
カテゴリー 厨房・キッチン

キッチンプラ ＫＳＰ－２２０

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　４２０Ｊ２

ハンドル材質 ＡＢＳ樹脂

ビス ステンレスカシメビス

包装形態 一丁箱

陳列サイズ（縦・横・高） 253・95・15 （mm）

裸 １１１ｇ
商品重量 パッケージ入り １５８ｇ

カートン入り数 １０×１０

ハンドルカラー レッド　・　ホワイト　・　ブラック

レッド 4964496 320423
ﾎﾜｲﾄ 4964496 320492

JANコード ﾌﾞﾗｯｸ 4964496 320416
抗菌プラスチックを使用している衛生的な料理鋏です。
刃にはギザ刃がついているので、滑る物でも逃さずカット出来ます。
また、くるみ割りやネジふたの開閉も出来ます。
カラーバリエーションは3色です。

　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー 厨房・キッチン

シェフクロスプロ ＮＫＳ－２１５Ｄ

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　４２０Ｊ２

ハンドル材質 CALP樹脂

ビス ステンレスカシメビス
電解加工

その他 セレーション加工

包装形態 一丁箱

陳列サイズ（縦・横・高） 257・112・18 （mm）

裸 １３０ｇ
商品重量 パッケージ入り １８１ｇ

カートン入り数 １０×５

ハンドルカラー レッド

JANコード 4964496 320225
用途の多い料理鋏です。刃には電解処理がしてあるのでサビに強く、
細かいギザ刃で滑らずに切れます。
また、栓抜き･ビンのふた明け、缶開けなど当商品一丁で幅広くお使い
いただけます。
ハンドルは熱に強い樹脂を使っていますので煮沸消毒も出来ます。
業務用としても十分活躍します。 　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー 厨房・キッチン

キッチン鋏 ＫＳ－２００

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　４２０Ｊ２

ハンドル材質 アクリル樹脂

ビス ステンレスカシメビス

包装形態 一丁箱

陳列サイズ（縦・横・高） 240・92・16 （mm）

裸 １０４ｇ
商品重量 パッケージ入り １３２ｇ

カートン入り数 １０×１０

ハンドルカラー アンバー

くるみ割のついたとても強力なキッチン鋏です。魚やカニなど、
少し硬めの材料を切るのに適しています。
ＳＩＬＫＹキッチンシリーズの定番です。

　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー 万能

万能鋏 ＲＵＳ－１６５

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　１Ｋ６

ハンドル材質 エラストマー樹脂

ビス ステンレスカシメビス

その他 冷間鍛造加工

包装形態 一丁箱

陳列サイズ（縦・横・高） 205・100・14 （mm）

裸 ６２ｇ
商品重量 パッケージ入り ９５ｇ

カートン入り数 １０×１０

ハンドルカラー ベージュ

ハンドルがやわらかく、大きくしてありますので、手にやさしく JANコード 4964496 315917
硬いものもスムーズに切れる万能鋏です。
事務から手工芸、料理用として幅広くお使いいただける商品です。

　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー 厨房・キッチン

シェフクロスプロＳ ＫＰＳ－１９０

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　８Ａ

ハンドル材質 CALP樹脂 耐熱温度１２０℃

ビス ステンレスネジビス
電解加工

その他 セレーション加工

包装形態 ブリスター

陳列サイズ（縦・横・高） 255・110・14 （mm）

裸 ６５．８ｇ
商品重量 パッケージ入り ８７g

カートン入り数 １０＊５

ハンドルカラー レッド

JANコード 4964496 320232
従来の付属機能を取り去りプロ用としてのはさみ機能の切れ味
にこだわりました。側面をＲ加工されプロ用にふさわしい仕上がり
になっています。先に無酸化熱処理（PAT・P)を行うことにより
表面硬度を異常に硬くしました。ハンドルは力の入りやすい大きな
ハンドルと耐熱樹脂を使い煮沸消毒ができます。
さらに魚や肉が逃げないで切れるセレーション刃付きです。 　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー 厨房・キッチン

かに鋏 ＫＵＳ－２１０

※特許取得商品です。

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　４２０Ｊ２

ハンドル材質 エラストマー樹脂

ビス ステンレスカシメビス

その他 電解加工

包装形態 一丁箱

陳列サイズ（縦・横・高） 265・100・15 （mm）
裸 ６５ｇ

商品重量 パッケージ入り １０５ｇ

カートン入り数 １０×１０

ハンドルカラー ベージュ

JANコード 4964496 320515

殻を割る・足を切る･身を出すなど、カニのすみずみまで処理できる
スグレモノです。
ハンドルは柔らかい樹脂を使用していますので硬いものを切っても
手が疲れません。
刃は電解処理済で、さびに強くお手入れも簡単です。

　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー 厨房・キッチン

みかん鋏 ＯＳ－１８５

※特許取得商品です。

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　４２０Ｊ２

ハンドル材質 ＡＢＳ樹脂

包装形態 ブリスター

その他 電解加工

陳列サイズ（縦・横・高） 215・103・15 （mm）

裸 ３７ｇ
商品重量 パッケージ入り ５５ｇ

カートン入り数 １０×１０

ハンドルカラー レッド

JANコード 4964496 320317

夏みかん・グレープフルーツ等、厚めの皮の柑橘類専用の鋏です。
ブレードには電解処理がしてあるのでさびにくく、耐久性抜群です。
みかんの季節には欠かせない一丁です。

　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー デスク

スイートシルキー　155㎜ ＢＳＰ－１５５

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　４２０Ｊ２

G･P･R･Y　　　ＡＢＳ樹脂
ハンドル材質 Ａ　　　　　　アクリル樹脂

ビス ステンレスカシメビス

包装形態 ビニールケース

陳列サイズ（縦・横・高） 225・83・10 （mm）

裸 ３１ｇ
商品重量 パッケージ入り ４７ｇ

カートン入り数 １２×２０

グリーン（G）　・　ピンク（P）
ハンドルカラー レッド（R）　・　ｲｴﾛｰ（Y）　・　ｱﾝﾊﾞｰ（A）

JANコード 4964496 300418

薄物を切るのに適しています。ソフトな切れ味が出るようにつくられて
いますので、オフィスにぴったりです。
５色のカラーバリエーションからお気に入りのカラーを選んで下さい。

