トルメック独自の治具ラインナップ
SVM-45

ナイフ用治具
治具本体の幅は45ｍｍあり、刃幅60ｍｍ
以上のナイフが研げます。銑などの研ぎ
にも適しています。
ぎについてはオプシ
さらに小さいナイフ等の研
。
さい
覧下
をご
ョン品SVM-00

SVM-140

包丁用治具
長い包丁、薄くて弾力性のあるフレキシブル
ナイフの研ぎに。治具本体の幅は140ｍｍあ
ります。薄刃でもしっかりと固定できます。刃
渡り160ｍｍ以上の包丁に適しています。

新デザイン

高 精度を実現するキャストフレーム

SE-77

ʻ本物ʼ の研磨システムが最
高の成果をもたらす

SVA-170

SVS-38

SVD-186

斧用治具
最大幅170ｍｍまでの斧や鉞などが
研げます。直線的な刃から円弧にな
っている刃にも対応しています。

ユニバーサルサポート
• 取り付ける治具により、垂直マウントか水
平マウントかを選べます。
• マイクロアジャストで0.25ｍｍきざみで
微調整が可能です。

平刃用治具

砥石サイズ

セフティストップ
トルメックオリジナルグ
ラインドストーン
自社開発により、確か
な研磨力、滑らかな表
面仕上げ、長寿命を同
時に実現。SP-650 ス
トーングレーダー（粒
度切換用平砥石）
を使
って、粒度を＃220か
ら＃1000に切り換える
ことができます。

ガウジ用治具
あらゆる形状の丸バイトが研げます。
最大幅36ｍｍまでのスクイ丸刃や三角
刃の研ぎにも適しています。
（SVD-186
は、SVD-185の後継機種です。
）

幅270mm
奥行270mm
高さ330mm
梱包総重量 17.8kg
本体質量 14.8kg

ツルーイングツール
治具と同様にユニバーサルサポートにセッ
トし、両側のノブを回しながら、砥石を横に
横断させると砥石の表面を正確に平らに、
また砥石を真円に調整することができます。

SP-650

ストーングレーダー
平砥石の細かい面を砥石の表面に押し当
てることで＃1000相当になり、荒い面を
押し当てることで荒砥石＃220相当に戻り
ます。

WM-200

アングルマスター
刃先角度の設定と計測に使います。直径が
250ｍｍから150ｍｍまでの砥石に使用可
能で、刃先角度を10°
から75°
まで測れます。
便利なマグネット付き。

トルメックオリジナルグラインド
ストーン SG-250
酸化アルミニウム
直径250ｘ幅50ｍｍ
回転数90回/分、
トルク14.7Nm
レザーホイール

PA-70

レザーホイール用コンパウンド
平均3ミクロンの研磨剤をレザーホイ
ールに塗り込んで使います。刃先のか
えりを取り除き、鏡面仕上げに磨き上
げます。

直径220ｘ幅31ｍｍ
メインシャフト

砥石セッティング用ステンレス製
メインシャフトとイージーロック
ハウジング

キャスト上部とフレーム: 亜鉛
側面: ABS樹脂

ホーニングホイール用オイルが付属
ハンドブック、裏面をご覧下さい。

モータ

アップグレードされました

SVS-50

TT-50

重量

レザーホイール

ショートツール用治具
全長45ｍｍ以上、最大幅38ｍｍの木彫丸
のみや三角のみなどが研げます。

平刃用治具
最大幅77ｍｍ、厚さ9ｍｍまでの鉋刃、木工
用のみなどが研げます。安全ストッパ−に
より刃物が砥石から外れるのを防ぎます。
（SE-77は、SE-76の後継機種です。
）

アップグレードされました

機体サイズ

SVX-150

鋏用治具
あらゆるサイズの鋏や園芸鋏などが
研げます。ほとんどの電気カンナの
替刃の研ぎにも適しています。

T-8基本セット内容

マルチ治具
斜刃、剣刃、平刃、
スクイ丸刃など
最大幅50ｍｍまでのあらゆる木工
バイトが研げます。

イージーロック付き
ステンレスシャフト
工具をつかわなくて
も素早く砥石を固定
することができます。

電源：単相交流100Ｖ
消費電力200Ｗ、周波数50/60Hz
兼用
連続稼動
メンテナンス・フリー
静音運転、54デシベル
稼動可能時間25000時間

オプション品
SVM-00

スモールナイフホルダー
彫刻刀やポケットナイフのような
小刀研磨に適用します。SVM-45
ナイフ治具と連結して使います。

特許申請中
SVD-110

SVH-320

SVP-80

DBS-22

高さ調整スクリュー、磁
石、傾斜板、
スクレーパー
を備えた高度なタンク
研磨くずを集める内臓磁
石、水タンクの外に水滴
が垂れないようにする取
り付け式傾斜板が付属。

