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ブローパイプセット 2018

ブローパイプセット

注文コード 商 品 名 販売価格希望小売価格

オープン \19,800

\19,800

ブローパイプセット 2019 都市ガス712303

712304

ブローパイプとエアーポンプがセットに!!
従来５万円以上するセットが、この価格 !!
買ったらすぐに使えるセット。
バーナースタンド・ホースなども付いています。

※　ご注文の際にLPガスか
　都市ガスかをご指定ください。

\19,800
◆ 日本製 ブローパイプ
◆ 風量：35Lのエアーポンプ
◆ 火口16φ　◆火口20φ
◆ バナースタンド
◆ ガスタッチ
◆ エアーホース3ｍ
◆ ガスホース3ｍ
◆ ホースバンド4個
◆ 手元スイッチ

風量35Lのエアーポンプが標準付属

全てが付いてこの価格

ブローパイプセット 2019 プロパンガス オープン

エアーブロワー　(手元スイッチ別売り)
◎宝飾(装身具)彫金口一付加工、
修理に最適なエアーブロワーです。

型  式 AP-35L AP-65L
AC100V　50/60Hz電　圧

入　力
定格風量
吐出口径
本体重量

20W 38W

35 L/min 65 L/min
φ8mmホースソケット　

2.7kg 3.4kg

寸  法 192Wx146Hx120D 208Wx180Hx135D

・AP-35L・・・1人用強力型　
・AP-65L・・・2～3人用強力型

注文コード 商 品 名 販売価格希望小売価格

\10,000 \8,500

\14,000 \11,900

S&Fエアーブロワー AP-35L

S&Fエアーブロワー AP-65L

751030

751031

エアーポンプ

ロウ付け作業の代名詞

日本製の安心ＣＡ型バーナー。
都市ガス・プロパン・天然ガスの全て対応
の万能タイプ。「ガス」「エアー」の量を
微調節できます。1500℃の安定火炎。

風量も安定しているエアーブロワー
音もほとんどしない、静音なのに
ハイパワーを実現。

ブローパイプ エアーブロワー

オプション火口

宝飾業界から歯科技工などの業界で一番使われているバーナーです。エアーで使用するバーナーで
都市ガス・プロパン・天然ガスといったあらゆるガスに対応します。
新しくグリップもアルミになり持ちやすく軽く割れづらくなりました。火口も４種類（オプション２種）あり用途に合わせて使用できます。

メーカー上代　\13,000 

L
φ２０

M
φ１６

S
φ１２

SS
φ８

Made in Japan

別途　ブローパイプ特大（なまし用）などもあります。
                                          お問い合わせ下い。　　　　

標準サイズ注文コード 商 品 名 販売価格

注文コード 商 品 名 販売価格

712351 交換用火口　DP/CA型用　L　φ２０

712352 交換用火口　DP/CA型用　M　φ１６

712353 交換用火口　DP/CA型用　S　φ１２

712354 交換用火口　DP/CA型用　SS　φ８

\2,250

\2,100

\2,000

\2,000

712311 S&F ブローパイプCA型　 \10,200

注文コード

712313

712315

大型サイズ

特大型サイズ

※火口のMとLサイズは標準付属されています。

商 品 名 販売価格

S&F CAブローパイプ 大型(バルブ式)

S&F ブローパイプ 特大型(バルブ式)

\23,000

\39,900

大型：全長370mm 　火口外径約28mm
特大：全長490mm 　火口外径約35mm

サイズ

サイズ　全長270ｍｍ

ＣＡ型ブローパイプ�グリップ

712310 S&F ブローパイプCA型 アルミグリップ付 \12,000

\900手元スイッチ751007

エアーブロワー用手元スイッチは別売りになります。
エアーブロワーには電源スイッチはございません。

注文コード 商 品 名 販売価格

7123101 S&F ブローパイプ用アルミグリップ \2,890



宝飾貴金属加工、歯科技工などで幅広く使われている
精密水素混合ガス溶接機です。水を電気分解すること
により水素ガスと酸素ガスを発生させて安定したガスを
送り出す事が出来ます。3420℃と高温で安定した炎な
ので、Ptの巣うめや精密なスポットロウ付などいろいろ
な用途で使用できます。わずらわしいボンベ等一切不要。
スイッチ一つですぐに２７００℃～３４００℃のクリーンな高
温火炎が得られます。電気だけで使用可能ですので持ち
運んでガスのない場所でも作業が可能です。

