リング スリーブ　64ｘ101㎜

鋳造リング スリーブ　64ｘ101㎜

ステンリングにスリーブに被せてから
石膏を流し込みます。ゴムなので、密閉が良く
石膏の漏れを
防げます。
何度も使用でき
るのでコスト
削減になります。

スプールベース 黒 50φ用

スプールベース 黒 63.5φ用

スプールベース 黒 76φ用

スプールベース 黒 86φ用

スプールベース 黒 8９φ用

スプールベース 黒 101φ用

スプールベース 黒 127φ用
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