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No 機械名 メーカー 年式 価格(税抜) 備考

1 油圧バイス 津田駒 ¥28,000

2 油圧バイス 津田駒 ¥18,000

3 油圧バイス タケダ ¥18,000

4 油圧バイス タケダ ¥18,000

5 油圧バイス タケダ ¥22,000

6 マシンバイス 津田駒 ¥12,000

7 マシンバイス 津田駒 ¥8,000

8 マシンバイス 津田駒 ¥8,000

9 マシンバイス 北川 ¥8,000

10 マシンバイス ERON ¥5,000

11 マシンバイス 津田駒 ¥20,000

12 マシンバイス 津田駒 ¥1,000

13 ドリルプレスバイス ホーセイ ¥3,000

14 ベタバイス ¥1,000

15 精密バイス ¥2,000

16 インデックス 日研 ¥10,000

17 サーキュラーテーブル 津田駒 ¥8,000

18 マシンバイス ¥3,000

19 ワイヤーカットバイス ソディック ¥22,000

20 四ツ爪チャック 北川 ¥20,000

21 三ツ爪フライスチャック 小林鉄工 ¥20,000

22 四ツ爪チャック ¥10,000

23 四ツ爪チャック SOUL ¥4,000

24 三ツ爪チャック SOUL ¥4,000

25 三ツ爪チャック 北川 ¥6,000

26 パイプねじ切り機 REX ¥58,000

27 真空ポンプ ¥20,000

28 木工用集じん機 マキタ ¥10,000

29 脱磁器 カネテック ¥10,000

30 エンドミル研磨機 田中インポート ¥80,000

31 タッピングマシン キラ ¥18,000

32 卓上ボール盤 キラ ¥8,000

33 卓上ボール盤 キラ ¥8,000

34 両頭グラインダー 日立 1990 ¥5,000

35 面取機 JAM ¥18,000

36 ＃30ツールワゴン ¥100,000

37 石定盤 ¥10,000

38 キャビネット イトーキ ¥50,000

39 キャビネット イトーキ ¥50,000

40 キャビネット イトーキ ¥50,000

型式･仕様

150㎜

125㎜

130㎜

φ170　FCT-6型

2個

125㎜

125㎜

100㎜　2個

150㎜

φ150

N50AⅢ型

φ300

160㎜

KHD-6型

φ250

KRT-10型

6吋

φ200

150㎜

150㎜

150㎜

125㎜

150㎜

BT30　13本　ヒートロボHR-02型

φ160

4吋

CC01型

410型

YN-03A型

KMD-20C型

450㎜×600㎜

KHD-6型

GT21型

足 立 支 店 即 売 リ ス ト



No 機械名 メーカー 年式 価格(税抜) 備考

41 キャビネット イトーキ ¥50,000

42 ワゴン サカエ ¥15,000

43 タップ ¥20,000

44 タップ ¥4,000

45 タップ ¥5,000

46 タップ ¥20,000

47 タップ ¥4,000

48 タップ ¥4,000

49 タップ ¥10,000

50 タップ・ダイス ¥20,000

51 ダイス ¥5,000

52 ダイス ¥5,000

53 ダイス ¥5,000

54 ダイス ¥5,000

55 スロッチングエンドミル ¥6,000

56 スロッチングエンドミル ¥7,000

57 エンドミル ¥8,000

58 エンドミル ¥10,000

59 エンドミル ¥6,000

60 エンドミル ¥10,000

61 エンドミル ¥5,000

62 エンドミル ¥8,000

63 エンドミル ¥8,000

64 エンドミル ¥8,000

65 エンドミル ¥5,000

66 エンドミル ¥5,000

67 エンドミル ¥7,000

68 エンドミル ¥7,000

69 リーマー ¥2,000

70 スロッチングエンドミル ¥5,000

71 リーマー ¥2,000

72 リーマー ¥4,000

73 ドリル ¥5,000

74 ドリル ¥7,000

75 ドリル ¥7,000

76 ドリル ¥7,000

77 ドリル ¥7,000

78 ドリル ¥10,000

79 ドリル ¥12,000

80 ドリル ¥12,000