ツールレスト
スクレーバー、
くり抜き刃、厚みのない
剣刃などが研げます。家具製作用のスク
レーバー、
ドライバーなどの研ぎにも適
しています。

カンナ盤用アタッチメント
幅13ｍｍ以上のあらゆる長さのカンナ
刃が研げます。長さ270ｍｍ以上の刃
についてはホルダーの配置換えが必
要になります。

モールディング用アタッチメント
最大幅100ｍｍ、
ガイド穴の幅が24ｍｍ、
30ｍｍ、38ｍｍのあらゆる形状のモール
ディング専用刃が研げます。

ドリルビット用シャープニングアタッチメント
ドリルの先端を2段平面研磨で高い切断性
能を発揮します。
ドリルのサイズは3ｍｍか
ら22ｍｍまで、先端角は90°
から150°
まで対
応しています。

TTS-100

アングルマスター

トルメックの独自の駆動システムは効率性が高く、大きな負荷の下であっても一定の速度を保持することができま
す。
トルメックオリジナルグラインドストーンは、HSSを含めてあらゆる性質のスチールを研ぐことができます。
この
機械は、イージーロックを用いた砥石の素早い固定、
リフト付き水タンク、効率的な洗浄を目的とした取り外し可能
なマグネットスクレーパーなど、数多くの精巧なディテールが特徴です。

家事あるいは趣味での作業で使用する一般的な刃
物を研ぐのに理想的な高品質な機械です。セット内
容は、
ストーングレーダーSP-650、
アングルマスタ
ーWM-200、
レザーホイール用コンパウンドPA-70
、DVD、ハンドブックとなります。研ぐ工具に合わせて
ご自身で治具を選んでいただいて、T-4にセットして
いただきます。(治具は別売りです。)
※T-3は日本未発売モデルです。

LA-120

最も先進的な水冷式研磨システムにより、刃物を最高に鋭くに研ぐことができます。
トルメックの革新的な研磨シス
テムは、その卓越した汎用性、精度、使い勝手の良さで、世界的に評価されています。ユニバーサルサポートのブレ
を最小限に抑える画期的な鋳造カバー機構により、T-8は最大限の精度を実現します。
これにより、研磨を成功させ
るために必要な環境を提供します。

ターニングツールセッター
SVD-186とSVS-50の使用時にこの器具
を使い丸バイトの形状を複製します。
形状別にその設定方法が記載されて
います。

トルメックT-4はT-3※モデルをさらに進化させたモ
デルになります。T-3従来の正確さと安定性を新しい
領域に進化させました。モーターとメインシャフトと
いった中枢部品を亜鉛製蓋の下に固定し、
さらに蓋
の上にユニバーサルサポートを支えるスリーブを付
けました。
この高度な設計がトルメック治具システム
の根幹であり、ユニバーサルサポートの正確性を実
現します。

MH-380

プロファイルレザーホイール
丸刃、三角刃の内側の研ぎと仕上げが
出来ます。2つの交換可能ディスクがあ
り、１つは半径3ｍｍ、
もう１つは60度
角に尖っています。

機体サイズ

レザーホイール

幅230ｍｍ
奥行き200ｍｍ
高さ260ｍｍ

直径145ｘ26ｍｍ

オプション品として幅の狭い刃物を研ぐ
際に2ｍｍと45°
角セットがあります。

重量

カバー
100％コットン製、削り屑から本体を守
ります。

RB-180

回転台
安定した状態で本体を180°
回転できます。
荒研ぎから仕上げ作業をより簡単に出来
ます。全てのトルメック商品に適用します。

梱包総重量9.8kg
本体質量8.0kg
回転砥石

トルメックオリジナルグライン
ドストーン
酸化アルミニウム
直径200ｘ幅40ｍｍ
回転数120回/分、
トルク8.4Ｎｍ
メインシャフト

ステンレス製メインシャフトと
ストーンハードウェアをイージ
ロックで止めます。

ハウジング

亜鉛蓋、耐衝撃性ABS樹脂
モーター

電源：単相交流
120W(入力)、230V/50Hzま
たは115V/60Hz
短時間定格30分運転
メンテナンス・フリー
静音運転、54デシベル
稼動可能な時間10,000時間

治具とアクセサリーセット
HTK-706 ハンドツールキット
店舗や家庭で、手道具を研ぐのに
最適なキットです。セット内容はナ
イフ用治具SVM-45、
スモールナイ
フホルダーSVM-00、包丁用治具
SVM-140、鋏用治具SVX-150、
ショ
ートツール用治具SVS-38、斧用治
具SVA-170です。

TNT-708 ウッドターナーズキット
ウッドターナーのための総合的な
キットです。セット内容はガウジ治
具SVD-186、マルチ治具SVS-50、ツ
ールレストSVD-110、
ターニングツ
ールTTS-100、
プロファイルレザー
ホイールLA-120、
カバーMH-380
、インストラクションボックスTNT300(DVD、マニュアル)です。

価格は品質を表すといわれるが、水冷研磨機については、正にそ
の通りです。
トルメックT-7は、
どんなに力を入れて研いでも、頑丈
に作られているため作業の間に停止することはありませ
ん。低
価格の機種と比べて、完全に優れています。
トルメック
T-7のツールホールディングシステムは（ツールレストと
ホルター）手に嵌めたグローブのようにぴったりフィット
し、完璧な刃先角度と刃先エッジを最小の研ぎ量で、私
たちにもたらします。

