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1.使用方法や保管を誤ると人身事故が生ずることが

あります。次の注意をよく読んでから使用して下さい。

金槌代わりに使用しないで下さい。

(全製品共通)

金槌代わりに使用すると製品が変形して機能がな

くなるだけでなく、部品が飛んで目や身体に当ると、

失明したりケガすることがあります。

2. r金切り欽Jは釘抜き代わりに使用しないで下さ L、。

(全:製品共通)

釘抜き代わりに使用すると刃が折れて飛ぴ、目や身

体に当たると、失明したりケガすることがあります。

3.屋恨の上または勾配のある個所に置かないで下さい。

(全製品共通)

屋恨の上または勾配のある個所に置くと滑って落

下し、人にあたりケガをさせることがあります。

4.使用前に本体・部品に異常がないか点検の上使用し

て下さい。

(全製品共通)

各製品の「故障または事故の兆候の見分け方と対処法J
をよく読んで、異常がないことを確認の上使用して

下さし、。故障したまま使用すると正しく加工できな

いだけでなく、人身事故が生ずることがあります。

5. r金切り欽」は有利き用に造られています。左利きで

使用すると使用しにくいです。

(切断用具全製品共通)

6 屋根の上など高い所で使用する時は、手が滑らない

ょう手をよく拭いて使用して下さい。

(全製品共通)

手が油や汗で濡れていると作業時に滑って危険です。

また、落下させると自分の足や、他の人に当たって

ケガすることがあります。手をよく拭いて使用して

下さい。

特に「スーパー一起jは約7kgの重量があるので落

とさないよう注意して下さい。

7.使用後は必ず道具箱に保管し、子供に触れさせない

Zロールハンド折幽げ機 D
ニユーロールハンド折幽げ機 E彊
ロールバッタハンド折曲げ機 医 彊

曲ローラー曲線ハンド折幽機 D
オールハンド折曲げ機 E彊

キワロールハンド折曲げ機 I[;i・

伊達超 (8.5寸)[笛刃鉄1161
伊達26(8.5寸)[笛刃鉄)(;1

伊達8.5(8.5寸)[笛刃鉄)10
伊達柳 (9寸)[笛刃鉄)1m 
伊達真 (9寸)[笛刃鋲)m

伊達キワたて切り (9寸)[笛刃鉄)0ヨ
伊達直たて切り (1尺1寸)[笛刃鉄)m
伊達角角波用 (1尺1寸)[笛刃鉄)(9

伊達スパン角スパン用 (1尺)[笛刃鉄)11ヨ
ヤチ平ツカミ金属薄板の折曲げ・ツブシ・八千代折Eヨ

スーパーハンド金属薄板の折幽げ・ツブシm
強力ツカミ金属薄板の折曲げ・ツブシm

深ツカミ金属薄板の折幽げ・ツブシ E図
書込ツカミ金属薄板の折幽げ・ツブシm

ウルトラップシツブシ機 匪国

ストッパー簡易資材止め Eヨ
スーパーー起アルミ製ハゼ起こし機 匪週

カニ爪ハゼ切り m
トヨコーパイPCトヨ受け金具の勾配直し Eヨ

トヨタッチトヨ金具の勾配直し Eヨ
トヨタッチ使用方法m
ハイプレスツブシ機 m

嘗刃の種類 Eヨ
で下さい。 I※この力タログに記載してある商品につきましては改良の為、予告なしに商品
(全製品共通) の一部と価格を変更し、また廃盤することがありますので、あらかじめご了承

- 下さい。
子供が使用すると手、指、足などに大ケガをする.:.※商品の中で一部手作りである為刀法表示より若干の誤差がありま況
とカtあります。 I※追加加工料及び特注加工料別途料金頂きます。

8. rスーパーー起」は他のものド掛けてぶら下がつトり |※既に廃盤になった製品の修理等は部品他材料の関係上お受けできないこと
』 、 | もあります。

体重をかけて使用しないで下さし、。 1※長期間使用または使用頻度により本体の形状に蓄しい変化がある場合修理
他のものに掛けてぶら下がったり、体重をかけて使 | 不可能な場合もあります。
用すると不安定で危険です。 1※修理時、本体矯正が必要な場合、本体に若干の跡が残る場合もありまれ

J躍\謡~J2.k鳳ロ越:l...~雄副瀬孟弘前回直腸μ凶主=E_  ，'_ .. --ー .-，.-t • 自由 ー~ ・・・ liII ・
こんな鳩舎は 対処等

アテ板部のタァロ フのガタツキでタァロ フが上下左右する場合 アァ板の交換になります(有料)

シャフト先備部分(ーユーロールの場合)の円錐口 フ と平駒の間隔
両方の駒の交換になります(有料)

が1.5mm以上ある場合
折り曲げ機

-アァ板部スフイドするブロックのネジ切れ ネジ切れの修理またはブロック交換んなります(有料)

-アテ板が変形した場合 アァ板の交換になります(有料)

シャフトが変形した場合 シャフトの交換になります(有料)

調整または芯金交換Lなります(有料)
-芯金のガタツキの場合

但し、ガタツキが大きい場合、調整また芯金交換も不可能となります

柄が変形した場合(落下または故意に曲げた物)
矯正します(有料)
{目し、不可能な場合もあります

ハサミ
ピス取り可能です(有料)

本体に替刃のピスが切れた場合
但し、不可能な場合もあリます

修理可能です(有料)
本体のピス穴の緩み

但し、穴の大きさによリ不可能な場合もあります

切断パックまたはパリが出た場合
研磨可能です(有料)

笛刃
研磨は1固または物により2固まで(角波は1回が原目IJ)です

調整または芯金交換になります(有料)
-芯金のガタツキの場合

但し、ガタツキが大きい場合、調整また芯金交換も不可能となります
ツカミ

矯正します(有料)
-柄が変形した場合(落下または故意に曲げた物)

但し、不可能な場合もあります

他商品 **************************本*** メカ へ問い合わせ又は送って下さい

修理の出来ない商品は 廃盤品で付属部品等保有されていない商品 -摩耗量の著しい商品

当社製品の替刃で刃欠けの著しい物またサビの著しい物 ・当社製品以外の商品



Z ROLL 

Zロール 州、ンド折曲機4

・寸法/全長約25cm(標準品)・全長約32cm(ロング)

-e 

*使い易さ、機能性を追求したハンド折曲機
*平板はもちろんf角波の入隅、出隅もでき、ワイドなローラー
式アテ板で安定感があり、スムーズな走りで、きれいな折り
線が出来る。

| 本体の特長 E 
-メモリlまセンチメートル
・パイプ折可能
・折角度鋭角(80度)
・部品交撫可能

取扱説明……………………

1.使用方法
折り曲げる時、前後約50cm以内に振り徐々に立ち上げていきます。
折り曲げる時、鉄板をローラー聞に錆入後、当て板を鉄板端部かう離
さ16.いで下さい。

2.誤使用の防止
カラー鉄板、ステンレスを折り曲げる以外は使用禁止。(投げたり金槌
代わりにし芯い)

3.使用上の注憲
A危険 屋根上また傾斜の付いている場所での作業時、使用後、必す

平らな場所に置いて下さい。(落下した場合、製品の損傷と下にいる
人物等に危険)

-材質
シャフト/ステンレス
あて板/ステンレス
ブロック/鉄にクロームメッキ
タテローラー/鉄にクロームメッキ
ブレーキ/真鍛

4.手入れ及び保管等

-機能
折 り 寸 法 /2分-6寸フ分迄
折り寸法(持主)/2分-8寸迄

1)手入れ 雨や水に濡れた時は乾いた布で続き取り自然乾燥させて
下さい。
ベアリングは1ヶ月に1回、マシン油120番又はミシン油を塗布又は
注入して下さい。

A危隙
2)保管使用後、道具箱に保管し子供に触れさせないで下さい。(玩
具代わりに遊ぶと危険)
3)経時劣化 アテ板、タテローラーは1年に1国交換して下さい。(損
耗又は変形するときれいに折れない)

5.故障または事故の兆候の見分l才方と対処方法
※アテ板がスムースに動か芯い場合
フ‘ロックのごみ詰まり→塗料用シンナーを含ませた布で獄き取る。
シャフトにキス‘→シャフト交換(有料)



NEW ROLL 

=ユーロール
・寸法/全長約31cm 

tJ>J¥ンド折曲機4

*直線折りの性能を高め、特にシャフト聞の巾がある潟
金属サイデインク‘、角波、リブ波、箱唐草等の折り曲げ機

| 本体の特長 I 

-足場台が不要0

・折り市25crn。
・目盛りは寸、センチ両方0

・パイプ折口可能。
・折角度鋭角(70度-80度)
・部届交挽可能。

取扱説明……………………

1.使用方法
折り曲げる時、写真Aの様に持ち、前後約50cm以内に娠り徐々に立
ち上げていきます。折り曲げる時、鉄板をローラー聞に挿入後、当て
板を鉄板端部か5離さt.I.いで下さい。

2.誤使用の防止
カラー鉄板、ステンレスを折り曲げる以外は使用禁止。(投げiたり金槌
代わりにしない)

3.使用上の注意
A危険 屋板上また傾斜の付いている場所での作業時、使用後、必す

平らな場所に置いて下さい。(落下した場合、製品の績傷と下にいる
人物等に危険)

