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TSUNE 超硬ソリッドソーは、
ワークを高い精度で且つ高寿命で加工します。
TSUNE solid carbide saw blade, proceses the material in the long life
with a high accuracy.

SOLID CARBIDE SAW

High Precision

機種対応

Model Support

最新技術で製造

Manufactured in stateof-the-art technology

オーダーメイドにより
各種サイズに対応

Variety of size
by the made-to-order

オーダーメイドにより各種サイズを御提供します。寸法・仕様は御相談下さい。
We oﬀer a variety of size by the made-to-order. Please contact us about dimensions and speciﬁcations.
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Type of saw blade
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■ 鋸刃各種

高 精 度

(T)

T

サーキュラーソー
Circular Saw Blade

■ 仕様

特殊溝形状の加工用
For processing of special groove shape

マルチカッター
Multi Cutter

■ 特殊工具

T

Special cuttingand slotting tools

Ｓpeciﬁcation

外径

Outside diameter

刃厚

Thickness

内径

Bore diameter
種類

φ10〜φ230（mm）
0.1〜10（mm）

刃厚は外径に応じて限定されます
Thickness has limitation by saw blade diameter.

12.7/15.875/25.4 etc..
（mm）

Type

形状

A

B

Shape

特徴

Features

直線刃で逃げ面をつけており、刃先は剛性があります。

・特殊
リーマ・エンドミル
・Tスロッタ

・Special precision
cutting tool

・総形カッター

・Solid ﬂat taper bit

・コルゲートスリッター
ナイフ

・Boring bit ﬁnish
machining

Straight tooth form, round clearance ,high rigidity.

薄肉チューブに適しています。
Good at thin wall tube.

刃形
Tooth form
BW

直進性と切削性が向上します。
Good straightness and high cutting rate.

ナイフソー
・鉄・非鉄
・プラスチック
・ダンボール

C

中実材や厚肉チューブに適しています。
Good at solid bar and thick wall tube.

Knife Saw
・Steel , Non-ferrous alloy
・Plastic
・Cardboard