　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー デスク

スイートシルキー　170㎜ ＢＳＰ－１７０

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　４２０Ｊ２

G･P･R･Y　　　ＡＢＳ樹脂
ハンドル材質 Ａ　　　　　　アクリル樹脂

ビス ステンレスカシメビス

包装形態 ビニールケース

陳列サイズ（縦・横・高） 225・83・10 （mm）

裸 ３８ｇ
商品重量 パッケージ入り ５３ｇ

カートン入り数 １２×２０

グリーン（G）　・　ピンク（P）
ハンドルカラー レッド（R）　・　ｲｴﾛｰ（Y）　・　ｱﾝﾊﾞｰ（A）

JANコード 4964496 300517

薄物を切るのに適しています。ソフトな切れ味が出るようにつくられて
いますので、オフィスにぴったりです。
５色のカラーバリエーションからお気に入りのカラーを選んで下さい。

　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー デスク

オフィスシザー　１３５mm ＮＢＳ－１３５

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　１Ｋ６

ハンドル材質 アクリル樹脂

ビス ステンレスネジビス

その他 冷間鍛造加工

包装形態 ビニールケース

陳列サイズ（縦・横・高） 157・78・14 （mm）

裸 ３７ｇ
商品重量 パッケージ入り ４６ｇ

カートン入り数 １０×１０

ハンドルカラー ブラック
性能のよさとデザインが高く評価され、通産省のグッドデザインに
選定された鋏です。 JANコード 4964496 320577
ブレードは冷間鍛造によりねばりとこしを増し、従来より、より「厚物」
を切れる切れ味に仕上がっています。

　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー デスク

オフィスシザー　１５５mm ＮＢＳ－１５５

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　１Ｋ６

ハンドル材質 アクリル樹脂

ビス ステンレスネジビス

その他 冷間鍛造加工

包装形態 ビニールケース

陳列サイズ（縦・横・高） 170・78・14 （mm）

裸 ４６ｇ
商品重量 パッケージ入り ５５ｇ

カートン入り数 １０×１０

ハンドルカラー ブラック
性能のよさとデザインが高く評価され、通産省のグッドデザインに
選定された鋏です。 JANコード 4964496 320713
ブレードは冷間鍛造によりねばりとこしを増し、従来より、より「厚物」
を切れる切れ味に仕上がっています。

　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー デスク

オフィスシザー　１７０mm ＮＢＳ－１７０

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　１Ｋ６

ハンドル材質 アクリル樹脂

ビス ステンレスネジビス

その他 冷間鍛造加工

包装形態 ビニールケース

陳列サイズ（縦・横・高） 186・80・14 （mm）

裸 ５８ｇ
商品重量 パッケージ入り ６７ｇ

カートン入り数 １０×１０

ハンドルカラー ブラック
性能のよさとデザインが高く評価され、通産省のグッドデザインに
選定された鋏です。 JANコード 4964496 320812
ブレードは冷間鍛造によりねばりとこしを増し、従来より、より「厚物」
を切れる切れ味に仕上がっています。

　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー 医療・介護

ナーサス　コアラ ＮＳ－１４０Ｋ

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　４２０Ｊ２

ハンドル材質 ＡＢＳ樹脂

ビス ステンレスカシメビス

その他 フッ素コーティング

包装形態 ビニールケース

陳列サイズ（縦・横・高） 200・107・21 （mm）

キャップ ６ｇ
裸 ３５ｇ

商品重量 パッケージ入り ５５ｇ

カートン入り数 １０×１０

ハンドルカラー ピンク　・　ブラウン

テープなどによるベタつきを解消する為、ブレードをフッソコーティ ピンク 4964496 350352
ングし、安全性を考慮して刃先を丸くし、プラスチックのガードをつ JANコード ブラウン 4964496 350482
けて刃が直接肌に触れないようにしました。
腕などに巻いた包帯をカットする時などに使いやすいように、鋏の
形をカーブさせました。

　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー 医療・介護

ナーサス　ノーマル ＮＳ－１４０Ｎ

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　４２０Ｊ２

ハンドル材質 ＡＢＳ樹脂

ビス ステンレスカシメビス

その他 フッ素コーティング

包装形態 ビニールケース

陳列サイズ（縦・横・高） 200・107・21 （mm）

キャップ ５ｇ
裸 ３５ｇ

商品重量 パッケージ入り ５５ｇ

カートン入り数 １０×１０

ハンドルカラー ピンク　・　ブルー

テープなどによるベタつきを解消する為、ブレードをフッソコーティ ピンク 4964496 350154
ングし、安全性を考慮して刃先を丸くし、プラスチックのガードをつ JANコード ブルー 4964496 350239
けて刃が直接肌に触れないようにしました。
腕などに巻いた包帯をカットする時などに使いやすいように、鋏の
形をカーブさせました。

　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー 医療・介護

ナーサスプロ ＨＮＳ－１６０

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　６Ａ

ハンドル材質 ＥＶＡ（エラストマー）樹脂

ビス ステンレスカシメビス

冷間鍛造加工
その他 フッ素コーティング

包装形態 一丁箱

陳列サイズ（縦・横・高） 193・87・17 （mm）

キャップ ５ｇ
裸 ５０ｇ

商品重量 パッケージ入り ８８ｇ

カートン入り数 ８×１２

テープ等の糊がつきにくく、お手入れ簡単。ハンドルをはずせば グリーン（G）　・　ピンク（P）
煮沸消毒ができ、いつも清潔です。 ハンドルカラー ホワイト（Ｗ）　・　ブルー（Ｂ）
ブレードは全体に丸みをおびていて肌にやさしく、ジーンズも楽に
切れるので突然のケガにもすばやい対応が出来ます。 JANコード 4964496 510527
ナースのお仕事の必需品としてお使いください。

　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー 医療・介護

バンジーナーサス　コアラ ＮＳ－１４０ＳＫ

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　４２０Ｊ２

ハンドル材質 ＡＢＳ樹脂

キャップ ＡＢＳ樹脂

ビス ステンレスカシメビス

ストラップ 　　（コイル） ＰＳ樹脂 （クリップ）　ナイロン樹脂

その他 フッ素コーティング

包装形態 アクリル専用ケース

キャップ ５ｇ
裸本体 ３５ｇ
ストラップ ２ｇ

商品重量 パッケージ入り １５０ｇ

カートン入り数 ６×１０
＊ 出し入れのしやすいように作業効率性を考えたホルダー
＊ べたつきに強いフッ素樹脂をブレードに加工 ハンドルカラー ピンク(SK P)　・ブルー(SK B)
＊ 安全ガードにより肌に優しい形状になっています
＊ 落下防止のストラップを装着しました
＊ 長年のノウハウを活かし手に負担のかからない理想の角度に設計しました
＊ 収納ケースは筆記用具入れ　小物入れとしてもお使いいただけます。 　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー 医療・介護