-材質
シャフト/ステンレス
あて板/ステンレス
コ マ/ステンレス
ブロック/鉄にクロームメッキ
タテローラー/鉄にクロームメッキ
ブレーキ/真銭

-機能
折 り 寸 法 /2分-8寸迄

4.手入れ忍び保管等
1)手入れ 雨や水に濡れた時は乾いた布で鉱き取り自然乾燥させて
下さい。
ベアリングは1ヶ月に1園、マシン油120番又はミシン油を塗布又は
注入して下さい。

A危険
2)保管 使用後、道具箱に保管し子供に触れさせないで下さい。(玩
具代わりに遊ぶと危険)
3)経時劣化 アテ板、タテローラーは1年に1回交換して下さい。(損
耗又は変形するときれいに折れ芯い)

5.餓陣または事館の兆候の見分け方と対処方法
※アテ板がスムースに動かない場合
ブロックのごみ詰まり→塗料用シンナーを含ませた布で拭き取る。
シャフトにキズ→シャフト交換(有料)

円
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ROLL BATTA 

ロールItッタ ~ J\ンド折曲機4

-寸法/全長約25cm

*曲線(半径lOcm)直線折りのハンド折り曲げ機

接寸i査の合わtt方
図1はシャフトにきざまれ
た寸法が鉄板の折り寸法
に怒ります。
目もりは1分きざみにな
っており折幽寸法をスラ
イドブロックの(A)に合
わせます。

図2は折幽寸法がアテ板をロール
先鍋にもっていった所で1分5厘か
5スヲー卜して次の目もりが2分で
あD、量畏6寸B分まで折れ、板厚
はO.6mmまで折れます。

-材質
シ ャ フ ト/ステンレス
当 て 板 /ステンレス
ブ ロ ッ ク/鉄にクロームメッキ仕上

回締り幽げの方法E哩FF7ナ-~..... タテローラー/鉄にクロームメッキ仕上
聞げる方向にローJliパデタ.の蝶ネジをむけて使用します。 ブ レ ー キ/真織
文、媒ネジを逆にするとヒモ出しができます。

図幽げ方とひ‘も出しj去
ロールバッタの基本的主主持ち方を表じた写寅であり、ロー
ルバッタは持ち方次第で使いよくもなり、使いにくくもなり
ます。
ロールバッタにカラー鉄板をかませ、鉄板端をロールバッ
タのアテ板でなでるように手を前後にふり、手首をかえして
鉄板を折り曲げます。

取扱説明…………..... ... ... 
1.使用方法
折り曲げる時、写真Aの犠に持ち、前後約50cm以内に振り徐々に立
ち上げます。

折り曲げる時、カラー鉄板をロールバッタのローラー聞に挿入後、当
て板を力ラー鉄板端部から離さないで下さい。

2.蹟使用の防止
カラー鉄板、ステンレスを折り曲げる以外は使用禁止です。(投げたり
金槌代わりにしない)

3.使用上の注意
A危険 屋根上また傾斜の付いている場所での作業時、使用後必す平

らな場所に置いて下さい。(落下した場合、製晶績傷と下にいる人物
等に危険)

-機能
折り寸法/2分-6寸6分

-ロールバッタザイズ
1)働き6寸6分迄(標準昂)
2)働き 300mm迄 1
3)働き 350mm迄 l
4)働き 400mm迄 X特注晶)
5)働き 450mm迄|

6)働き 500mm迄 J

4.手入れ及び保管等
1)手入れ 雨や水に濡れた時は乾いた布で拭き取り自然乾燥させて
下さい。
ベアリングは1ヶ月に1回、マシン油120番又はミシン油を塗布又は
注入して下さい。

A危険
2)保管使用後、道具箱に保管し子供に触れさせないで下さい。
3)経時劣化 アテ板、タテローラーは1年に1回交換して下さい。(損
耗又は変形するときれいに折れない)

5.故障または事故の兆候の見分け方と対処方法
※アテ板がスムースに動かない場合
フ‘ロックのごみ詰まり→塗料用シンナーを含ませた布で拭き取って下
さい。
シャフトにキズ→シャフト交換(有料)

q
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KYOKU ROLLER 

-フ
一灯ロ

一引
曲
一酎

州、ンド折曲機4

*曲線折りの性能を高め、外曲げ、内曲げに適する

-材質
シャフト/ステンレス
ハンドル/ステンレス
コ マ/ステンレス
保護板/ステンレス
ブロック/鉄にクロームメッキ
ブレーキ/真鎗

-機能
折り寸法/2分-6分迄

A 

D 

C 

B 

取扱説明……………………
1.使用方法
1)図Aロールと図Bロールの間に折り曲げようとする上記機能内の
板を挟み込み、図Dのハンドルを蝶ネジを下にして持ち、力を均等に
前後に動かして徐々に立ち上げていきます。(カーブが小さいほど前
後の手の動きを小刻みにします)
2)折り寸法を決める場合、板に折り巾を印し、曲ローラーの傾斜ゴマ
の先端をその印に合わせた後、曲ローラーの蝶ネジをしめて固定し
ます。

2.鼠使用の防止
カラー鉄板、ステンレス、鋼板を折り曲げる以外は使用禁止。(投げた
り金槌代わりにしないで下さい。)

3.使用上の注憲
A危険 屋根上また傾斜の付いている場所での作業時、使用後は必す

平5な場所に置いて下さい。

本体の特長 l 
.カーブ折りが簡単に早く締麗にできます0

・折り寸法が2分-6分まで自在に折れます0

・外力一ブ、内力一ブが鯖麗に折れます。
.寸法合わせがワンタッチです。(蝶ネジ)
・O.6mm厚さの鋼板まで折ることが可能です0

・コンパクトで軽量な為、使用が楽です0

・図Cの保護板が付いている為、手をケガすることが少ないです。

-曲ローラー用途はハマグリ、ミノ甲、曲がり力ラクサ、フー
ド、穴フランジ等の曲物折りに最適です。

4.手入れ忍び保管等
1)手入れ 雨や水に濡れた時は乾いた布で拭き取り自然乾燥させて
下さい。
ベアリングは1ヶ月に1回、マシン油120番又はミシン油を塗布又は
注入して下さい。

A危険
2)保管 使用後、道具箱に保管し子供に触れさせないで下さい。(玩
具代わりにすると危険です。)
3)経時劣化 アテ板、タテローラーは1年に1回交換して下さい。(損
耗又は変形するときれいに折れ恕い)

5.故障または事故の兆候の見分け方と対処方法
※フ:ロックがスムースに動かない場合
フ白ロックのごみ詰まり→塗料用シンナーを含ませた布で拭き取る

-4-



ALL 

オール bハンド折曲機‘

_1台で直線、曲線、

キワ折ができる
万能折曲機

-・・・・・・1E;3~~~1~.:•••• .材質

シャフト/ステンレス
折り曲げローラー/ステンレス

受けローラー/ステンレス
ブロック/鉄にクロームメッキ

-受けローラーとシャフトが水平の潟、折
りスジがつきにくい

・折り曲げローラーがlOmm上下する調、
角波板、盆属サイデインク‘の入隅・出隅
ができる

・鉄板等の当たる部分(当てローラー)は
ザピにくい4本仕組のステンレスのロー
ラーになっている漏スムース砿走り

・働き約300mmの深い折り曲げができる

-機能

折り寸法/2分-1尺迄

取扱説明……………………
1.使用方法
折り曲げる時、前後約50cm以内に振り除々に立ち上げていきます。

折り曲げる時、鉄板をローラー聞に挿入後、当て板を鉄板端部か5敵
さないで下さい。

2.鼠使用の防止
鉄板等を折り曲げる以外は使用禁止。(投げたり金槌代わりにしない)

3.使用上の注意
A危険

屋根上また傾斜の付いている場所での作業時、使用後、必す平らな

場所に置いて下さい。(落下した場合、製品の損傷と下にいる人物等
に危険)

4.手入れ;Qび保管等
1)手入れ 雨や水に濡れた時は乾いた布で拭き取り自然乾燥させ

て下さい。
ベアリングは1ヶ月に1園、 マシン油120番又はミシン油を塗布
又は注入して下さい。

A危険
2)保管使用後、道具箱に保管し子供に触れさせないで下さい。
(玩具代わりに遊i~iと危険)

3)経時劣化 ローラーは1年に1国交換して下さい。
(損耗又は変形するときれいに折れ芯い)

5.自主障または事故の兆候の見分け方と対処方溶
※アテ板がスムースに動か芯い場合
ブロックのごみ詰まり→塗料用シンナーを含ませた布で続き取る。
シャフトにキス.→シャフト交換(有料)

※角波板・金属サイディングを折る場合、キワロールの取級説明を参考
にして下さい。

民
-
M



KIWAROLL 

キワロール

*あらゆる個所の
キワ折OOK!