ウェルダー

注文コード 商 品 名 販売価格希望小売価格

酸素⽔素バーナーとは

水素トーチウェルダー GENTO713903

宝飾からアクリル加工まで幅広く使える GENTOウェルダー。
トーチ部も持ちやすく、手元で火の調節ができます。
炎の大きさを変えられるチップも４個標準付属。

⽔素ウェルダー�GENTO

\198,000 \168,000

仕様
本体：W380ｘD260xH260
冷却装置：H250

⾃動着⽕装置・バナースタンド

サイズ：W72xD72xH50㎜
注文コード 商 品 名 販売価格

LC バーナー用卓上着火装置 CH10 \2,700

ロウ付けする際、着火時にとても便利な商品です。
四方のボタンを押すと中心部で微量の電気が発生し
その電気を利用してブローパイプから出るガスに着火
させる仕組みです。ブローパイプを台に乗せるとすぐ
に着火します。片手が空くのでライターで着火するより
も安全に作業へ移れます。

注文コード 商 品 名 販売価格 注文コード 商 品 名 販売価格

日本のロウ付け職人が考えたバーナースタンド。ブローパイプと酸素バーナーが２本かける事が出来ます。
ブローパイプの火口と酸素バーナーの火口も収納できます。
このスタンドは、着火装置CH10に合わせて作られているので、下部に着火装置を設置することが出来ます。

便利アイテム！

この部分は、簡単に取外
せます。取外せば１本用
になります。

プローパイプ用の火口収納

酸素バーナーの火口

着火装置の足が
ピッタリはまる穴

この部分は、机にクランプ
で固定するか、直接ネジ
で固定するか選んで設置
できます。

電⼦着⽕装置�CH10電⼦着⽕装置�CH10

バーナーの先端が触れれば
電子で着火します。
バーナーの先端が触れれば
電子で着火します。

バーナースタンドと電子着火のお得なセットバーナースタンド単体

小次郎 バナースタンドWDS-2 バナースタンドWDS-2＆着火装置CH10セット 712948\6,200\4,280 712553712552

Lion マイクロミニトーチ 火口５個付

トーチサイズ/122ｍｍ
火口5個

マイクロミニトーチ
低価格の酸素バーナー。宝飾のロウ付け作業に最適な、小型の酸素バーナー。
柔らかいホースと小型のトーチ。

注文コード 商 品 名 販売価格希望小売価格

\12,000 \9,900712682

セット内容
バーナー本体（ホース付）、火口5個(#3, #4, #5, #6, #7)

広口火口

二又火口 

712-698

712697
712691
 ～712696

USA 酸素マイクロトーチ

注文コード 商 品 名 販売価格

\2,700712691 USA 火口 No,2

712692 USA 火口 No,3

712693 USA 火口 No,4

712694 USA 火口 No,5

712695 USA 火口 No,6

712696 USA 火口 No,7

\5,000712697 USA 二又火口 No,3

712698 USA 広口火口

\2,700

\2,700

\2,700

\2,700

\2,700

\5,000

世界で良く使われているスタンダード酸素バーナー。ジュエリー業界で一番使われている酸素バーナー
（USA製）とても細かい炎が得られるロウ付専用のトーチ。 
必要な部分に限って加熱できるので複雑で繊細な箇所のロウ付に役立ちます。 使用ガス：プロパン又
は天然ガス(都市ガス) / ホース長：180cm ※酸素ボンベ、圧力調節器
(レギュレーター)が必要となります。 
付属品：インチネジ用アダプター×2 

