
ディスクグラインダー用先端工具一覧
動画はここをクリック

 　　　　　　　　　　　※価格をクリックすると販売ページにとびます。
ブランド 商品名 規格 Amazon 楽天

ＳＫ１１ 変速ディスクグラインダー 1050W SDG-1050VS ￥6,472 ￥6,218
COVERWORK シリコングリップグローブ CR-354101 ￥1,100 ￥1,249

① E-Value 剛腕カップブラシ 80mm ￥687 ￥776
② E-Value カップワイヤブラシ 75mm ￥593 ￥759
③ イチグチ フェルトディスクＳ 100X15 ￥1,270 ￥1,270
④ ＳＫ１１ ダイヤモンドシャープナー SDS-100F ￥999 ￥939
⑤ ＳＫ１１ ダイヤモンドシャープナー SDS-100C ￥1,277 ￥1,039
⑥ ＳＫ１１ ダイヤモンドシャープナー SDS-100R2 ￥1,055 ￥1,089
⑦ ＳＫ１１ オフセット砥石　鉄工・ステン 100X4X15mm ￥539 ￥330
⑧ ＳＫ１１ オフセット砥石　鉄工・ステン 100X6X15mm ￥109 ￥352
⑨ ＳＫ１１ 刃物砥ぎ砥石 #60 100X3X15mm ￥246 ￥543
⑩ ＳＫ１１ 切断砥石　黒砥　10枚 105X1.0X15mm ￥1,015 ￥1,170
⑪ ＳＫ１１ 切断砥石　黒砥　10枚 105X1.6X15mm ￥1,791 ￥1,471
⑫ ＳＫ１１ 切断砥石　黒砥　10枚 105X2.3X15mm ￥1,906 ￥1,907
⑬ ノートン ＮＥＯＮ　ストリップディスク P120 ￥1,730 ￥1,700
⑭ イチグチ BS研磨屋さんシリーズ 木工用 100×15　#40 ￥764 ￥906
⑮ イチグチ BS研磨屋さんシリーズ 木工用 100×15　#60 ￥830 ￥1,240
⑯ イチグチ BS研磨屋さんシリーズ 木工用 100×15　#80 ￥764 ￥906
⑰ イチグチ BS スコーライトディスクM　金属・木材用 #180 KS118 ￥986 ￥1,191
⑱ イチグチ BS スコーライトディスクM　金属・木材用 #240 KS119 ￥993 ￥1,191
⑲ イチグチ BS スコーライトディスクM　金属・木材用 #320 KS120 ￥993 ￥1,191
⑳ イチグチ BS スコーライトディスクM　金属・木材用 #400 KS121 ￥993 ￥1,191
㉑ イチグチ BS デライトディスク　ステン・金属用 #400 KS126 ￥1,260 ￥1,427
㉒ イチグチ BS デライトディスク　ステン・金属用 #600 KS150 ￥1,260 ￥1,295
㉓ ＳＫ１１ ディスク用マジックパットセット #60 #120 ナイロンハード#60 ￥2,396 ￥1,918
㉔ ＳＫ１１ ディスク用マジックパット100 100 ￥1,110 ￥931
㉕ ＳＫ１１ ディスク用ナイロンサンダー　ハード #60  1枚 ￥825 ￥912
㉖ ＳＫ１１ ディスク用ナイロンサンダー　ハード #120 1枚 ￥1,136 ￥958
㉗ ＳＫ１１ ディスク用マジックペーパー　石材他 100 C#30 2枚 ￥487 ￥458
㉘ ＳＫ１１ ディスク用マジックペーパー　石材他 100 C#80 2枚 ￥588 ￥414
㉙ ＳＫ１１ ディスク用ナイロンサンダー　ソフト  #320 1枚 ￥1,602 ￥1,060
㉚ ＳＫ１１ ディスク用ナイロンサンダー　ソフト  #600 1枚 ￥1,611 ￥1,410
㉛ ＳＫ１１ ディスク用マジックフェルト 100 1枚 ￥758 ￥773
㉜ ＳＫ１１ ディスク用マジックペーパー 100 #60 2枚 ￥873 ￥763
㉝ ＳＫ１１ ディスク用マジックペーパー 100 #120 2枚 ￥532 ￥421
㉞ ＳＫ１１ ディスク用マジックペーパー 100 #240 2枚 ￥705 ￥425
㉟ ＳＫ１１ ディスク用マジックペーパー 100 #400 2枚 ￥784 ￥382

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 価格は変動する可能性がありますので参考程度にお考えください。
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