-φ45の駒、通常の角波

4砂φ68の駒、大型の角j鹿又、

力ンコー立平の壁際の立ち

上げ

4俳角j鹿、リフ波、丸波の入り隅、

出隅

・金属サイデインタの入り隅、

出隅

*谷ドイのスジ入れ

・箱ドヨ折D
.金属屋根材の断熱材切断

忍び入り隅、出隅

砂ハンド折曲機4

-・・・・・・・.1:司..厄菅z・・・・・・・・
-ワンタッチ式3股切替え折り曲11ローラ

一装着

・折り曲げローラーが薄い掃、ザイデイン
タの断熱材をスピーディーに、また一定
巾に切断

.従来晶の半分の力量で曲げ角度135度
まで折口曲げ可能

・本体はステンレス製で軽量Eつ、錆びに
くい

・全ての角漉サイズに対応

取扱説明……………………

1.使用方法
図①~⑤のように使い分けて下さい。

叫FJ「 J;「
角i皮材の内際の立上 角波材の平面角の立上 積蔓き屋根材の立上

④ 

金属サイデインク、の断熱材切断
及び入り隅、出隅

工正三
谷ドイ中央部スジ付け

2.該使用の防止
金槌代わりにしない→本体が変形し当製品の機能が忽く怒ります。

3.使用上の注意
A危険， )屋根上での作業時、手が汗やj自等で濡れている場合、危険ですの

で手をよく拭いて又、乾燥させて使用して下さい。
A危険

2)屋根上での使用後、また傾斜のついている場所に置かないで下さ
い。(落下した場合危険)

4.手入れ混び保管等
1)手入れ ローラーとシャフト部には使用後清掃し注油して下さい。

A危険
2)保管 道具箱に保管し子供に触れさせ忽いで下さい。

5.餓陣または事館の兆候の見分け方と対処方法
部晶の変形、損嬢、紛失等→部品交換又は修理(有料)

-6-



DATE CHO 

伊 達 超 (替刃式)

Sタイフ
・多重ハゼ切りなど厚物に適している

・カーブもOK

・横葺きハゼの際切りOK

本体の特長 | 
-柄の太さは<T13で滑り止め加工してある調、長期使用時
の手疲れも無く柄の握り端はエッジをとった球状仕上げ
で痛みも出にくい

・本体寸法8寸5分は現場に適した寸法
・芯金は本体面ーで、鉄板にキズがつきにくい
・切断時の鉄板の逃げの構造

取扱説明…………………...
1.使用方法
当製晶は右利き用に造られた鎮です。
(左利きの方は使用しにくいです。)

2.際使用の防止
金槌代わりにしない→刃が折れて、その刃が他の物を
突き刺す恐れがあります。
釘抜き代わりにし芯い→刃が折れて、その刃が他の物を
突き刺す恐れが有ります。

3.使用上の注憲
1)刃の材質は超鋼刃(非常に硬い)の為、刃をハンマーで叩いたり、ま
た切断時こじり切りはし芯いで下さい。(刃欠けの原因)

A危隙
2)作業時、屋栂上に置かす腰べJレトにしっかりと納めるか平S1el:場所
に置いて下さい。(落下した場合危険)
3)使用後、置く場合は放り投げす静かに置いて下さい。(刃欠けと本
体の変形)

~ (一般用)‘

-当社製品「伊達直Jの特長を最大限に

引き出したパリ、歪が出にくい直線切り

ができる。

さらに本体8寸5分のコンJ(クトなサイズ

は現場使用グーツ!

ブもOK

・横葺きハゼ際切りOK

刃の特長 i 
-倒してカーブ切りが出来る2段刃研磨
・刃の厚さIt3mmのハイス鋼
・本体に刃を取り付ける際、左右の穴ピッチが遣うため取D
付lオに間違いが拡い

-材質
本 体 /SUS431
替刃 /八イス鋼(厚さ3mm)
芯金 /ステンレス径8mm

-刃の長さ/L刃約7cm
S刃約6cm

4)カラー鉄板、銅板、ステンレス板、アルミ板、亜鉛鉄板(切断能力)
以外の物は絶対に切ら忽いで下さい。(刃欠けと本体の変形)

4.手入れblぴ保管事事
1)手入れ 本体→雨、水に濡れた場合、布で拭き取り潤滑油を塗っ
て下さい。
刃→切断能力が劣った場合、研磨機で研ぐか新しい刃に交換して下
さい。
芯金→1ヶ月に1度注油して下さい。

A危険
2)保管 道具箱に保管し子供に触れさせないで下さい。(刃物なので
危険)

5.飯障または事館の兆候の見分け方と対処方法
ビス穴につまった場合→当社へ修理に出して下さい。(有料)

-7一



DATE 26 

伊 26 (替刃式)
-寸法/8寸5分

砂(一般用)... 

-超薄型替刃式
*当社唯一の上ランクのハイス鋼材のため切れ昧パック‘ン
*替刃式のため半永久的でEつ安価です

.長時間使用に手疲れしにくい従来晶に砿い画期的な形状
の握り部0

・えぐり、まとも、柳、細工用に適した万能型錬0

・作業効率を重視した埋め込み式芯盆構造。
.刃は靭性を持った高級ハイス鋼。
・錆びにくく、ガタつきにくい芯盆径7mmのステン材を使用。

取扱説明………・・
1.使用方法
当製晶は右利き用に造うれた鎮です。
(左利きの方は使用しにくいです。)

2.蹟使用の防止
金鎚代わりにしない→刃が折れて、その刃が他の物を
突き刺す恐れがあります。

釘抜き代わりにしない→刃が折れて、その刃が他の物を
突き刺す恐れが有ります。

3.使用上の違憲
1)刃の材質は超鋼刃(非常に硬い)の為、刃をハンマーで叩いたり、ま
た切断時とじり切りはしないで下さい。(刃欠けの原因)

A危険
2)作業時、屋根上に置かす腰ベルトにしっかりと納めるか平らな場所
に置いて下さい。(落下した場合危険)
3)使用後、置く場合は放り投げす静かに置いて下さい。(刃欠けと本

体の変形)

-材質
本体 /ステンレス

刃 /ハイス鋼
替え河止めピス/ステンレス
芯金 /ステンレス径7mm

-刃の長さ/約6.5cm

4)カラー鉄板、鋼板、ステンレス板、アルミ板、亜鉛鉄板(切断能力)
以外の物は絶対に切らないで下さい。(刃欠けと本体の変形)

4.手入れ及び保管等
1)手入れ 本体→雨、水に濡れた場合、布で鉱き取り潤滑油を塗っ
て下さい。

刃→切断能力が劣った場合、研磨機で研ぐか新しい刃に交換して下
さい。

芯金→1ヶ月lこ1度注油して下さい。
A危険

2)保管 道具箱に保管し子供に触れさせないで下さい。(刃物なので
危険)

5.故障または事由貿の兆候の見分け方と対処方法

ビ‘ス穴につまった場合→当社へ修理に出して下さい。(有料)
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DATE8.5 

伊 8.5 (替刃式)
-寸法/8寸5分

*万能型
*当祉の唯ーの上ランクのハイス鋼
*替刃式のため半永久的でEつ
安価です

本体の特長 1 
-ステンレスで遺Sれているためザビにくい
・ハイセンスなモデルで使いやすく、かつ軽量である
・芯盆に径7mmステン材を使用しているため長期使用に
もガタが発生しにくい

・握D部に滑り止め加工をしているため作業しやすい

取扱説明…
1.使用方濠
当製品は右利き用に造うれた銀です。
(左利きの方は使用しにくいです。)

2.践使用の防止
金槌代わりにしない→刃が折れて、その刃が他の物を
突き刺す恐れがあります。
釘抜き代わりにしない→刃が折れて、その刃が他の物
を突き刺す恐れがあります。

砂一般用4

-材質 -刃の長さ/約6.5cm

本体 /ステンレス
刃 /ハイス鋼

替え河止めピス/ステンレス
芯 金 /ステンレス径7mm

ト 刃の特長

-上ランクのハイス鋼材のため切れ昧パックン
・作業中でもドライバー 1本で楽々交換
・刃を研ぐ手聞が恕い
・耐久性パツダン 通常のステンレス用銀の4-5倍
・特殊加工のため切断する際ステンレスにすいっき、
切断パックがない

3)使用後、置く場合は放り投げす静かに置いて下さい。 (刃欠けと
本体の変形)
4)カラー鉄板、銅板、ステンレス板、アルミ板、亜鉛鉄板(切断能力)
以外の物は絶対に切S~いで下さい。 (刃欠けと本体の変形)

4.手入れ及び保管等
1)手入れ本体→雨、水に濡れた場合、布で拭き取り潤滑油を塗って
下さい。
刃→切断能力が劣った場合、研磨機で研ぐか新しい刃に交探して下
さい。
芯金→1ヶ月に1度注油して下さい。

3.使用上の注意 A危険

1)刃の材質は超鋼刃(非常に硬い)の為、刃をハンマーで叩いたり、
また切断時こじり切りはしないで下さい。(刃欠けの原因)

A危隙
2)作業時、屋栂上に置かす腰ベルトにしっかりと納めるか平5な場所
に置いて下さい。(落下した場合危険)

2)保管 道具箱に保管し子供に触れさせ芯いで下さい。(刃物なの
で危険)

5.故障または事故の兆候の見分け方と対処方法
ビス穴につまった場合→当社へ修理に出して下さい。(有料)
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DATE YANAGI 

伊達 (替刃式)

*横葺き屋根用

| 本体の蒋裏 | 

-ステンレスで造Sれているためザビにくい
・ハイセンスなモデルで使いやすく、かつ軽量である
・芯盆に径8mmハガネ材を使用しているため長期使用に
もガタが発生しにくい