バンジーナーサス　ノーマル ＮＳ－１４０ＳＮ

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　４２０Ｊ２

ハンドル材質 ＡＢＳ樹脂

キャップ ＡＢＳ樹脂

ビス ステンレスカシメビス

ストラップ 　　（コイル） ＰＳ樹脂 （クリップ）　ナイロン樹脂

その他 フッ素コーティング

包装形態 アクリル専用ケース

キャップ ５ｇ
裸本体 ３５ｇ
ストラップ ２ｇ

商品重量 パッケージ入り １５０ｇ

カートン入り数 ６×１０
＊ 出し入れのしやすいように作業効率性を考えたホルダー
＊ べたつきに強いフッ素樹脂をブレードに加工 ハンドルカラー ピンク（ＳＮ　Ｐ）　・ブルー（ＳＮ　Ｂ）
＊ 安全ガードにより肌に優しい形状になっています
＊ 落下防止のストラップを装着しました
＊ 長年のノウハウを活かし手に負担のかからない理想の角度に設計しました
＊ 収納ケースは筆記用具入れ　小物入れとしてもお使いいただけます。 　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー フラワー

ﾍﾞﾝｻｰお花鋏 ＵＳＳ－１６０

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　４２０Ｊ２

ハンドル材質 アクリル樹脂

ビス ステンレスカシメビス

包装形態 ビニールケース

陳列サイズ（縦・横・高） 185・101・10 （mm）

裸 ５７ｇ
商品重量 パッケージ入り ６６ｇ

カートン入り数 １２×２０

ハンドルカラー アンバー

刃元のギザ刃で太いものや硬いものもしっかりかんで切りやすく
した万能鋏です。針金も切れます。
形はシンプルで、幅広く活用していただけます。

　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー フラワー

ﾍﾞﾝｻｰ手工芸鋏 ＵＳＳ－１７５

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　４２０Ｊ２

ハンドル材質 アクリル樹脂

ビス ステンレスカシメビス

包装形態 ビニールケース

陳列サイズ（縦・横・高） 200・101・10 （mm）

裸 ６２ｇ
商品重量 パッケージ入り ７１ｇ

カートン入り数 １２×２０

ハンドルカラー アンバー

JANコード 4964496 305772

刃元のギザ刃で太いものや硬いものもしっかりかんで切りやすく
した万能鋏です。針金も切れます。
形はシンプルで、幅広く活用していただけます。

　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー フラワー

スイートシルキー　１７５㎜ ＵＳＰ－１７５P

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　４２０Ｊ２

ハンドル材質 ＡＢＳ樹脂

ビス ステンレスカシメビス

包装形態 ブリスター

陳列サイズ（縦・横・高） 230・100・12 （mm）

裸 ６０ｇ
商品重量 パッケージ入り ７８ｇ

カートン入り数 １２×２０

ハンドルカラー ピンク　・　グリーン

JANコード 4964496 315412

幅広く活用して頂ける手工芸鋏を、女性向にやさしいイメージに
仕上げました。ギザ部では針金も切れます。
お好みのカラーをチョイスして下さい。

　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー フラワー

スイートシルキー　１７５㎜ ＵＳＰ－１７５ G

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　４２０Ｊ２

ハンドル材質 ＡＢＳ樹脂

ビス ステンレスカシメビス

包装形態 ブリスター

陳列サイズ（縦・横・高） 230・100・12 （mm）

裸 ６０ｇ
商品重量 パッケージ入り ７８ｇ

カートン入り数 １２×２０

ハンドルカラー ピンク　・　グリーン

JANコード 4964496 315412

幅広く活用して頂ける手工芸鋏を、女性向にやさしいイメージに
仕上げました。ギザ部では針金も切れます。
お好みのカラーをチョイスして下さい。

　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー フラワー

ワイヤー切り ＪＹ－１４５

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　６Ａ

ハンドル材質 ＥＶＡ樹脂

ビス ステンレスカシメビス

切断能力 軟鉄１４号

包装形態 ブリスター

陳列サイズ（縦・横・高） 210・100・14 （mm）

裸 ５８ｇ
商品重量 パッケージ入り ７５ｇ

カートン入り数 １０×１０

ハンドルカラー ホワイト

JANコード 4964496 363172
通常の鋏として切る作業から、刃元の丸い溝で、軟鉄
１４号（２㎜）までしっかりキャッチして確実に切れる様に
なっています。
刃の先端にはギザ刃がついていますので、細いワイヤーをまとめて
切る事が出来ます。
ハンドルはやわらかく手にフィットし、長時間の作業でも疲れません。 　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー フラワー

ワイヤー切り ＪＹ－１６０

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　６Ａ

ハンドル材質 ＥＶＡ樹脂

ビス ステンレスカシメビス

切断能力 軟鉄１４号

その他 冷間鍛造加工

包装形態 ブリスター

陳列サイズ（縦・横・高） 230・100・14 （mm）

裸 ６２ｇ
商品重量 パッケージ入り ８１ｇ

カートン入り数 １０×１０

ハンドルカラー ホワイト
通常の鋏として切る作業から、刃元の丸い溝で、軟鉄
１４号（２㎜）までしっかりキャッチして確実に切れる様に JANコード 4964496 300210
なっています。
ハンドルはやわらかく手にフィットし、長時間の作業でも疲れません。

　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー フラワー

花きりはさみ ＪＦ－１７５

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　６Ａ

ハンドル材質 ＥＶＡ樹脂

ビス ステンレスカシメビス

その他 フッ素コーティング

包装形態 ブリスター

陳列サイズ（縦・横・高） 210・100・14 （mm）

裸 ６２ｇ
商品重量 パッケージ入り ８１ｇ

カートン入り数 １０×１０

ハンドルカラー ホワイト
フッ素加工により切った時の樹液が確実にふき取れ、さびにくい
ブレードでお手入れ簡単です。 JANコード 4964496 351131
刃元のキザ刃でﾜｲﾔｰの太いものから細いものまで逃さず簡単に
切れます。ハンドルはやわらかく手にフィットし、長時間の作業でも
疲れません。