USA�酸素マイクロトーチ

注文コード 商 品 名 販売価格定 価

\12,000\19,800712690

従来の物と違い酸素、ガスのバルブが逆になります。
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メーカー上代　\42,000

低圧式乾式安全器内蔵継手ボックス

都市ガス・ＬＰガス用逆火・逆流防止装置

ガス用
酸素用 エア－用

GLOBAL継手/300G型内臓
GLOBAL継手

商品型式 SKD-300G

逆火はとても怖い現象です。
バーナーの火がホースに逆流・逆火し大変な事故につながります。
都市ガスでの逆火・逆流現象は、バーナーのバルブ操作や加工中で起こり
ますが、通常は軽微で見過ごされています。万一、事故が発生すると逆流
はそのまま付近の家庭に流れ、使用中のガス器具が立ち消えて中毒を起
したり、生ガスの流出で爆発等の災害に広がる危険もあります。

本装置は東京ガスと共同開発した都市ガス用逆火逆流防止装置。
従来の逆火防止装置に、逆流弁も内蔵しプローパイプ用のエアー
も酸素バーナーの酸素も取り付けられる、一体式安全器です。
本装置を取り付ければ、逆火・逆流を心配することなくバーナーワークが
行えます。

この逆火ぼうし君は、ガスとブローパイプを接続する
ガスホースのバーナー手元近くに設置し、ワンタッチ
継手でバーナーの着脱作業を簡便にし、都市ガス
またはLPガスの低圧ガスのバーナー側で発生した
逆火・逆流現象の、ガス供給側への伝播を阻止する
逆火・逆流防止器を装備したセーフティボックスです。

バーナーを使用する際、逆火防止弁・逆流防止弁
を取り付けていますか？

都市ガスホース

酸素ホース エアーホース

都市ガスホース
●東京ガス株式会社推奨品　
●特許出願中　
●生産物賠償責任保険付

酸素バーナー 都市ガス用
ブローパイプ

ブローパイプを使う方
酸素バーナーを使う方が両方使える優れもの。

エアーポンプ
酸素

GLOBAL継手

STOP!! STOP!! 逆火逆火

安全器安全器
東京ガス推奨商品

逆⽕・逆流防⽌弁 シリーズ

注文コード 商 品 名 販売価格

712777 逆火ぼうし君 都市ガス用逆火弁 SKD-300G \35,700

価格を抑えた、
保温ポットです。
ピクセルを使った酸化被膜
除去に使用できます。

ピックセルフポットは貴金属の表面から酸化被膜
などを取り除くために安全で効率よく行うために
便利なポットです。

注文コード 商 品 名 販売価格

クロックポット253515 \3,980

クロックポット ピックポット

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
 

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 W1000

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

253517

ロウ付台の下に置いたり、耐熱板として
使えます。

低価格な耐熱ボード。

サイズ：146ｘ124ｘ23mm

702042 エコノミーセラミックロウ付け台 \500

702037

702038

セルストーン　１０㎜

セルストーン　６㎜

\500

\400

サイズ：250×200ｍｍ
注文コード 商 品 名

セルストーン

販売価格

エコノミーロウ付け台 イギリス製�チャコールブロック

注文コード 商 品 名

注文コード 商 品 名

販売価格

販売価格

702089 チャコールブロック 80ｘ60ｘ30 \980

702082 チャコールブロック DN390 30ｘ70ｘ140 \2,670

80ｘ60ｘ30

30ｘ70ｘ140
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拡大
写真

蜂の巣型の耐火ボードです。熱を逃がしにくく
穴にピンなどを差し商品の固定なども出来ます。

ロウ付け台は両面が使えます。
片面は、フラットで裏面は溝が入っています。

直径216mmと大きいロウ付け台と自由な動きを可能にした、タングステンチッ
プピンセット。先端はタングステンチップで酸素バーナーも可能。
回転もスムーズで使い易さと品質
にこだわった製品です。