取扱説明……………………
1.使用方法
当製品は右利き用に造5れた鎮です。
(左利きの方は使用しにくいです。)

2.韻使用の防止
金槌代わりにし芯い→刃が折れて、その刃が他の物を突き刺す恐れ
があります。
釘抜き代わりにしない→刃が折れて、その刃が他の物を突き刺す恐
れがあります。

3.使用よの注憲
1)刃の材質は超鋼刃(非常に硬い)の為、刃をハンマーで叩いたり、
また切断時こじり切りはしないで下さい。(刃欠けの原因)

A危険
2)作業時、屋根上に置かす腰ベルトにしっかりと納めるか平ら忽場所
に置いて下さい。(落下した場合危険)

b一般用 4

-材質 .刃の長さ/約6.5cm

本体 /ステンレス
刃 /ハイス鋼

管え刃止めピス/ステンレス
芯 金 /SK材 径8mm

刃の持長 l 
-作業中でもドライバー1本で灘々交損
・刃を研ぐ手聞がない
・耐久性パックン通常のステンレス用銀の4--5倍
・特疎加工のため切断する際ステンレスにすいっき、切断
Hックがない

3)使用後、置く場合は放り投げす静かに置いて下さい。
(刃欠けと本体の変形)
4)カラー鉄板、鋼板、ステンレス板、アルミ板、亜鉛鉄板(切断能力)
以外の物は絶対に切らないで下さい。(刃欠けと本体の変形)

4.手入れ及び保管等
1 )手入れ 本体→雨、水に濡れた場合、布で拭き取り潤滑油を塗っ
て下さい。
刃→切断能力が劣った場合、研磨織で研ぐか新しい刃に交換して下
さい。
芯金→1ヶ月に1度注油して下さい。

A危険
2)保管道具箱に保管し子供に触れさせ芯いで下さい。
(刃物忽ので危険)

5.敵樽または事故の兆候の見分け方と対処方法
ビ、ス穴につまった場合→当社へ修理に出して下さい。(有料)
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DATE SIN 

伊達 (替刃式)

*万能型
*当社睡ーの上ランクのハイス鋼
*替刃式のため半永久的でEつ
安価です

| 本体の特長 | 

-ステンレスで造Sれているためサビにくい
・ハイセンスなモデルで使いやすく、かつ軽量である
・芯盆に径8mmハガネ材を使用しているため長期使用に
もガタが発生しにくい

・握り部に滑り止め加工をしているため作業しやすい

取扱説明………・
1.使用方法
当製品は右利き用に造られた鎮です。
(左利きの方は使用しにくいです。)

2.鶴使用の防止
金槌代わりにしない→刃が折れて、その刃が他の物を
突き刺す恐れがあります。

釘鍍き代わりにしない→刃が折れて、その刃が他の物
を突き刺す恐れがあります。

3.使用上の注憲

惨一般用4

-材質 ・刃の長さ/約7.5cm

本 体 /ステンレス
刃 /八イス鋼

脅え河止めピス/ステンレス
芯 金 /SK材 径8mm

| 刃の特長 | 

-上ランクのハイス鋼材のため切れ昧パック.ン
・作業申でもドライバー1本で楽々交換
・刃を研ぐ手聞がない
・耐久性バッタン 通常のステンレス用銀の4-5倍
.特殊加工のため切断する際ステンレスにすいっき、
切断パックがない

4)カラー鉄板、鋼板、ステンレス板、アルミ板、亜鉛鉄板(切断能力)
以外の物は絶対に切らないで下さい。(刃欠けと本体の変形)

4.手入れJlび保管等
1)手入れ 本体→雨、水に濡れた場合、布で拭き取り潤滑油を塗っ
て下さい。
刃→切断能力が劣った場合、研磨機で研ぐか新しい刃に交換して下
さい。
芯金→1ヶ月に1度注油して下さい。

1)刃の材質は超鋼刃(非常に硬い)の為、刃をハンマーで叩いたり、
また切断時こじり切りはしないで下さい。(刃欠けの原因) A危餓

A危隙
2)保管 道具箱に保管し子供に触れさせないで下さい。(刃物なの
で危険)2)作業時、屋根上に置かす腰ベルトにしっかりと納めるか平5忽場

所に置いて下さい。(落下した場合危険) 5.飯樟または事由貿の兆候の見分け方と対処方法

3)使用後、置く場合は放り投げザ静かに置いて下さい。(刃欠けと
本体の変形)

- 11一

ビス穴につまった場合→当社へ修理に出して下さい。(有料)



DATE KIWA 

式一刃一替一ワ
一

キ
「

達
一日

伊
一町

惨たて切り4

*現場用たて切
*当社唯一の上ランクのハイス鋼素材のため切れ昧パック‘ン

*替刃式のため半永久的でEつ安価です

-材質
本体 /ステンレス

刃 /八イス鋼
翻止めピス /ステンレス
芯金 /ステンレス径8mm

-刃の長さ/約9cm

取扱説明…………………...
1.使用方法
当製晶は右利き用に造られた鎮です。
(左利きの方は使用しにくいです。)

2.額使用の防止
金縫代わりにしない→刃が折れて、その刃が他の物を
突き刺す恐れがあります。
釘妓き代わりにしない→刃が折れて、その刃が他の物を
突き刺す恐れが有ります。

3.使用上の注意
1 )刃の材質は超鋼刃(非常に硬い)の為、刃をハンマーで叩いたり、
また切断時とじり切りはしないで下さい。(刃欠けの原因)

A危隙
2)作業時、屋根上に置かザ腰べJレトにしっかりと納めるか平らな場所
に置いて下さい。(落下した場合危険)

本体の特長 | 

-平板、スパン等の現揖使用を重視した純然なたて切り錬0

・握り部には前方向に力を入れて切断する際、滑り防止加
工にしてある漏安全Eつ能率アップ。

・芯盆let本体表面より突起が少拡い潟、鉄板等に傷がつき
lこくし、。

3)使用後、置く場合は放り投げす静かに置いて下さい。(刃欠けと本
体の変形)
4)カラー鉄板、鋼板、ステンレス板、アルミ板、亜鉛鉄板(切断能力)
以外の物は絶対に切らないで下さい。(刃欠けと本体の変形)

4.手入れ及び保管等
1 )手入れ本体→雨、水に濡れた場合、布で銭き取り潤滑油を塗っ
て下さい。

刃→切断能力が劣った場合、研磨機で研ぐか新しい刃に交換して下
さい。
芯金→1ヶ月に1度注油して下さい。

A危険
2)保管 道具箱に保管し子供に触れさせ広いで下さい。(刃物なの
で危険)

5.飯陣または事故の兆候の見分け方と対処方法
ビス穴につまった場合→当社へ修理に出して下さい。(有料)
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DATE CYOKU 

伊達 (替刃式) 惨たて切り ‘

*コイル(薄板)リブ波、角波、成型板の切断
_3X6板、4X8板(薄板)の切断

| 本体の特長 | 

-パリ、ヒズミが出拡い
・ステンレスで造Sれている漏サビにくい
・押切タイプで安定した使用感

取扱説明……………………
1.使用方法
当製晶は右利き用に造5れた鋲です。

(左利きの方は使用しにくいです。)

2.鶴使用の防止
金槌代わりにしない→刃が折れてその刃が飛ぴ、他の物を突き刺す
恐れが有ります。
釘抜き代わりにしない→刃が折れてその刃が飛び、他の物を突き刺
す恐れが有ります。

3.使用上の注意
1)刃の材質は超鋼刃(非常に硬い)の為、刃をハンマーで叩いたり、
また切断時こじり切りはしないで下さい。(刃欠けの原因)

A危院
2)作業時、屋栂ょに置かす腰ベルトにしっかりと納めるか平5な場
所に置いて下さい。(落下した湯合危険)
3)使用後、置く場合は放り投げす静かに置いて下さい。(刃欠けと
本体の変形)
4)カラー鉄板、鋼板、ステンレス板、アルミ板、(切断能力)以外の物
は絶対に切らないで下さい。(刃欠けと本体の変形)
5)重ね切りは無理です。(刃欠けの原因)

-材質 -刃の長さ/約12cm

本体 /ステンレス
刃 /八イス鋼

ピス /ステンレス
芯金 /SK材 径8mm

6)切断する際、図のように板に対し直角に当てないで、やや右に倒
して使用して下さい。(直角ですと切断面がきれいになうない)

4.手入れ混び保管等

1 )手入れ 本体→雨、水に濡れた場合、布で拭き取り潤滑油を塗っ
て下さい。
刃→切断能力が劣った場合、研磨機で研ぐか新しい刃に交換して下
さい。
芯金→1ヶ月!と1度注油して下さい。

A危険
2)保管 道具箱に保管し子供に触れさせないで下さい。(刃物なの

で危険)

5.故障または事故の兆候の見分け方と対処方法
1)ビ、ス穴につまった場合→当社へ修理に出して下さい。(有料)
2)切りにくい場合→刃先の広がり又は刃の研磨、交換時期。

6)のι」ヨ ェu~ _ ~己4
~ 一百一一げ
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DATEKAKU 

伊達 (替刃式)