型式･仕様

足 立 支 店 即 売 リ ス ト



No 機械名 メーカー 年式 価格(税抜) 備考

81 ドリル ¥12,000

82 ホールソー ¥2,000

83 ホールソー ¥2,000

84 ホールソー ¥3,000

85 ホールソー ¥3,000

86 ホールソー ¥3,000

87 ホールソー ¥3,000

88 サイドカッター ¥3,000

89 サイドカッター ¥2,000

90 バイト ¥2,000

91 バイト ¥8,000

92 チップ ¥10,000

93 チップ ¥5,000

94 切削工具 ¥2,000

95 切削工具 ¥4,000

96 柄付アンギュラカッター ¥3,000

97 切削工具 ¥20,000

98 切削工具 ¥8,000

99 切削工具 ¥10,000

100 切削工具 ¥20,000

101 切削工具 ¥5,000

102 切削工具 ¥3,000

103 切削工具 ¥3,000

104 センタードリル ¥2,000

105 タッパー ¥10,000

106 BT50ツール ¥20,000

107 BT40ツール ¥40,000

108 BT40ツール ¥40,000

109 BT40ツール ¥40,000

110 ＃50クイックチェンジホルダー ¥10,000

111 NT40ツール ¥3,000

112 ＃40ボーリングヘッド 黒田 ¥3,000

113 スーパーダイヤミル 三菱マテリアル ¥5,000

114 NT40ツール ¥3,000

115 コレットチャック ¥3,000

116 スロットミル TOGI ¥10,000

117 ボーリングバー 日研 ¥5,000

118 クランプ治具 ¥4,000

119 クランプ治具 ¥2,000

120 ローホールドナットクランプ ERON ¥7,000

＃4

6本

4本

5本

5本

型式･仕様

足 立 支 店 即 売 リ ス ト



No 機械名 メーカー 年式 価格(税抜) 備考

121 ボーリングバースリーブ 森精機 ¥5,000

122 フランジ ¥5,000

123 スリーブ ¥5,000

124 スリーブ ¥3,000

125 ドリルチャック ¥3,000

126 ドリルチャック ¥3,000

127 センター ¥5,000

128 回転センター ¥5,000

129 コレット ¥6,000

130 コレット ¥6,000

131 ベビーチャック ¥12,000

132 ベビーチャック ¥15,000

133 ベビーチャック BIG ¥10,000

134 タップコレット ¥6,000

135 刻印 ¥2,000

136 ハイトゲージ ¥5,000

137 ハイトゲージ ¥2,000

138 ダイヤルスタンド ¥6,000

139 外側マイクロ ¥5,000

140 外側マイクロ ¥10,000

141 外側マイクロ ¥3,000

142 外側マイクロ ¥3,000

143 外側マイクロ ¥3,000

144 外側マイクロ ¥4,000

145 デプスゲージ ¥6,000

146 内側マイクロ ¥4,000

147 内側マイクロ ¥10,000

148 内側マイクロ ¥8,000

149 栓ゲージ ¥10,000

150 ポジストップ ¥5,000

151 爪 ¥3,000

152 ミーリングチャック 聖和 ¥1,000

153 角度ドレッサー 光精機 ¥3,000

154 Rドレッサー 光精機 ¥1,000

155 ワークドライビングセンター 二村 ¥20,000

156 マス形ブロック ¥5,000

157 窒素ガス発生装置 フクハラ ¥60,000

158 窒素ガス発生装置 フクハラ ¥70,000

159 300㎜コンターマシン アマダ ¥80,000

160 カッター研削盤 伊藤 ¥30,000

2個

N2B3型

N2B3型

V-300型

DP-3型

HKD-50型

HA-20DX型

新品

型式･仕様

足 立 支 店 即 売 リ ス ト



No 機械名 メーカー 年式 価格(税抜) 備考

161 ポイントマスター BIG ¥5,000

162 ポイントマスター BIG ¥5,000

163 沈めフライス ¥3,000

164 シリンダーゲージ ¥2,000

165 リューター ¥2,000