　　丸章工業株式会社

品番

スペック

商品説明



カテゴリー フラワー

ザグプロ２ ＺＰ－２

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　６Ａ

ハンドル材質 ＡＢＳ樹脂

包装形態 ブリスター

陳列サイズ（縦・横・高） 240・91・13 （mm）

裸 ９３ｇ
商品重量 パッケージ入り １１１ｇ

カートン入り数 １０×１０

ハンドルカラー ネイビー

JANコード 4964496 547127

発泡ｽﾁﾛｰﾙやダンボールを切っても切りくずが出ず、きれいな切り口
で嫌な音も出ません。
角度が２段階に固定できますので、作業に応じて使い分けが出来ます。
軍手をして使っても滑らないボディです。
折りたたみタイプで形態にも便利です。

　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



用途 フラワー

ﾌﾗｰﾄ発泡ｽﾁﾛｰﾙｶｯﾀｰ ＺＰＦ－２

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　６Ａ

ハンドル材質 ＡＢＳ樹脂

包装形態 ブリスター

陳列サイズ（縦・横・高） 240・91・13 （mm）

裸 ９３ｇ
商品重量 パッケージ入り １１１ｇ

カートン入り数 １０×１０

ハンドルカラー ホワイト

JANコード 4964496 534202

発泡ｽﾁﾛｰﾙやダンボールを切っても切りくずが出ず、きれいな切り口
で嫌な音も出ません。
角度が２段階に固定できますので、作業に応じて使い分けが出来ます。
軍手をして使っても滑らないボディです。
折りたたみタイプで形態にも便利です。

　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー 漁業・水産

網切り鋏 ＮＤＳ－２７０Ａ

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　1K6

ハンドル材質 ＡＢＳ樹脂

ビス ステンレスネジビス

その他 セレーション加工

包装形態 ビニールケース

陳列サイズ（縦・横・高） 280・150・16 （mm）

裸 １８６ｇ
商品重量 パッケージ入り ２０９ｇ

カートン入り数 ６×１０

ハンドルカラー ピンク
全体の大きさもですが、ハンドルを大きくする事で軍手をしたままでも
使いやすくしました。 JANコード 4964496 315979
ブレードに細かいギザ刃を付けてあり、網をしっかりキャッチしながら
切る事が出来ます。

　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー 漁業・水産

コンブ切り鋏 ＮＤＳ－２７０Ｃ .

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　1K6

ハンドル材質 ＡＢＳ樹脂

ビス ステンレスネジビス

包装形態 ビニールケース

陳列サイズ（縦・横・高） 280・150・16 （mm）

裸 １８６ｇ
商品重量 パッケージ入り ２０９ｇ

カートン入り数 ６×１０

ハンドルカラー ピンク
全体の大きさもですが、ハンドルを大きくする事で軍手をしたままでも
使いやすくしました。 JANコード 4964496 315313
昆布切り以外の場でも活用できる鋏です。

　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー 漁業・水産

ネバノンプロ ＮＤＮ－２７０

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　1K6

ハンドル材質 ＡＢＳ樹脂

ビス ステンレスネジビス

その他 フッ素コーティング

包装形態 ビニールケース

陳列サイズ（縦・横・高） 260・91・16 （mm）

裸 １７８ｇ
商品重量 パッケージ入り ２０５ｇ

カートン入り数 ６×１０

ハンドルカラー ピンク
全体の大きさもですが、ハンドルを大きくする事で軍手をしたままでも
使いやすくしました。 JANコード 4964496 315023
フッ素コーティングで、ガムテープ、セロハンテープ、接着剤
などのベタつきを解消し、いつまでもスムーズな切れ味です。

　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー 教材

ざぐっこ ＤＣ－６５０

※受注生産可能です。

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　４２０Ｊ２

ハンドル材質 ＡＢＳ樹脂

包装形態 ビニールケース

陳列サイズ（縦・横・高） 230・130・20 （mm）

キャップ ７ｇ
裸 ４８ｇ

商品重量 パッケージ入り ６９ｇ

カートン入り数 １０×1０

ハンドルカラー レッド　・　イエロー

レッド 4964496 530709
JANコード ｲｴﾛｰ 4964496 530723

ダンボール工作が楽々できる専用カッターです。
むずかしかった窓あけや曲線きりが簡単に出来ます。
ダンボールの切れ味を追求して開発した特殊波型刃で手を切る心配か
なく、お子様にも使っていただけます。持ちやすいハンドルになっている
安全設計です。 　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー 教材

ざぐっこ２ ＤＣ－２

※受注生産可能です。

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　４２０Ｊ２

ハンドル材質 ＡＢＳ樹脂

包装形態 ブリスター

陳列サイズ（縦・横・高） 250・125・15 （mm）

キャップ ７ｇ
裸 ５５ｇ

商品重量 パッケージ入り ８９ｇ

カートン入り数 １０×1０

ハンドルカラー レッド　・　イエロー

レッド 4964496 532123
JANコード ｲｴﾛｰ 4964496 532147

ダンボール工作が楽々できる専用カッターです。
ひも切り用の刃がついて工作の途中でも簡単にビニールテープ・ひも
などを切る事が出来ます。
ダンボールの切れ味を追求して開発した特殊波型刃で手を切る心配か
なく、お子様にも使っていただけます。持ちやすいハンドルになっている 　　丸章工業株式会社
安全設計です。

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー 教材

ざぐれっと ＤＣ－３

※受注生産可能です。

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　４２０Ｊ２

ハンドル材質 ＡＢＳ樹脂

包装形態 ブリスター

陳列サイズ（縦・横・高） 235・135・15 （mm）

キャップ ７ｇ
裸 ６６ｇ

商品重量 パッケージ入り １０５ｇ

カートン入り数 １０×1０

ハンドルカラー レッド　・　イエロー

レッド 4964496 531126
JANコード ｲｴﾛｰ 4964496 531140

ダンボール工作が楽々できる専用カッターです。
ルーレットがついていますのでダンボールの折り曲げもきれいに出来
ます。
ダンボールの切れ味を追求して開発した特殊波型刃で手を切る心配
がなく、お子様にも使っていただけます。持ちやすいハンドルになって 　　丸章工業株式会社
いる安全設計です。