*刃の特殊角度研磨による
角波の大方のサイズをクリ
アした切れ昧抜群の画期的
な角波錬

*角波本体にまと刃を取り付
けてまと刃錬に変身

*本体 1丁に多種類の刃を
取り付けて使用出来る経済
的でEつ、メンテナンスが
安い

取扱説明…………..... ... ... 
1.使用方法
当製品は右利き用に造うれた鋲です。
(左利きの方は使用しにくいです。)

2.誤使用の防止
金槌代わりにしない→刃が折れて、その刃が他の物を
突き刺す恐れがあります。

釘銀き代わりにしない→刃が折れて、その刃が他の物
を突き刺す恐れがあります。

3.使用上の注意
1)刃の材質は超鋼刃(非常に硬い)の為、刃をハンマーで叩いたり、
また切断時こじり切りはしないで下さい。(刃欠けの原因)

A危険
2)作業時、屋根上に置かす腰ベルトにしっかりと納めるか平5な場
所に置いて下さい。(落下した場合危険)

b角波用(まと刃兼用)~ 

-材質 -刃の形状/角波による

本 体 /ステンレス
刃 /ハイス鋼

芯 金 /ステンレス径8mm

※注意 本体1<1:ステンレスに鉄分が若干含まれております(硬度関係上)。
製造上サビ止め処理をしておりますが、j由(防錆j由)害事で手入れしてください。

本体の特長 I 

-芯盆に径8mmステンレス材を使用してする調長期使用も
カタが発生しにくい

・本体の握D部に滑り止め加工

| 刃の特長 目

-上ランクのハイス鋼材のため切れ陳バッグン
・作業中でもドライバー1本で楽々交襖
・刃を研ぐ手聞がない
・耐久性パツグン通常のステンレス用銀の4-5倍
.特殊加工のため切断する際ステンレスにすいっき、
切断パックがない

3)使用後、置く場合は放り投げザ静かに置いて下さい。(刃欠けと
本体の変形)
4)カラー鉄板、鋼板、ステンレス板、アルミ板、亜鉛鉄板(切断能力)
以外の物は絶対に切5恕いで下さい。(刃欠けと本体の変形)

4.手入れ及び保管等
1)手入れ本体→雨、水に濡れた場合、布で拭き取り潤滑油を塗って

下さい。
刃→切断能力が劣った場合、研磨機で研ぐか新しい刃に交換して下
さい。
芯金→1ヶ月lこ1度注油して下さいo

A危険
2)保管 道具箱に保管し子供に触れさせないで下さい。(刃物なの
で危険)

5.故障または事故の兆候の見分け方と対処方法

ビス穴につまった場合→当社へ修理に出して下さい。(有料)

14 -



DATE SUPAN 

伊 スパン(替刃式) P角波用4

-寸法/約1尺

*切断口の『パリ』が出にくい
*糸切りが出来、仕上げがきれい
*真横切り、斜め切りが出来る

本体の特長 | 

-芯盆に径8mmステンレス材を使用している漏長期使用
もガタが発生しにくい

※i主憲/本体l孟ステンレスに鉄分が若干倉まれております(硬度関係上)。

創造よザピ止め処理をしておりますが、油(防鏑油'"で手入れしてください。

取扱説明…・
1.使用方法
当製品は右利き用に造うれた鎮です。
(左利きの方は使用しにくいです。)

2.鼠使用の防止
金槌代わりにしはい→刃が折れて、その刃が他の物を
突き刺す恐れがあります。
釘抜き代わりにしない→刃が折れて、その刃が他の物
を突き刺す恐れがあります。

3.使用上の注意
1)刃の材質は超鋼刃(非常に硬い)の為、刃をハンマーで叩いたり、
また切断時こじり切りはしないで下さい。(刃欠けの原因)

A危険
2)作業時、屋根上に置かす腰ベルトにしっかりと納めるか平5な場
所に置いて下さい。(落下した場合危険)

-材質
本体/ステンレス

刃 /八イス鋼
芯金/ステンレス径8mm

-刃の形状/角波による

| 刃の特長 | 

-上ランクのハイス鋼材のため切れ昧パツダン
・作業中でもドライバー1本で楽々交換
・刃を研ぐ手聞がない
・耐久性パックン 通常のステンレス用銀の4-5倍
・特殊加工のため切断する際ステンレスにすいっき、
切断パックがない

3)使用後、置く場合は放り投げiす静かに置いて下さい。(刃欠けと
本体の変形)
4)力ラー鉄板、鋼板、ステンレス板、アルミ板、亜鉛鉄板(切断能力)
以外の物は絶対に切Sfc互いで下さい。 (刃欠けと本体の変形)

4.手入れ及び保管等
1)手入れ本体→雨、水に濡れた場合、布で拭き取り潤滑油を塗って
下さい。
刃→切断能力が劣った場合、研磨絡で研ぐか新しい刃に交換して下
さい。
芯金→1ヶ月!こ1度注油して下さい。

A危険
2)保管 道具箱に保管し子供に触れさせないで下さい。(刃物忽の
で危険)

5.故障または事故の兆候の見分け方と対処方法
ビス穴につまった場合→当社へ修理に出して下さい。(有料)

民
-v



Y ACHIHIRATSUKAMI 

ヤチ平ツカミ
圃寸法・刃巾/約3寸・重さ/約850g

*八千代折・深い立ち上げ・
ツフシ

-材質
本体 /ステンレス
芯金 /ステンレス

-重さ /約850g

取扱説明………………
1.使用方法
本製品は右利き左利き何方も使えます。
折り曲げようとする板、つぶしたい部分を本製品の刃を広げて挟みま
す。

2.観使用の防止
A危険 金槌代わりにしない→本体が変形し当製晶の機能がなく怒り

ます。

3.使用上の注憲
1)屋根上での作業時、本体の柄は滑り止め加工をしてありますが、手
が汗やj由等で濡れている場合、滑り落ちる場合があります。(本体の
変形または下にいる人物等に危険)
2)使用後、置く場合、放り投げす静かに置いて下さい。(本体の損傷ま
たは変形)

-八干代折(盆属板の隅角を切断すること拡く箱状に折り曲
げて作れる)

・のみ込み深さ約4寸(120mm)の深い立ち上げ
・刃部申央部で鉄板を棟み込みケラパ、谷等のツブシおさ
め(潰す能力は当社製晶(スーパーハンド・強力ツ力ミ)よ
りやや低め)
※刃部左右の鋭角の所では潰したり、ハンマー代わりに
しない(刃欠け、破損の原因)

・刃部内側、柄に滑り止め加工あり

4.手入れ及び保管等
1)手入れ 芯金部には使用後注油して下さい。
本体が濡れた場合、乾いた布で拭き取って下さい。

A危険
2)保管 道具箱に保管し子供に触れさせないで下さい。(玩具代わり
にすると危険)

5.故障または事故の兆候の見分け方と対処方法
本体が変形した場合、使用不可能です。
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SUPER HAND 

スーパーハンド (ステンレス製)
・寸法・刃巾/3寸・のみ込/2寸5分・重さ/約870g

*施行時、正面・両サイドか5見える目盛り入01
'ステンレス製、強力型f
| 本体の特長 I 

-薄鉄板、一重鉄板かS多重鉄板の折り曲げ作業、ツブシ
作業が楽に出来ます。

・握D部にはスリップ防止加工が施され滑りにくいです0

・瞬時に寸法がわかD作業力パック.ンです。

「 刃の特轟 | 
.刃巾を標準廿イズよD詰め加工可能(有料)

取扱説明……………………
1.使用方法
本製晶は右利き左利き何方も使えます。
折り曲げようとする板、つぶしたい部分を本製晶の刃を広げて挟みま
す。

2.誤使用の防止
A危険 金槌代わりにしない→本体が変形し当製品の機能が芯くなり

ます。

3.使用上の注意
1)屋根上での作業時、本体の柄は滑り止め加工をしてありますが、手
が汗や油等で濡れている場合、滑り落ちる場合があります。(本体の
変形または下にいる人物等に危険)
2)使用後、置く場合、放り投げす静かに置いて下さい。(本体の績傷ま
たは変形)

-材質
本体 /ステンレス
芯金 /ステンレス

4.手入れ及び保管轄

-重さ /約870g

1)手入れ芯金部には使用後注油して下さい。
本体が濡れた場合、乾いた布で拭き取って下さい。

A危険
2)保管 道具箱に保管し子供に触れさせないで下さい。(玩具代わり
にすると危険)

5.故障または事故の兆候の見分け方と対処方法
本体が変形した場合、使用不可能です。
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KYOURYOKU TSUKAMI 
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4険金属薄板の折り曲げ、ツフ‘シ(下り棟、谷、ケラパ、鳩小屋のおさめ)

-材質

本体 /ステンレス
部 晶 /ステンレス

-重さ /約700g

| 本体の蒋轟 | 

-薄鉄板、一重鉄板かS多重鉄板の折り曲げ作業、ツブシ
作業が楽に出来ます。

.握り音s{ロ)1こはスリップ防止加工が施され滑Dにくいです0

・刃先音s{イ)は肉薄仕上げの漏狭い隙聞も楽に挿入可。
製品は、力点、Aで芯金固定になっています(強力)。
ご希望により力点目で芯金固定可(従来の力)。

※刃巾を標準サイズより詰め加工可能(有料)