シリコンブラック砥石
ハイス鋼や特殊合金など硬い刃
物を研ぐ場合このシリコンブラッ
ク砥石が最適。T-7基本セットに付
属のSG-250より早く研げます。
ま
た、刃先の研ぎ面が大きい刃物に
も最適です。粒度＃220。

中心にキー
ロック付き

キズの付
きにくい
金属表面

トルメックキット
用引き出し

パテント保有の豊富なトルメック治具で、刃物全般を
研ぐことができます。
トルメックは革新的水冷研磨シス
テムを開発しました。

アルミニュウム
ハンドル

フックを
かける穴
トルメックで研げないものはないと思う。刃先は信じら
れないほど素晴らしく、刃物は長持ちしないはずはな
い。研ぐ量が少ないのも素晴らしい。
この水冷式シス
テムに魅了されています。

あらゆる刃物を研ぐことができます

引き出しは全て
オートリタンソフ
トクローズ

デビット・キャンベル と ジョン・オールソン
アメリカ ウッドマガジン

アラン・ホルサム
イギリス ザ・ウッドワーカー

別売砥石

ゴム製マット RM-533
下をご覧
ください。

ゴム足は
地面を傷
つくのを
防ぎます

正確に反復研磨できます
トルメック式研磨の特長は、その刃物を研ぐときの治
具の角度を記録することができます。希望の通りに研
ぐことが出来ます。丸刃や複雑な曲がり刃も問題なく
研げます。

いっぱいに
引き出せる
引き出し

最も綺麗に仕上げます

自分の身長に合わせて
高さ調節機能付き足

仕上げ研ぎ革製ホイール使うことで剃刀のような鋭い
刃に仕上げます。

TS-740 シャープニング ステーション
は効率と品質への
と
こ
う
買
を
ク
ッ
メ
トル
道具
う、切れ味の鈍い
も
。
す
ま
り
な
に
資
投
はない！
に悩まされること

日本製仕上砥石
粒度＃4000仕上げ研ぎ用砥石
です。バフ仕上げでは、物足りな
い場合に。
日本の刃物仕上げ研
ぎに最適。250ｍｍはT-8、T-7と
2000用。200ｍｍはT-4と1200
用。荒研ぎには使えません。

早く研げます
刃物を一度研いで、研ぎ角度を記録すれば、次回研ぐ
時は、ほんのわずかな研ぎ量で仕上がります。

トルメックアクセサリーキットを保管するために設計された最高品質の
シャープニングキャビネット。多種多様な研ぎ治具やアクセサリーを収納
できます。キズに強い丈夫なメタリックコーティング。
トルメックロゴ入り
で角が丸いデザインです。貴方の身長に合わせて調節することができ、
貴方の工房にびったりの商品になります。高さ調節範囲750-830ｍｍ、幅
578ｍｍ、奥行390ｍｍ

コントロール可能な刃研ぎ
低速回転のため、研ぎ量のコントロールが可能です。
必要以上に刃先が削れててしまう心配はありません。
さらに、研ぎ量が少ないため、刃物が長持ちします。

カスタムメイド 引き出し
トルメックのハンドツールキット
とウッドターナーズキットを完全
収納できるように設計されました。
（アクセサリーと治具は含まれて
おりません）
トルメック治具用引き
出し3段の他に、
ゴムマット付き引
き出しが3段付いています。引き出
しは全部で6段です。

両面仕上げ用のため、荒研ぎに
は適していません。

過熱する危険はありません
研ぎ熱で刃先が柔らかくなることはありません。

安全そして静音
研ぎ屑は水に流し、研ぎ粕で空気が汚れる心配まった
くありません。火花が散りませんので火災になる心配
もありません。
トルメックは驚くほど静かに研ぎます。

サイドストレージ
ステーションの側面に砥石
を掛けることができます。
フック2本付きです。

使用方法のハンドブック

高品質高性能
トルメックを購入することは７年保証の高品質高性能
への安全投資になります。

ゴム製マット RM-533
トルメックゴム製マットは防水機
能だけでなく、滑り止め機能も備
わっています。マットの端は高く設
計され、水こぼしを防げます。サイ
ズは 533ｘ343ｍｍ。

ハンドブックと映像説明
トルメックハンドブックでは刃物研ぎに関する基礎知識を掲載し、役
に立つそして分かりやすくトルメックの研ぎ法について説明していま
す。
トルメック本体1台に付きハンドブック1冊とトルメックＤＶＤ1枚
付きでお届けします。

Stig Reitan,
Tormek Sweden

代理店：株式会社大久保
〒950-0046 新潟県三条市興野一丁目15-7
TEL: 0256-34-2011
FAX: 0256-35-2245
E-mail: info@ohkubo-corp.com
9050-1605

ウッドターナーズ インストラクション
ボックス
DVDとハンドブックのセット。各種木工
バイトの研磨、研ぎ、仕上げ方法につい
て説明しています。

www.tormek.com

最強の研磨
システム