直径216mmと大きいので作業効率
バツグン！！

注文コード 商 品 名 販売価格

703025 コンビネーション回転ロウ付台 \12,150

コンビネーション回転ロウ付台 ハニカムブロック

703026 コンビネーション回転ロウ付台IK（台のみ） \4,330

小　縦１40ｘ横95ｘ高さ14㎜
大　縦197ｘ横140ｘ高さ14㎜

注文コード 商 品 名 販売価格

702001 ハニカムブロック　小 140x95x14

ハニカムブロック　大 197x140x14 \1,700

\1,100

702005 ハニカムブロックミニ 100x100mm #2030 \640

702002

ミニ　縦100ｘ横100ｘ高さ20㎜

酸素バーナー用ロウ付け台。
酸水素炎（還元炎）にも使用可能で、
表面のキメが細かく粒が製品に付着しません。
【寸法】100×100×7ｍｍ
耐熱温度1650～1700℃(MAX)

写真のようなV溝が入っていますので、
ネックレスの鑞付け等に便利です。
裏面は平です。  
【寸法】9t×127×130㎜
耐熱温度1650～1700℃(MAX) 

1595°に耐える耐熱ロウ付台
プラチナにも使用できます。
サイズ：150ｘ150mm

702085 超耐熱セラミック板 \1,980702086 超耐熱セラミック板 Ｖ溝付 \2,800702185 ＵＳＪ　耐熱ロウ付け台 \2,200

耐熱ロウ付け台 超耐熱セラミック板�V溝⼊ 超耐熱セラミック板

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

イソライトC-1　耐火レンガ
　　　　　　　　　　　　　半型

イソライトC-1　耐火レンガ

軽量の耐火レンガです。
通常の耐火レンガの約半分の重さです。

通常サイズの半分の高さです。
縦115×横230×高さ33㎜

耐火レンガ

縦115×横230×高さ65㎜

耐⽕レンガ

注文コード 商 品 名 販売価格 注文コード 商 品 名 販売価格 注文コード 商 品 名 販売価格

\550702012 イソライトＣ－１　 702014 イソライトＣ－１　半型　 \400 \550702011 耐火煉瓦　＃34　

通常の耐火レンガです。
溶解の時などに使用します。

回転ロウ付台�セラミック台付

注文コード 商 品 名 販売価格定 価

702188 \16,800\21,000高品質回転ロウ付台 RR200

702187 \19,800\24,750

直径：φ205x高さ100㎜
内径：φ200x30㎜
セラミック台：W130ｘD65xH30

直径：φ305x高さ100㎜
内径：φ300x30㎜
セラミック台：W200ｘD100xH30

回転ロウ付け台の新商品！「ちょっと高価だけど、店長おすすめ品」
セラミックロウ付台が２個。固定用の砂利も付属。
今までの回転台より大きいサイズで新登場。
製品の品質はとても良く、回転もスムーズ。

100㎜

100㎜

200㎜
300㎜

砂利も付属

回転台にピッタリサイズ
のセラミック台２個付属高品質回転ロウ付台 RR300

RR200
RR300

RR200

RR300

【寸法】　W150xD150xH25㎜

アスベストを含んでいない粉状の耐火材。
ロウ付けの際の断熱材として使用したり、
圧迫鋳造の際の石綿として使用します。

セラミック製の耐火ボード。
セラミック繊維を固めて出来ているため、
柔らかく、ロウ付けする製品などを直接
ボードに刺して固定できます。

耐熱セラミックボード イソタップ・粉状耐⽕材 ろう付⽯膏 100g

注文コード 商 品 名 販売価格 注文コード 商 品 名 販売価格

702057 ろう付石膏　100g \550702059 セラミックボード \710
注文コード 商 品 名 販売価格

702056 イソタップ(粉状耐火材)　500g \980

500g
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カーボンプロテクター�RZ-401
カーボン繊維が炎をシャットアウトして、作業スペースを
バーナーの熱から守る耐熱シートです。
ロウ付け加工の際に、耐火ボードの下に
引くことで断熱する事が出来ます。
※本製品のみでのバーナーワーク
は使用できません。
寸法/長さ250×幅180mm
材質/カーボン繊維
最高使用温度/500℃
ノンアスベスト・ノングラス