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー 手芸

トラプントモラ　８０㎜ ＲＰＣ－８０Ｍ

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　１Ｋ８

ハンドル材質 ＡＢＳ樹脂

ビス ステンレスネジビス

その他 冷間鍛造加工

包装形態 ビニールケース

陳列サイズ（縦・横・高） 10・67・11 （mm）

裸 ８ｇ
商品重量 パッケージ入り １３ｇ

カートン入り数 １０×１０

ハンドルカラー ブラック
針のような細い刃先で確かな切れ味を実現しました。
ブレードの外側は角が丸くて手にやさしい仕上げになって JANコード 4964496
います。
糸はもちろん布を切っても大丈夫。すくい取るように切れる
曲がり刃になっています。

　　丸章工業株式会社

304225

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー 手芸

クラフトシザー　１３５mm ＮＢＳ－１３５

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　１Ｋ６

ハンドル材質 アクリル樹脂

ビス ステンレスネジビス

その他 冷間鍛造加工

包装形態 ビニールケース

陳列サイズ（縦・横・高） 157・78・14 （mm）

裸 ３７ｇ
商品重量 パッケージ入り ４６ｇ

カートン入り数 １０×１０

ハンドルカラー ブラック
性能のよさとデザインが高く評価され、通産省のグッドデザインに
選定された鋏です。 JANコード 4964496
ブレードは冷間鍛造によりねばりとこしを増し、従来より、より「厚物」
を切れる切れ味に仕上がっています。

　　丸章工業株式会社

320577

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー 手芸

ネバノン　１３５mm ＮＢＮ－１３５

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　１Ｋ６

ハンドル材質 ＡＢＳ樹脂

ビス ステンレスネジビス

冷間鍛造加工
その他 フッ素コーティング

包装形態 一丁箱　（封筒タイプ）

陳列サイズ（縦・横・高） 228・90・13 （mm）

裸 ５０ｇ
商品重量 パッケージ入り ５９ｇ

カートン入り数 １０×１０

ハンドルカラー グレー
二段スペシャルコーティングで、ガムテープ、セロハンテープ、接着剤
などのベタつきを解消し、いつまでもスムーズな切れ味です。 JANコード 4964496
前面ブラックコーティングとフッ素コーティングでカッティングワークは
いつまでもスムーズです。

　　丸章工業株式会社

301767

商品 品番

スペック

商品説明



用途 手芸

クラフト　150ｍｍ　ストレート ＣＳＣ－１５０

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　8A

ハンドル材質 アクリル樹脂

ビス ステンレスネジビス

包装形態 ビニールケース

陳列サイズ（縦・横・高） （mm）
裸  　 　　　36ｇ

商品重量 ケース　　　　46ｇ

ハンドルカラー アンバー

１５０mmのストレートタイプです。ハンドルは肉厚で持ちやすく設計
しました。裏はヒ加工なので切れ味がよく長持ちします。 　　
工作やゴム切り、ホビー作品に適したはさみです。

　　丸章工業株式会社

商品名

スペック

商品説明

品番



用途 手工芸

クラフト　ゴム切りはさみ ＣＳＣ－１５０Ｍ

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　8A

ハンドル材質 アクリル樹脂

ビス ステンレスネジビス

包装形態 ビニールケース

陳列サイズ（縦・横・高） （mm）
裸 　　　　 　36ｇ

商品重量 ケース　　　　46ｇ

ハンドルカラー アンバー

刃を曲げてありますので、曲がったところや細かい部分の作業がしやすく
美しく仕上がります。裏はヒ加工なので切れ味がよく長持ちします。
工作やゴム切り、ホビー作品に適したはさみです。

　　丸章工業株式会社

商品名

スペック

商品説明

品番



カテゴリー 手芸

クラフトシザー　１５５mm ＮＢＳ－１５５

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　１Ｋ６

ハンドル材質 アクリル樹脂

ビス ステンレスネジビス

その他 冷間鍛造加工

包装形態 ビニールケース

陳列サイズ（縦・横・高） 170・78・14 （mm）

裸 ４６ｇ
商品重量 パッケージ入り ５５ｇ

カートン入り数 １０×１０

ハンドルカラー ブラック
性能のよさとデザインが高く評価され、通産省のグッドデザインに
選定された鋏です。 JANコード 4964496
ブレードは冷間鍛造によりねばりとこしを増し、従来より、より「厚物」
を切れる切れ味に仕上がっています。

　　丸章工業株式会社

320713

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー 手芸

クラフトシザー　１７０mm ＮＢＳ－１７０

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　１Ｋ６

ハンドル材質 アクリル樹脂

ビス ステンレスネジビス

その他 冷間鍛造加工

包装形態 ビニールケース

陳列サイズ（縦・横・高） 186・80・14 （mm）

裸 ５８ｇ
商品重量 パッケージ入り ６７ｇ

カートン入り数 １０×１０

ハンドルカラー ブラック
性能のよさとデザインが高く評価され、通産省のグッドデザインに
選定された鋏です。 JANコード 4964496
ブレードは冷間鍛造によりねばりとこしを増し、従来より、より「厚物」
を切れる切れ味に仕上がっています。

　　丸章工業株式会社

320812

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー 手芸

ネバノン　１７０mm ＮＢＮ－１７０

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　１Ｋ６

ハンドル材質 ＡＢＳ樹脂

ビス ステンレスネジビス

冷間鍛造加工
その他 フッ素コーティング

包装形態 一丁箱　（封筒タイプ）

陳列サイズ（縦・横・高） 228・90・14 （mm）

裸 ５８ｇ
商品重量 パッケージ入り ７７ｇ

カートン入り数 １０×１０

ハンドルカラー グレー
二段スペシャルコーティングで、ガムテープ、セロハンテープ、接着剤
などのベタつきを解消し、いつまでもスムーズな切れ味です。 JANコード 4964496
前面ブラックコーティングとフッ素コーティングでカッティングワークは
いつまでもスムーズです。