166 精密バイス JAM ¥18,000

167 マシンバイス ERON ¥15,000

168 マシンバイス ERON ¥15,000

169 ノギス ミツトヨ ¥2,000

170 ノギス ミツトヨ ¥2,000

171 ノギス ミツトヨ ¥5,000

172 ノギス 松浦 ¥4,000

173 ノギス ミツトヨ ¥5,000

600㎜

600㎜

600㎜

300㎜

300㎜

型式･仕様

BT40-PMC-130

BT40-PMC-130

足 立 支 店 即 売 リ ス ト



No 機械名 メーカー 年式 価格(税抜) 備考

1 ドリル ¥10,000

2 ドリル ¥10,000

3 ドリル ¥10,000

4 ドリル ¥10,000

5 ドリル ¥10,000

6 ドリル ¥20,000

7 ドリル ¥30,000

8 切削工具 ¥30,000

9 エンドミル ¥10,000

10 エンドミル ¥10,000

11 リーマー ¥10,000

12 リーマー ¥10,000

13 タップ ¥10,000

14 タップ ¥10,000

15 チップ ¥10,000

16 チップ ¥10,000

17 バイト ¥20,000

18 油圧バイス 武田機械 ¥30,000

19 油圧バイス 武田機械 ¥30,000

20 スリーブ ¥5,000

21 コレット ¥10,000

22 ドリルチャック ¥10,000

23 センター ¥5,000

24 センター ¥10,000

25 センター ¥10,000

26 回転センター ¥20,000

27 永磁チャック ¥20,000

28 サイドカッター ¥30,000

29 サイドカッター ¥20,000

30 サイドカッター ¥20,000

31 ベルトグラインダー ¥10,000

32 4ッ爪チャック SOUL ¥15,000

33 3ッ爪チャック SOUL ¥10,000

34 8吋油圧チャック 豊和 ¥50,000

35 レシプロソー 牧田 ¥10,000

36 ドリル ¥50,000

37 スーパードリル ¥10,000

38 精密サインプレート JAM ¥20,000

39 ハイトゲージ ¥5,000

40 ハイトゲージ ¥5,000

型式･仕様

名 古 屋 支 店 即 売 リ ス ト



No 機械名 メーカー 年式 価格(税抜) 備考

41 ノギス ¥5,000

42 ノギス ¥8,000

43 デジタルノギス ¥3,000

44 棒形内側マイクロメーター ¥5,000

45 外側マイクロメーター ¥3,000

46 デプスマイクロメーター ¥5,000

47 ダイヤルキャリパーゲージ ¥3,000

48 ダイヤルゲージ ¥3,000

49 ダイヤルゲージ ¥3,000

50 外側マイクロメーター ¥15,000

51 エアータンク 明治 2006 ¥30,000

52 エアータンク アネスト岩田 1996 ¥50,000

型式･仕様

90L

220L

名 古 屋 支 店 即 売 リ ス ト



No 機械名 メーカー 年式 価格(税抜) 備考

1 パワーバイス 津田駒 ¥85,000

2 パワーバイス 津田駒 ¥85,000

3 パワーバイス 北川 ¥30,000

4 パワーバイス 津田駒 ¥100,000

5 パワーバイス 津田駒 ¥100,000

6 パワーバイス 津田駒 ¥100,000

7 ＃50ツールスタンド BIG ¥5,000

8 クランプ ERON ¥8,000

9 クランプ ERON ¥8,000

10 クランプ ERON ¥5,000

11 ストレートコレット BIG ¥20,000

12 コレット ¥12,000

13 切削工具 ¥10,000

14 ドリル・タップ ¥10,000

15 ツールキャビネット（BBT#50） ¥300,000

16 ツールキャビネット（BT#40） ¥160,000

17 ツールキャビネット（BT#40） ¥160,000

18 BBT#40ツール ¥80,000

19 イケール ¥50,000

20 イケール ¥50,000

32本

12本

30本

32本

Vi-2041

Vi-2041

型式･仕様

Vi-1635

Vi-1635

VC104N

Vi-2041

高 崎 支 店 即 売 リ ス ト