注文コード 商 品 名 販売価格定 価

702061 \1,350カーボンプロテクター RZ-401

酸素の高温(3000℃)でもピンセット先端部
(特殊鋼)は変形しません。”熱に強い”
日本の職人が心を込めて作っている、
ロウ付専用ピンセットです。

耐熱ピンセット

逆作動ピンセット　№１３３

長さ170ｍｍ

長さ120ｍｍ

注文コード 商 品 名 販売価格

731164 ピンセット　№133　逆作動型

731165 ピンセット　№134　逆作動型

\370

\240

\400

ベーク付　直型

低価格で、木柄グリップ付のピンセットです。作業でピンセットが熱くなっても木柄が付いて
いるためつかめます。挟み具合も柔らかく疲れません。

ベーク付　逆作動型

長さ200ｍｍ

長さ165ｍｍ

長さ165ｍｍ

長さ165ｍｍ

ベーク付きピンセット

ロウ付け用ピンセット（直）にスタンドを付けた
ものです。ピンセットを手で持たずに、加工物
を適度な高さに持ち上げた状態で保持。

スタンド付逆ピンセット

注文コード 商 品 名 販売価格定 価

731042 \770\970

注文コード 商 品 名 販売価格定 価

Lion スタンド付逆ピンセット なると君 Lion 真鍮製ピンセット ＡＡ型

真鍮製の先端約0.5ｍｍのピンセット。
細かい作業に活躍します。
先端約0.5ｍｍ
全長約120mm

703005 ¥560

注文コード 商 品 名 販売価格定 価

731010 Lion ピンセット 木柄 直型 小 ¥420 ¥400

731011 Lion ピンセット 木柄 直型 大 ¥500 ¥500

注文コード 商 品 名 販売価格定 価

731012 Lion 逆作動ピンセット 木柄 直型 ¥420 ¥400

731013 Lion 逆作動ピンセット 木柄 先曲型 ¥420 ¥400

全長165mm
TN-16B

先端はギザ付でスリップしません。

使用イメージ

スタンダードピンセット

注文コード 商 品 名 販売価格

731080 耐熱ピンセット　直短　BS-3000A \3,500

731081 耐熱ピンセット　直長　BS-3000B \4,500

731082 耐熱ピンセット　逆長　BS-3001 \4,900

\4,800

\3,900

731083

731084

耐熱ピンセット 170mm 曲長 BS-3002

耐熱ピンセット 140mm 曲短 BS-3003

全長
145㎜

全長:175㎜ 全長:180㎜ \5,225731090 耐熱ロウ付用ピンセット TN-16B

BS-3000A

BS-3000B BS-3001
BS-3002 BS-3003

\1,080

真鍮ピンセット

長さ165ｍｍ
注文コード 商 品 名 販売価格定 価

731008 Lion チタンピンセット 木柄 直型 小 ¥420 ¥1,100

注文コード 商 品 名 販売価格定 価

731009 Lion 逆作動チタンピンセット 木柄 先曲 ¥420 ¥1,100

新しく、チタン製も発売。熱にも強く、そして軽い。
ロウ付け作業におすすめです。

チタン製が新発売！ チタン製が新発売！

長さ165ｍｍ

ルツボ固定ハンドル

注文コード 商 品 名 販売価格

ルツボ固定ハンドル

これは便利！！　ルツボを固定でき、地金の溶解作業が楽にできます。

※写真のルツボは
　付属しておりません。

ルツボ固定ハンドル

注文コード 商 品 名 販売価格

S&F ルツボはさみ 220mm

S&F ルツボはさみ 380mm702202

702211

702212\960

\1,000

\1,200
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溶解皿　１０枚入
低価格でお得な
溶解皿です。
金・銀の地金の
溶解に最適の皿です。