　　丸章工業株式会社

301866

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー 手芸

ドレスシザー　　210㎜ ＤＳ－２１０

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　420J2

ハンドル材質 アクリル樹脂

ビス ステンレスカシメビス

包装形態 一丁箱

陳列サイズ（縦・横・高） 225・90・20 （mm）

裸 １０３ｇ
商品重量 パッケージ入り １５５ｇ

カートン入り数 １０×1０

ハンドルカラー アンバー

JANコード 一丁箱 4964496 305086

丁度持ちやすい大きさの洋裁鋏に仕上げました。
デザインはシンプルにし、切れ味にこだわった、これから洋裁を
始めようという方に最適な鋏です。

　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー 手芸

ドレスシザー左用　　210㎜ ＤＳＬ－２１０

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　420J2

ハンドル材質 アクリル樹脂

ビス ステンレスカシメビス

包装形態 一丁箱

陳列サイズ（縦・横・高） 225・90・20 （mm）

裸 １０３ｇ
商品重量 パッケージ入り １５５ｇ

カートン入り数 １０×1０

ハンドルカラー アンバー

JANコード 4964496 305710

左利きの方のための洋裁鋏です。
デザインはシンプルにし、切れ味にこだわった、これから洋裁を
始めようという方に最適な鋏です。

　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー 手芸

ドレスシザー　　2４0㎜ ＤＳＳ－２４０

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　1K6

ハンドル材質 アクリル樹脂

ビス 真ちゅうネジビス

包装形態 一丁箱

陳列サイズ（縦・横・高） 244・98・17 （mm）

裸 １６０ｇ
商品重量 パッケージ入り ２１４ｇ

カートン入り数 ６×1０

ハンドルカラー アンバー

JANコード 4964496 305215

真ちゅうのネジがアクセントになっています。
刃を長くとっていますので、作業がスピーディーに進みます。

　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー 手芸

ドレスシザー　２４５mm ＮＤＳ－２４５

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　１Ｋ６

ハンドル材質 アクリル樹脂

ビス ステンレスネジビス

その他 冷間鍛造加工

包装形態 一丁箱

陳列サイズ（縦・横・高） 260・91・16 （mm）

裸 １５２ｇ
商品重量 パッケージ入り ２１０ｇ

カートン入り数 ６×１０

ハンドルカラー ブラック
ブレードは冷間鍛造によりねばりとこしを増し、従来より、より「厚物」
を切れる切れ味に仕上がっています。 JANコード 4964496 305314
使い心地と刃持ちの良さを追及した、永く愛用して頂ける鋏です。

　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー 手芸

洋裁鋏　鍛錬 ＤＢＣ－２５０

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　１Ｋ８

ハンドル材質 アクリル樹脂

ビス ｽﾃﾝﾚｽﾈｼﾞﾋﾞｽ

その他 冷間鍛造加工

包装形態 一丁箱

陳列サイズ（縦・横・高） 265・100・20 （mm）

裸 １７４ｇ
商品重量 パッケージ入り ２４４ｇ

カートン入り数 ６×１０

ハンドルカラー アンバー

JANコード 4964496 316525

職人さんの大きな手にもなじむような、力の入りやすい、やや大きめの
ハンドル。
ＮＣ研削機による精密な研削加工をしてありますので、確かでシャープな
切れ味を実現しました。
本職の方にもきっと気に入っていただける商品です。 　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー 手芸

洋裁鋏　鍛錬 ＤＢＣ－２７０

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　１Ｋ８

ハンドル材質 アクリル樹脂

ビス ｽﾃﾝﾚｽﾈｼﾞﾋﾞｽ

その他 冷間鍛造加工

包装形態 一丁箱

陳列サイズ（縦・横・高） 290・100・20 （mm）

裸 １８４ｇ
商品重量 パッケージ入り ２６２ｇ

カートン入り数 ６×１０

ハンドルカラー アンバー

JANコード 4964496 316518

職人さんの大きな手にもなじむような、力の入りやすい、やや大きめの
ハンドル。
ＮＣ研削機による精密な研削加工をしてありますので、確かでシャープな
切れ味を実現しました。
本職の方にもきっと気に入っていただける商品です。 　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー 匠 一般用

リフォーム鋏　ﾊﾝﾃﾞｨｰﾀｲﾌﾟ ＰＳＲ－１８５

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　１Ｋ６

ハンドル材質 ＥＶＡ（エラストマー）樹脂

ビス ステンレスＷナットビス

その他 冷間鍛造加工

包装形態 ブリスター

陳列サイズ（縦・横・高） 238・78・20 （mm）

裸 １５１ｇ
商品重量 パッケージ入り １７５ｇ

カートン入り数 ６×１０

ハンドルカラー ブラック

厚物をスパッと切る驚異の切れ味！ JANコード 4964496 306519
ダンボール･カーペット･ペットボトル・ボール箱などが楽に切れます。
ＮＣ研削機による精密な研削加工をしてありますので、確かでシャープな
切れ味を実現しました。
滑らず、手になじむ疲れ知らずのハンドル。

　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー 匠 一般用

ﾘﾌｫｰﾑ鋏ﾈﾊﾞﾉﾝ　ﾊﾝﾃﾞｨｰﾀｲﾌﾟ ＰＳＲ－１８５Ｃ

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　１Ｋ６

ハンドル材質 ＥＶＡ（エラストマー）樹脂

ビス ステンレスＷナットビス

フッ素コーティング
その他 冷間鍛造加工

包装形態 ブリスター

陳列サイズ（縦・横・高） 238・78・20 （mm）

裸 １５９ｇ
商品重量 パッケージ入り １８３ｇ

カートン入り数 ６×１０

ハンドルカラー ブラック

接着剤などのベタつきを寄せ付けず、正確にパワフルカット！ JANコード 4964496 306526
ダンボール･カーペット･ペットボトル・ボール箱などが楽に切れます。
ＮＣ研削機による精密な研削加工をしてありますので、確かでシャープな
切れ味を実現しました。
滑らず、手になじむ疲れ知らずのハンドル。

　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー 匠 一般用

リフォーム鋏　ﾊﾟﾜｰﾀｲﾌﾟ ＤＳＲ－２０５

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　１Ｋ６

ハンドル材質 ＥＶＡ（エラストマー）樹脂

ビス ステンレスＷナットビス

その他 冷間鍛造加工

包装形態 ブリスター

陳列サイズ（縦・横・高） 245・85・23 （mm）

裸 １９３ｇ
商品重量 パッケージ入り ２１７ｇ

カートン入り数 ６×1０

ハンドルカラー ブラック

JANコード 4964496 306601
厚いものにも、硬いものにも、力が入るグリップハンドル。
ダンボール･カーペット･ペットボトル・ボール箱などが楽に切れます。
ＮＣ研削機による精密な研削加工をしてありますので、確かでシャープ
な切れ味を実現しました。
滑らず、手になじむ疲れ知らずのハンドル。