取扱説明……………………
1.使用方法
本製品は右利き左利き何方も使えます。
折り曲げようとする板、つぶしたい部分を本製品の刃を広げて挟みま
す。

2.誤使用の防止
A危険 金槌代わりにしない→本体が変形し当製晶の機能がなくなり

ます。

3.使用上の注意
1)屋根上での作業時、本体の柄は滑り止め加工をしてありますが、手
が汗やj由等で濡れている場合、滑り落ちる場合があります。(本体の

変形または下にいる人物等に危険)
2)使用後、置く場合、放り役げす静かに置いて下さい。(本体の損傷ま
たは変形)

-特注ザイズ

B分-2.5寸 ※刃巾を標準サイズより詰め加工可能(有料)

.5~Tiñ-r~:J~事官ι~~置c"iI I9:i ... "'TI庄司l咽圃

※条件(ロ)の握り部を30kgの握力で(イ)部にかかる力は
・力点Aで173kg(従来のツカミの2倍の力)
・力点目で 71kg(従来のツカミの力)

握部⑬

刃先部

③ 
~ 

撞部⑮

自民晶l彦、力点Aで芯金固定に怒っています(強力l.
ユーザー樋由ご希直により力点Bで芯金固定可(従来町力)。

日 (力点)

4.手入れ汲び保管等
1 )手入れ 芯金部には使用後注油して下さい。
本体が濡れた場合、乾いた布で拭き取って下さい。

A危険
2)保管 道具箱に保管し子供に触れさせないで下さい。(玩具代わり
にすると危険)

5.故障または事故の兆候の見分け方と対処方法
本体が変形した場合、使用不可能です。
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FUKA TSUKAMI 

深ツカミ
・寸法・刃巾/3寸・のみ込/約4寸・重さ/約850g

b平型4

*のみ込みふところ巾が広い潟、キズがつきにくい。
*ヤチ折りもきれいにできる。
*折り曲げ角がきれいにできる。
※刃巾を標準サイズより詰め加工可能(有料)

-材質
本体 /S55C
部 品 /ステンレス

-重さ /約850g

取扱説明…・
1.使用方法
本製晶は右利き左利き何方も使えます。
折り曲げようとする板、つぶしたい部分を本製晶の刃を広げて挟みま
す。

2.誤使用の防止
A危険 金槌代わりにしない→本体が変形し当製晶の機能がなくなり

ます。

3.使用上の注意
1)屋根上での作業時、本体の柄lま滑り止め加工をしてありますが、手
が汗や油等で濡れている場合、滑り落ちる場合があります。(本体の
変形または下にいる人物等に危険)
2)使用後、置く場合、放り投げす静かに置いて下さい。(本体の損傷ま

たは変形)

4.手入れ及び保管等
1)手入れ芯金部には使用後注油して下さい。
本体が濡れた場合、乾いた布で拭き取って下さい。

A危険
2)保管 道具箱に保管し子供に触れさせないで下さい。(玩真代わり
にすると危険)

5.飯陣または事館の兆慢の見分け方と対処方法
本体が変形した場合、使用不可能です。
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MAKIKOMI TSUKAMI 

巷込ツ力三
・寸法・刃巾/3寸・のみ込/8分まで・重さ/約780g

| 本体の特長 | 

-谷ハゼの折り曲げ0

・上り棟の折り曲げ0

・ハコ谷の折D曲げ。
・段ぶきのケラパの折D曲げ。

※刃巾を標準サイズより詰め加工可能(有料)

-材質/鉄 -重さ /約780g

取扱説明………..
1.使用方法
本製品は右利き左利き何万も使えます。
折り曲げようとする板を本製晶の刃を広げて挟みます。

2.説使用の防止
危険 金槌代わりにしない→本体が変形し当製晶の機能がなく芯り

Aます。

3.使用上の注意
1)屋根上での作業時、本体の柄は滑り止め加工をしてありますが、手
がj干やj由等で濡れている場合、滑り落ちる場合があります。(本体の
変形または下にいる人物等に危険)
2)使用後、置く場合、放り投げす静かに置いて下さい。(本体の損傷ま
たは変形)

写真 1のように巻込
ツカミを差し込む。
その際、巻込ツカミ
の首部を片方の手で
押さえる。

掴み込んだ板が同じ
幅に忽るようにし、前

方に巻き込む。

約90度に巻き込ま
れた状態。

※巻き込んだ鉄板の
表面に多少の傷が
見5れる事もあり
ます。刃部内側に

養生テープを貼っ

て下さい。

巻き込んだ後のツブシの工程に当社製品の強力ツカミ・スーパー
ハンド・ウルトラップシ・ハイプレス等をおすすめいたします。

4.手入れ思び保管等
1)手入れ 芯金部には使用後注油して下さい。
本体が濡れた場合、乾いた布で奴き取って下さい。

A危険
2)保管 道具箱に保管し子供に触れさせないで下さい。(玩具代わり
にすると危険)

5.故障または事故の兆候の見分け方と対処方法
本体力t変形した場合、使用不可能です。

-20-



UL TRATSUBUSI 

ヲルトラツフシ
-寸法/全長約34cm・刃巾/17cm ・重さ/約4.2kg

*ケラパ、棟、谷等のカシメ部のツブシ機・2支点作用で力10倍
*急勾配用
A.力ワラ棒、アリガケ、立平居根のケラパかしめにアルミ板を取付lオて使用
B.目地かしめ部に防水テープ又はコーキングを使用した場合

アルミ板を取付けて使用 ※AB以外はアルミ板を取り外して使用して下さい。

-材質
本体/鉄
仕上/酸化クロム

-能力
カシメ寸法/2分-8分迄

本体の特長 1 
-下刃にギザ溝が霞lオSれてあるため、直角曲かS力シメOKo
・楽な力できれいに力シメができ、作業が早い0

・トタンにキズができにくいので、省おさめの時ステ板を用いなくてもよ
い。

-ストッパーを上げて使用する場合
1.谷のおさめ

2.寄せ棟厩栂の出角おさめ

3.1(ラベットのおさめ

3.鳩小置のおさめ

/ 

-ストッパーを下げて使用する場合
1.切妻屋根のケラバおさめ

2.無落雷屋欄の箱ドヨおさめ

3.棟包みのおさめ

4.片涜れ屋栂の棟、軒のおさめ

/' 

ストッパーを下げる

A危険
2)屋根上での使用後、また傾斜のついている場所に置かないで下さ
い。(落下した場合危険)

A危険
3)本体は軽量ですが、作業時、足元に気を付けて下さい。(屋根上又

傾斜のついた場所での作業時、足元が不安定ですので転倒、落下に

注意して下さい。)

4.手入れ忍び保管等
1)手入れ本体が濡れた場合、乾いた布で拭き取って下さい。

A危険
2)保管 安全な場所に安定した状態で保管して下さい。子供には触
れさせないで下さい。(上板と下板の聞に挟まれます。)

5.故障または事叡の兆候の見分け方と対処方法

柄の溶接部が剥がれた場合、修理致します。
部品の補充は、販売居へご連絡して下さい。

取扱説明…・
1.使用方法
写真のようにはさみ込み、強力につぶし、又折り曲げます。

2.誤使用の防止
金槌代わりにし芯い→本体が変形し当製晶の機能がなくなります。
他のものに掛けて，3iS下がったり、体重を掛けて使用しないで下さい。
(製晶の損傷また人物にケガの恐れがあります。)

3.使用上の注意

A危険
1)屋根上での作業時、手が汗や油等で濡れている場合、危険ですの
で手をよく拭いて文、乾燥させて使用して下さい。
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UL TRATSUBUSI 

ヲルトラツヲシ
・寸法/全長約34cm・刃巾/17cm ・重さ/約4.2kg

*ケラパ、棟、谷等のカシメ部のツブシ機・2支点作用で力10倍
*急勾配用
A.カワラ棒、アリガケ、立平厘根のケラパかしめにアルミ板を取付けて使用
B.園地かしめ部に防水テープ又はコーキングを使用した場合 -ストッパーを上げて使用する場合

アルミ板を取付けて使用 ※A.B以外はアルミ板を取り外して使用して下さい。 1.谷のおさめ

-材質 -能力

本体/鉄 力シメ寸法/2分-8分迄

仕上/酸化クロム

本体の特長

-下刃にギザ溝が霞けSれてあるため、直角曲か5カシメOKo
・楽拡力できれいに力シメができ、作業が早い0

2.寄せ棟置綱の出角おさめ

3.HラベットのiI3さめ
3嶋小屋のおさめ

/ 

-ストッパーを下げて使用する場合

/ 

1.切..視のケラHおさめ

2.無落雷・績の箱ドヨおさめ

3.練包みのおさめ

4.片流れ置欄の棟、軒のおさめ

ストッパーを下げる

・トタンにキズができにくいので、省おさめの時ステ板を用いなくてもよ
い。

取扱説明…・
1.使用方法

写真のようにはさみ込み、強力につぶし、又折り曲げます。

2.誤使用の防止
金槌代わりにしない→本体が変形し当製品の機能がなくなります。
他のものに働けてi~ïS下がったり、体重を働けて使用しないで下さい。
(製晶の損傷また人物にケガの恐れがあります。)