溶解皿　小　内径57mm　/　中　内径70mm

地金の溶解に最適の皿
です。Pt・金・銀に最適。

内径60㎜　高さ37㎜

セラミック溶解チョコ皿

スコーリ

外径60.5×内径51.1×高さ29㎜（約）

セラミックマルチ溶解皿

プラチナの溶解に適した
高耐熱溶解皿。
銀・金・プラチナなど
全ての地金に使えます。

マルチ高耐熱溶解皿、
金・銀・プラチナの溶解
などに最適。
価格もリーズナブルで
良く使われている溶解皿です。
内径62㎜　

金／銀の溶解に使用する
ルツボです。

黒鉛ルツボ
鋳造機用るつぼ 遠心鋳造機などでも

使われているルツボです。
メーカーにより取付出来ない
場合もあります。

硬質カーボン溶解皿

硬質カーボンを使用。溶解
した金・銀が付着しません。
従来の溶解皿より長寿命。
溶解加熱、冷却中に割れる事がありません。

溶解⽫／るつぼ

注文コード 商 品 名 販売価格

注文コード 商 品 名 販売価格

注文コード 商 品 名 販売価格

硬質カーボン　溶解皿

S&F　皿チョコ　小 １０枚入

S&F　皿チョコ　中 １０枚入 スコーリ　＃4 内径65ｘ高さ33mm（約）  

スコーリ　＃3 内径65ｘ高さ33mm（約）   

スコーリ　＃2 内径60ｘ高さ27mm（約）  

注文コード 商 品 名 販売価格 注文コード 商 品 名 販売価格

S&F　セラミックチョコ皿　62φ セラミックチョコ皿

注文コード 商 品 名 販売価格

注文コード 商 品 名 販売価格

黒鉛ルツボ　S　48φｘ55

黒鉛ルツボ　L　55φｘ80

Neycraft 遠心鋳造機用ルツボ 9オンス

Procraft 遠心鋳造機用るつぼ 7ｵﾝｽ

Procraft 遠心鋳造機用るつぼ 12ｵﾝｽ

Procraft 遠心鋳造機用るつぼ 20ｵﾝｽ

販売価格
注文コード 商 品 名 販売価格

溶解用 吹きチョコ皿 小 60x50x30

溶解用 吹きチョコ皿

702146

702100

702101 702142

702141

702140

702135 702131

702167

702168

781205

781215

781216

781217

702121

\1,050

\500

\750 \690

\630

\430

\640 \1,000

\830

\830

\3,950

\3,500

\3,950

\4,000

\324

耐熱温度1400℃

注文コード 商 品 名 販売価格

RM メルティングポット用カーボンルツボ785203 \4,200

注文コード 商 品 名 販売価格

KERR　エレクトロメルト用カーボンルツボ785205 \4,200

商 品 名

金属の撹拌に使います。カーボン製のスタンダード商品。

全長　300㎜

クオーツ製。カーボン製より数倍長持ちします。
新しいタイプの溶解棒。

カーボン溶解棒

クオーツ溶解棒

溶�解�棒

注文コード 商 品 名 販売価格

クオーツ製　ロット棒 

カーボンロット棒　6.35mm　300㎜

カーボンロット棒　9.5mm　300㎜

カーボンロット棒　12.7mm　300㎜

781410

781401

781402

781403

\410

\450

\650

\1,200

RM メルティングポット用カーボンルツボ KERR　エレクトロメルト用カーボンルツボ
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