　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー 匠 一般用

リフォーム鋏ﾈﾊﾞﾉﾝ　ﾊﾟﾜｰﾀｲﾌﾟ ＤＳＲ－２０５Ｃ

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　１Ｋ６

ハンドル材質 ＥＶＡ（エラストマー）樹脂

ビス ステンレスＷナットビス

その他 冷間鍛造加工

包装形態 ブリスター

陳列サイズ（縦・横・高） 245・85・23 （mm）

裸 １９３ｇ
商品重量 パッケージ入り ２１７ｇ

カートン入り数 ６×1０

ハンドルカラー ブラック
厚いものにも、硬いものにも、力が入るグリップハンドル。
ダンボール･カーペット･ペットボトル・ボール箱などが楽に切れます。 JANコード 4964496 306618
ＮＣ研削機による精密な研削加工をしてありますので、確かでシャープな
切れ味を実現しました。
滑らず、手になじむ疲れ知らずのハンドル。
表面のフッ素加工がテープや糊などのベタつきをなくし、スムーズに
切れます。お手入れも簡単です。 　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー 匠 一般用

リフォーム鋏　ラシャタイプ ＤＳＲ－２７０

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　１Ｋ６

ハンドル材質 ６ナイロン　ガラス３０％

ビス ステンレスＷナットビス

その他 冷間鍛造加工

包装形態 ブリスター

陳列サイズ（縦・横・高） 303・118・27 （mm）

裸 ２３２ｇ
商品重量 パッケージ入り ２７６ｇ

カートン入り数 ６×1０

ハンドルカラー ブラック

JANコード 4964496 306625
使う人の手になじむ、大型ハンドル！作業性抜群の角度でパワフル
カット！　まっすぐに無理のない姿勢で切り通すことが出来ます。
カーペット･ボール箱・クッションフロアｰ・人工芝・壁紙などが楽に
切れます。
ハンドルには、衝撃に強く、長い年月にももろくならない樹脂を使用
しています。 　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー 匠 一般用

リフォーム鋏ﾈﾊﾞﾉﾝ　ﾗｼｬﾀｲﾌﾟ ＤＳＲ－２７０Ｃ

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　１Ｋ６

ハンドル材質 ６ナイロン　ガラス３０％

ビス ステンレスＷナットビス

フッ素コーティング
その他 冷間鍛造加工

包装形態 ブリスター

陳列サイズ（縦・横・高） 303・118・27 （mm）

裸 ２３０ｇ
商品重量 パッケージ入り ２７６ｇ

カートン入り数 ６×1０

使う人の手になじむ、大型ハンドル！作業性抜群の角度でパワフル ハンドルカラー ブラック
カット！　まっすぐに無理のない姿勢で切り通すことが出来ます。
カーペット･ボール箱・クッションフロアｰ・人工芝・壁紙などが楽に JANコード 4964496 306632
切れます。
ハンドルには、衝撃に強く、長い年月にももろくならない樹脂を使用
しています。
表面のフッ素加工がテープや糊などのベタつきをなくし、スムーズに
切れます。お手入れも簡単です。 　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



用途 洋裁用

洋裁鋏　鍛錬 ＤＢＣ－２５０

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　１Ｋ８

ハンドル材質 アクリル樹脂

ビス ｽﾃﾝﾚｽﾈｼﾞﾋﾞｽ

その他 冷間鍛造加工

包装形態 一丁箱

陳列サイズ（縦・横・高） 265・100・20 （mm）

裸 １７４ｇ
商品重量 パッケージ入り ２４４ｇ

カートン入り数 ６×１０

ハンドルカラー アンバー

JANコード 4964496 316525

職人さんの大きな手にもなじむような、力の入りやすい、やや大きめの
ハンドル。
ＮＣ研削機による精密な研削加工をしてありますので、確かでシャープな
切れ味を実現しました。
本職の方にもきっと気に入っていただける商品です。 　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



用途 洋裁用

洋裁鋏　鍛錬 ＤＢＣ－２７０

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　１Ｋ８

ハンドル材質 アクリル樹脂

ビス ｽﾃﾝﾚｽﾈｼﾞﾋﾞｽ

その他 冷間鍛造加工

包装形態 一丁箱

陳列サイズ（縦・横・高） 290・100・20 （mm）

裸 １８４ｇ
商品重量 パッケージ入り ２６２ｇ

カートン入り数 ６×１０

ハンドルカラー アンバー

JANコード 4964496 316518

職人さんの大きな手にもなじむような、力の入りやすい、やや大きめの
ハンドル。
ＮＣ研削機による精密な研削加工をしてありますので、確かでシャープな
切れ味を実現しました。
本職の方にもきっと気に入っていただける商品です。 　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



用途 事務用

ハイネバノン　 １６０㎜ ＢＮＴ－１６０

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　４２０Ｊ２

ハンドル材質 ＡＢＳ樹脂

ビス ステンレスカシメビス

その他 フッ素コーティング

包装形態 ブリスター

陳列サイズ（縦・横・高） 220・75・10 （mm）

裸 ４５ｇ
商品重量 パッケージ入り ５８ｇ

カートン入り数 １０×２０

ハンドルカラー パープル

JANコード 4964496 801021

のり、テープ等のベタつきを防ぐ為、ブレードにフッ素コーティングして
仕上げました。
指にフィットする持ちやすいハンドルと、幅広ブレードが特徴です。

　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



用途 事務用

ハイネバノン　１８５mm ＢＮＴ－１８５

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　４２０Ｊ２

ハンドル材質 ＡＢＳ樹脂

ビス ステンレスカシメビス

その他 フッ素コーティング

包装形態 ブリスター

陳列サイズ（縦・横・高） 220・75・10 （mm）

裸 ５２ｇ
商品重量 パッケージ入り ６５ｇ

カートン入り数 １０×２０

 ハンドルカラー パープル

JANコード 4964496 801038

のり、テープ等のベタつきを防ぐ為、ブレードにフッ素コーティングして
仕上げました。
指にフィットする持ちやすいハンドルと、幅広ブレードが特徴です。

　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



用途 特殊用途

ネバノン　１３５mm ＮＢＮ－１３５

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　１Ｋ６

ハンドル材質 ＡＢＳ樹脂

ビス ステンレスネジビス

冷間鍛造加工
その他 フッ素コーティング

包装形態 一丁箱　（封筒タイプ）

陳列サイズ（縦・横・高） 228・90・13 （mm）

裸 ５０ｇ
商品重量 パッケージ入り ５９ｇ

カートン入り数 １０×１０

ハンドルカラー グレー
二段スペシャルコーティングで、ガムテープ、セロハンテープ、接着剤
などのベタつきを解消し、いつまでもスムーズな切れ味です。 JANコード 4964496 301767
前面ブラックコーティングとフッ素コーティングでカッティングワークは
いつまでもスムーズです。