3.使用上の注意

A危険
1)屋根上での作業時、手が汗や油等で濡れている場合、危険ですの

で手をよく拭いて又、乾燥させて使用して下さい。

A危機
2)屋根上での使用後、また傾斜のついている場所に置かないで下さ
い。(落下した場合危険)

A危険
3)本体は軽量ですが、作業時、足元に気を付けて下さい。(屋根上又
傾斜のついた場所での作業時、足元が不安定ですので転倒、落下に

注意して下さい。)

4.手入れ及び保管等

1)手入れ 本体が濡れた場合、乾いた布で鉱き取って下さい。

A危隙
2)保管 安全な場所に安定した状態で保管して下さい。子供には触
れさせないで下さい。(上板と下板の間に挟まれます。)

5.敵陣または事敵の兆候の見分け方と対処方法
柄の溶接部が剥がれた場合、修理致します。

部晶の補充は、販売庖へと連絡して下さい。
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STOPPER 

ス トッパ ー (後付タイプ)
・寸法/全長約30cm 1セット(3丁入り) ・重さ/約6kg

*後付タイプの
簡易資材止め0

・横葺き、平葺き、
鋼板葺にOK。

-材質
本体/鉄
仕 上/焼き付け塗装

ストッパーの告部の名祢及び使用方法

圃 困
上ハぜ

下ハぜ

広三¥セット良
¥ J上ハゼと下ハゼの聞に
'-=ノ下歯を完全に入れます。

本体の特長 | 

-使 用 方 法

1.ハゼが潰れてストッパーの下刃が入5ない場合、ツカミでハゼを

広げて下さい。

2.ストッパーの下刃がC図の様に上ハゼlこヲ|つ鋳かったことを確認

してから調整ネジで上刃と下刃を締め付けます。

.後付タイプで何度も使用できます。 3.安全ピンをB図(イ)の織に下げハンドルを固定します。

・ワンタッチの安全ピンでしっかり固定します。 4.ストッパーを外す場合、安全ピンをB図(ア)の様に上に上げ下刃

・上ハゼに引っ掛かり易く下刃を加工してあります。 を上八ゼかう外します。

・軽量Eつハンドルの握り易い角度I~屋根上の作業に効率的です。 5.0図のセットは絶対避けて下さい。 (上ハゼlこ引っ掛っていない為)

取扱説明……………………
1.使用方法
写真のようにセットし屋栂の勾配により約1m-l.8m間簡にストッパ
ー取り付けて、角材を乗せ資材置きに使用します。(急勾配→間隔狭く)

2.鶴使用の防止
金槌代わりにしない→本体が変形し当製品の機能がなくなります。他
のものに鉛けて':Si5下がったり、体重を働けて使用しないでください。
(製晶の損傷また人物にケガの恐れがあります。)

3.使用よの注意
A危険

1)屋根上での作業時、手が汗や油等で濡れている場合、危険ですの
で手をよく拭いて又、乾燥させて使用して下さい。

A危険
2)屋根上での使用後、また傾斜のついている場所に置かないで下さ
い。(落下した場合危険)

A危険
3)本体は軽量ですが、作業時、足元に気を付けて下さい。(屋椴上又
傾斜のついた場所での作業時、足元が不安定ですので転倒、落下に
注意して下さい。)

4.手入れ汲び保管等
1)手入れ 本体が濡れた場合、乾いた布で拭き取って下さい。

A危険
2)保管 安全な場所に安定した状態で保管して下さい。子供には触
れさせないで下さい。(上板と下板の聞に挟まれます。)

5.敵陣または事僚の兆候の見分け方と対処方法
溶簸が剥がれた場合、修理致します。(変形は不可)下歯の損耗、また
は、破損した場合使用しないでください。
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SUPER IKKI 

スーパーー超
・寸法/高さ 70cm ブロック43cmX5cm ・重さ/約7kg

*ー工程でハゼ起こし
90度以上OK

使用方法(図1写真参考)

1立ち姿勢で握り部を握ります。

2.頭部の先端部(細い方)を前にし、3寸ピッチで、進みます。

繍蔓屋線材

寸砂

図30璽璽亜コ 胴縁

一

図3のZ/¥ゼを起こす時、屋根材の端を図2のように立ち上げてからスーパーー起の爪歯をかませ
て図1のようにスーパー 起を進行方向(矢印の方向)に向けてZハゼを起こしていく.

| 本体の特長 E 
.ー固で積葺屋根のあやハゼを110度以上倒すことが出来ます。

(園2)
・アルミ製で頭部が製造されている潟、非常に軽く、錆ません0

・当製晶の頭部の構造かSあやハゼを舛さす作業が出来ます0

・施工後、歪みが気にならすtまた、屋根にキズがつきにくいでま

取扱説明……………………
1.使用方法
本製晶は右利き左利き何方も使えます。

写真のように構え、本体に付いている矢印の方向に10cmピッチで
前進します。

2.誤使用の防止
ハンマー代わりにしない→本体が変形し当製品の織能がなくなりま
す。
他のものに掛けてi3iS下がったり、体重を掛けて使用しないで下さい。

3.使用よの注意
A危険

1)屋根上での作業時、手が汗や油等で濡れている場合、危険ですの
で手をよく拭いて又、乾燥させて使用して下さい。

A危険
2)屋棟上での使用後、傾斜のついている場所に置かないで下さい。
(傾斜のついた鉄板等に直嬢置くと滑って落下の恐れがあります)

A危険

3)本体は旧式と比べ軽量ですが作業時、足元に気を付けて下さい。
(屋根上また傾斜のついた作業場での作業時、足元が不安定ですの

で転倒、落下に注意して下さい)

4.手入れ及び保管等
1)手入れ蝶パン部に時々注油して下さい。
本体が濡れた場合、乾いた布で獄き取って下さい。

A危険
2)保管 安全な場所に安定した状態で保管して下さい。子供には触
れさせないで下さい。

5.叡陣または寧由貿の兆候の見分け方と対処方法

本体を使用して鉄板にキズがつく場合、ベビーサンダーで軽く研磨
して下さい。

q
u
 

2
 



KANI ZUME 

ヵ=m
・寸法/全長 41cm・刃の長さ約15cm ・重さ/約620g

*横葺き屋根材のハゼ切り

| 本体の特長 | 

-鎮の入5ない隙聞を物理的に挺子の働きで楽に切断
・ガイドローラーによる鎮の数倍の速さで切断
・使用方法簡単
・軽量である

取扱説明…・
1.使用方法
写真のように使用して下さい。
ハゼ口にガイドローラーを当て切り初め刃を約3cm程差し込み、
その後9cmピッチで前進します。

2.誤使用の防止
金槌代わりにしない→本体が変形し当製晶の機能がなくなります。
釘銭き代わりにし広い→刃が欠けます。

3.使用上の注憲
A危険

1)刃を研磨した場合ヤスリで丸く落として下さい。
(鋭い研磨ですと危険、丸く落としても切断能力は劣りません。)
2)刃で他の物を叩かないで下さい。(刃欠けの原因)

c.:ι 
υ
μ
 

B部よりカ ット

.材質

刃 /ステンレス
ローラー /ステンレス
シャフト /ステンレス
ガイド板 /ステンレス
本 体 /ステンレス

.横葺き等のハゼ切断、パラシ
・アリガケ屋根の切断、パラシ
・三晃式屋根のキャップ切断、パラシ

3)屋根上の作業時、落下させない。
(本体の損傷また下にいる人物等に危険)

4)使用後、置く場合は放り投げす静かに置いて下さい。
(本体の績傷また刃欠けの原因)

5)刃が折れた場合、使用し芯いで下さい。

4.手入れ及び保管等
1)手入れ 刃が欠けたり切断能力が劣った場合、ベビーザンダーで
研いで下さい。(研いた後、必すヤスリで刃を丸く落として下さい。)

A危険
2)保管 道具箱に保管し子供に触れさせないで下さい。
(刃物なので危険)

5.故障または事故の兆候の見分け方と対処方滋
本体の変形又は刃の著しい欠け方の場合、使用不可能です。
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TOYOKOOBAIPC 

トヨコーバイPC
・寸法/全長約32cm・巾(セット部分)18cm ・重さ/約1.3kg

*トヨ受け金具の勾配直し

-材質
鉄/黒染め仕上げ

-能力
出無-3寸5分出迄 (板厚)(板帽)

取扱説明……………………
1.使用方法
図のように使用して下さい。

2.誤使用の防止
金槌代わりにしZ互い→本体が変形し当製晶の機能がなくなります。

3.使用上の違憲

A危験
1)屋根上または勾配のある作業場での作業時、直鍍勾配のある場所
に置かないで下さい。(滑って落下します)
2)本製昂が変形した場合、使用を止めて下さい。

正面打ちの場合
ピンはトヨ盆異の
舛倒に包ツ卜する

正面打ちトヨ盆異の
包ツト位置

f 
勾配調節ボルト

鈎針型トヨ金具の包ットの位置

旭
町
句

つ
ド

を
ツ

配
色

勾
にの・

奥

位
盆
の

ヨ
こ

ト
を

釘
メ

蘭
ツ

υ「
正際

釣針型トヨ盆奥の勾配をつける
際ツメを点織の位置に包ツ卜する.

ボルトを包ツト.

釣針型の場合

-釣針型トヨ受け金具
・正面打トヨ受け金具
.内釣型トヨ受け金具

※3タイプの忽かには本製品では直らない金具もあDます。

3)使用後、置く場合、放り投げす静かに置いて下さい。(本体の損傷
または変形)

4.手入れ及び保管等
1)手入れ 回転車自には使用後注油して下さい。

A危険
2)保管道具箱に保管し子供に触れさせ芯いで下さい。
(玩具代わりにすると危険)

5.敵陣または事館の兆候の見分け方と対処方法
部品の紛失は販売后へご連絡して下さい。
本体の変形は修理可能の場合と不可能の場合があります。

R.v 
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TOYO TATTHI 

トヨタッチ
・寸法/全長約78cm

*トヨ金具の勾配直し

-材質
本体/鉄
仕上/酸化クロム

.使用方法 I 

よヅメ

おさえ板

下ヅメ

ベアリンク
ローラー

:J っ山 ~ J 
O::::I:I:こへJI横打型 ， い

一ーもノ」うの首型 ¥ 
巳]:!:正面ム

ヒJ;:)
釘穴 釘穴

I 体の特轟[
-トヨタッチ1台でほとんどのトヨ盆具の勾配置しが出来
ます0

・勾配角度45・(カネ勾配)まで出来ます。
.トヨ金具にキズをつけ?にワンタッチできれいに勾配
直しが出来ます。

取扱説明…………..... ... ... 

1.使用方法
図のように使用して下さい。

2.誤使用の防止
金槌代わりにしない→本体が変形し当製晶の織能がなくなります。

3.使用上の注意
A危積

1)屋根での作業時、手が汗やj由等で濡れている場合、危険ですので
手をよく拭いて又、乾燥させて使用して下さい。
2)屋根上または勾配のある作業場での作業時及び作業後、直簸勾配
のある場所に置かないで下さい。(滑って落下します)
3)本製晶が変形した場合、使用を止めて下さい。

-トヨタッチの側面かSトヨ金具の脱殖が楽に出来、スピ
ードアップで能率的です。

・ハンドルを降るすだけで簡単に作業が出来ます0

・丈夫で巾広砿リブ付金具も勾配直しが楽々です。
・加工場、現場にと軽量コンパクトで持ち運び楽々です。

4)使用後、置く場合、放D投げす静かに置いて下さい。(本体の損傷また
は変形)

4.手入れ混び保管等

1)手入れ 本体が濡れた場合、乾いた布で拭き取って下さい。

A危険
2)保管 安全な場所に安定した状態で保管して下さい。子どもには
触れさせないで下さい。(玩具代わりにすると危険)

5.故障または事故の兆候の見分け方と対処方法
部品の紛失は販売庖へと連絡して下さい。
本体の変形は修理可能の場合と不可能の場合があります。

円。
門
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~~夢 使用方法 [

横打、打込等の金具のコーパイを直す時は、本体についてい

る押え板を除去し、図の様に金具をセットします。

その時上ヅメのA部と固定ブロックB部に幅6mmの溝が奥

端に設けてありますので、金具をその溝に入れハンドルを下方 上ヅメ

に可動してコーパイを付けます。 A部

その場合、金具の曲げlこ力が必要な時は、ハンドルのパイプ

に丸棒又はパイプを新たに差し込んで、ハンドルの柄を長くの

ばすと曲げ力が大きくなり必要なコーパイが得5れます。

ハンドル

'" -理司・
1 クランプを用いてトヨタッチのベースをしっかりと台に固定して御

使用下さい。

2.金具を上ヅ‘メと固定ブ、ロックとローラーに直角に取り付けて下さい。

(直角に取り付けないと金具が斜めに曲ったり変形します。)

アタッチメント不用
押え板不用

の

ツ

う

し

た

を

具

タ

よ

用

の

卜

盆

ア

の

使

護

ン

の

み

図

て

保

メ

プ

の

を

け

の

チ

。

イ

整

卜

付

分

ツ

す

タ

調

ン

リ

。

部

タ

ま

の

度

メ

取

す

の

ア

い

こ

角

チ

に

ま

こ

め

用

アタッチメント不用

~ 

にノ1
アタッチメン卜不用

¥ 

ーう ~ ~ 
アタッチメン卜を金具の出寸法に合せてスライド
させます。
アタッチメン卜の位置が決まったらチョーネジを
しめてアタッチメントを固定します。

止メネジを3mmぐらい
上に上げ押え板がゆるい
ぐらいにします。

→ 〕主寄i¥

語

↓

¥
‘
 

~ sd有l'、

~ 

Lノミ

ZTT禁日¥

¥己ハ
アタッチメン卜不用
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HIGH PRESS 

ハイフレス (ハゼ納め)
・寸法/全長約52cm 重さ約5.5kg ・のみ込み/8分まで

*段勾配から急勾配まで対応f

.材質 .能力

本体/鉄 鉄板績葺の重ね0.35を5枚位

取扱説明…….
1.使用方法
材料をはさみ込み、強力につぶし、又折り曲げます。

2.額使用の防止
金槌代わりにし広い→本体が変形し当製晶の機能がなくなります。

他のものに掛けて13iぅ下がったり、体重を掛けて使用しないで下さ
い。(製品の損傷また人物にケガの恐れがあります。)

3.使用上の注意
A危険

1)屋根上での作業時、手が汗やj由等で濡れている場合、危険ですの

で手をよく拭いて又、乾燥させて使用して下さい。

A危隙
2)屋根上での使用後、また傾斜のついている場所に置か恕いで下さ
い。(落下した場合危険)

A危険
3)本体は軽量ですが、作業時、足元に気を付けて下さい。(屋根上又
傾斜のついた場所での作業時、足元が不安定ですので転倒、落下に
注意して下さい。)

本体の特長 l 
-ゆるい勾配かS急勾配までケラH、下り棟、谷

等のハゼツブシOK!

.唐草ツブシの際、屋栂端の曲げ角度It90鹿弱

でOK!

・作業時、身を屋根端かS乗り出さすt力シメると

とができるので安全!

-・・・・・・・・.r-司王両官s・・・・・・・・・・
.作業者は横方向にカシメていく。

-オプション品(アルミプレート)※有料

ハゼ部にコーキングを施した場合、アルミプレートを本
体(八イプレス)の刃部(ネジ白穴加工済)内側に取り付
けて使用することにより、スキ聞なく均等につぶすこと
ができます。

4.手入れ及び保管等
1)手入れ本体が濡れた場合、乾いた布で拭き取って下さい。

A危蹟
2)保管 安全な場所に安定した状態で保管して下さい。子供には触

れさせないで下さい。(上板と下板の間に挟まれます。)

5.故障または事自主の兆候の見分け方と対処方法
柄の溶接部が剥がれた場合、修理致します。
部局の補充は、販売庖へご連絡して下さい。
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。。
笛刃(伊達真)

刃の長さ:約7.5cm

。。
。円。 I

替刃(伊達直)
刃の長さ:約12cm

替刃(伊達元)

刃の長さ:約6.5cm

替刃(伊達技(短))
刃の長さ:約2cm

※形状によりサイズが異なる為、
ご相談下さい

替刃(伊達角)

。26

醤刃(伊達26)
刃の長さ:約6.5cm

。w

替刃(伊達キワ)
刃の長さ:約9cm
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替刃(伊達万)
刃の長さ:約6.7cm

替刃(伊達超(8))
刃の長さ:約6cm

替刃(伊達倍力)
刃の長さ:約6cm
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替刃(伊達柳)
刃の長さ:約6.5cm

替刃(伊達8.5)
刃の長さ:約6.5cm

替刃(伊達力)
刃の長さ:約7cm

替刃(伊達技(長))

刃の長さ:約5cm
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替刃(伊達超(し))
刃の長さ:約7cm

※形状によりサイズが異なる潟、
ご相談下さい

替刃(伊達スパン)
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[ 故障を防ぎ製品寿命をのばすために I 
wA危険』 製品の故障や損傷を防止するために次の注意をよく読んで使用ならびに手入れをして下さい。

1.使用後に置く時は、放り投げずに静かに置いて下さい。(全製品共通)

放り投げると故障、変形、損傷の原因となります。

2.手入れについては次の注意をお守り下さい。

(1)雨や水に濡れた時は車品、た布で拭き取り、自然乾燥させて下さい。濡れたまま放置すると錆びて故障の

原因となります。(全製品共通)

(2)ベアリング部分は 1ヵ月に l回マシン油120番またはミシン油を塗布して下さし、。

(製品'ニューローlレ・ロー/レバッタ・曲ローラ一等)

(3)ハンド折り曲げ機のアテ板部のローラーは、ローラーにスジが入ったり、水にぬれた場合交換して下さい。

3. r金切り欽jは各製品の切断能力以上のものに使用しないで下さい。(切断用具全製品共通)

切断能力以上のものに使用すると損傷(刃が欠ける)する恐れがあります。

4. r金切り鋲jの刃をハンマーでたたいたり、切断時にこじらないで下さい。(切断用具全製品共通)

「金切り鉄Jの刃は超鋼刃(非常に固い)です。刃をハンマーでたたいたり、切断時にこじると刃が欠けます。

製造元 E 
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有限会社東北エスバル
本社/宮械県仙台市青葉区芋沢字権現森山34-5

TEL(022)394・3615FAX(022)394・5022
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