　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明

商品 品番

スペック

商品説明



用途 特殊用途

ネバノン　１７０mm ＮＢＮ－１７０

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　１Ｋ６

ハンドル材質 ＡＢＳ樹脂

ビス ステンレスネジビス

冷間鍛造加工
その他 フッ素コーティング

包装形態 一丁箱　（封筒タイプ）

陳列サイズ（縦・横・高） 228・90・14 （mm）

裸 ５８ｇ
商品重量 パッケージ入り ７７ｇ

カートン入り数 １０×１０

ハンドルカラー グレー
二段スペシャルコーティングで、ガムテープ、セロハンテープ、接着剤
などのベタつきを解消し、いつまでもスムーズな切れ味です。 JANコード 4964496 301866
前面ブラックコーティングとフッ素コーティングでカッティングワークは
いつまでもスムーズです。

　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明

商品 品番

スペック

商品説明



用途 特殊用途

ネバノン　　210㎜ ＤＳＮ－２１０

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　４２０Ｊ２

ハンドル材質 ＡＢＳ樹脂

ビス ステンレスカシメビス

その他 フッ素コーティング

包装形態 一丁箱　（封筒タイプ）

陳列サイズ（縦・横・高） 267・100・16 （mm）
裸 １０３ｇ

商品重量 パッケージ入り １２６ｇ

カートン入り数 ６×1０

ハンドルカラー グレー

JANコード 4964496 305765

二段スペシャルコーティングで、ガムテープ、セロハンテープ、接着剤
などのベタつきをまったく寄せ付けません。
前面ブラックコーティングとフッ素コーティングでカッティングワークは
いつまでもスムーズです。 　　丸章工業株式会社
医療から事務用、手芸と幅広く使っていただけます。

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー 粘着

ネバノン　１３５mm ＮＢＮ－１３５

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　１Ｋ６

ハンドル材質 ＡＢＳ樹脂

ビス ステンレスネジビス

冷間鍛造加工
その他 フッ素コーティング

包装形態 一丁箱　（封筒タイプ）

陳列サイズ（縦・横・高） 228・90・13 （mm）

裸 ５０ｇ
商品重量 パッケージ入り ５９ｇ

カートン入り数 １０×１０

ハンドルカラー グレー
二段スペシャルコーティングで、ガムテープ、セロハンテープ、接着剤
などのベタつきを解消し、いつまでもスムーズな切れ味です。 JANコード 4964496 301767
前面ブラックコーティングとフッ素コーティングでカッティングワークは
いつまでもスムーズです。

　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー 粘着

ネバノン　１７０mm ＮＢＮ－１７０

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　１Ｋ６

ハンドル材質 ＡＢＳ樹脂

ビス ステンレスネジビス

冷間鍛造加工
その他 フッ素コーティング

包装形態 一丁箱　（封筒タイプ）

陳列サイズ（縦・横・高） 228・90・14

裸 ５８ｇ
商品重量 パッケージ入り ７７ｇ

カートン入り数 １０×１０

ハンドルカラー グレー
二段スペシャルコーティングで、ガムテープ、セロハンテープ、接着剤
などのベタつきを解消し、いつまでもスムーズな切れ味です。 JANコード 4964496 301
前面ブラックコーティングとフッ素コーティングでカッティングワークは
いつまでもスムーズです。

　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



ゴカテ 粘着

ネバノン　　210㎜ ＤＳＮ－２１０

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　６Ａ

ハンドル材質 ＡＢＳ樹脂

ビス ステンレスカシメビス

その他 フッ素コーティング

包装形態 一丁箱　（封筒タイプ）

陳列サイズ（縦・横・高） 267・100・16 （mm）
裸 １０３ｇ

商品重量 パッケージ入り １２６ｇ

カートン入り数 ６×1０

ハンドルカラー グレー

JANコード 4964496 305765

二段スペシャルコーティングで、ガムテープ、セロハンテープ、接着剤
などのベタつきをまったく寄せ付けません。
前面ブラックコーティングとフッ素コーティングでカッティングワークは
いつまでもスムーズです。
医療から事務用、手芸と幅広く使っていただけます。 　　丸章工業株式会社

商 品番

スペック

商品説
明



カテゴリー 美粧

ｼﾙｷｰ　カット鋏 ＳＴＳ－１５５

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　６A

ハンドル材質 アクリル樹脂

ビス ステンレスネジビス

包装形態 一丁箱

陳列サイズ（縦・横・高） 195・70・15 （mm）

裸 ３１ｇ
商品重量 パッケージ入り ５７ｇ

カートン入り数 １０×１０

ハンドルカラー ブラック

JANコード 一丁箱 4964496 310516

長さ、ハンドル共に女性のしなやかな手にぴったりフィットする
サイズにしました。
材料も６Ａ材を使用し高級感を出しました

　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明



カテゴリー 美粧

ｼﾙｷｰ　スキ鋏 ＳＴＳ－１５５Ｓ

ブレード材質 ｽﾃﾝﾚｽ刃物鋼　６A

ハンドル材質 アクリル樹脂

ビス ステンレスネジビス

包装形態 一丁箱

陳列サイズ（縦・横・高） 195・70・15 （mm）

裸 ３３ｇ
商品重量 パッケージ入り ５９ｇ

カートン入り数 １０×１０

ハンドルカラー ブラック

JANコード 一丁箱 4964496 310615

長さ、ハンドル共に女性のしなやかな手にぴったりフィットする
サイズにしました。
材料も６Ａ材を使用し高級感を出しました

　　丸章工業株式会社

商品 品番

スペック

商品説明
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