
■ 小軸ミリネジ仕様
型  　　番 品          　　名 税抜 定価 税込 定価

本体×１， F大軸×１

油圧フリーパンチ 小軸（φ10）×１， カラー大､中､小×１式

薄鋼電線管用刃物19～63付きセット 薄鋼管用刃物 CP 19～63 × 1 計6点

（小軸ミリネジ仕様） 小軸用安全ｷｬｯﾌﾟ ×１、【鉄ケース(中敷付）ｘ１】

本体×１， F大軸×１

油圧フリーパンチ 小軸（φ10）×１， カラー大､中､小×１式

厚鋼電線管用刃物16～54付きセット 厚鋼管用刃物 ACP 16～54×１　計6点

（小軸ミリネジ仕様） 小軸用安全ｷｬｯﾌﾟ ×１、【鉄ケース(中敷付）ｘ１】

本体×１， F大軸×１

　NC-TP-F3-CP7 油圧フリーパンチ 小軸（φ10）×１， カラー大､中､小×１式

　　（新型番） 薄鋼電線管用刃物19～75付きセット 薄鋼管用刃物 CP 19～75 × 1 計7点

（小軸ミリネジ仕様） 小軸用安全ｷｬｯﾌﾟ ×１、【鉄ケース(中敷付）ｘ１】

本体×１， F大軸×１

　NC-TP-F3-ACP7 油圧フリーパンチ 小軸（φ10）×１， カラー大､中､小×１式

　　（新型番） 厚鋼電線管用刃物16～70付きセット 厚鋼管用刃物 ACP 16～70×１　計7点

（小軸ミリネジ仕様） 小軸用安全ｷｬｯﾌﾟ ×１、【鉄ケース(中敷付）ｘ１】

■ 小軸なし仕様
型  　　番 品          　　名 税抜 定価 税込 定価

本体×１， F大軸×１

　NC-TP-F3-SCP7 油圧フリーパンチ カラー大､中､小×１式

　　（新型番） 薄鋼電線管用刃物31～75付きセット 薄鋼管用刃物 CP 31～75 × 1 計5点

【鉄ケース(中敷付）ｘ１】

本体×１， F大軸×１

　NC-TP-F3-SACP7 油圧フリーパンチ カラー大､中､小×１式

　　（新型番） 厚鋼電線管用刃物22～70付きセット 厚鋼管用刃物 ACP 22～70×１　計6点

【鉄ケース(中敷付）ｘ１】

本体×１， F大軸×１

　NC-TP-F3-SCP 油圧フリーパンチ カラー大､中､小×１式

　　（新型番） 薄鋼電線管用刃物31～63付きセット 薄鋼管用刃物 CP 31～63 × 1 計4点

【鉄ケース(中敷付）ｘ１】

本体×１， F大軸×１

　NC-TP-F3-SACP 油圧フリーパンチ カラー大､中､小×１式

　　（新型番） 厚鋼電線管用刃物22～54付きセット 厚鋼管用刃物 ACP 22～54×１　計5点

【鉄ケース(中敷付）ｘ１】

■ 刃物なし仕様
型  　　番 品          　　名 税抜 定価 税込 定価

本体×１，F大軸×１

油圧フリーパンチヘッドのみ　 小軸（φ10）×１， カラー大､中､小×１式

大軸、小軸付 小軸用安全ｷｬｯﾌﾟ ×１、【鉄ケース(中敷付）ｘ１】

本体×１，F大軸×１

　NC-TP-F3-HD 油圧フリーパンチヘッドのみ カラー大､中､小×１式

　　（新型番） 大軸付 【鉄ケース(中敷付）ｘ１】

　NC-TP-F3-000 油圧フリーパンチヘッドのみ　付属一切なし 82,000 90,200 本体×１

油圧フリーパンチ

150,150　NC-TP-F3-ACP

　NC-TP-F3-CP 136,500

136,500

　NC-TP-F3-HN

150,150

154,000 169,400

154,000

85,200 93,720

122,800

127,800

97,900

140,580

89,000

169,400

140,300 154,330

145,300 159,830

135,080



■ インチネジ仕様
型  　　番 品          　　名 税抜 定価 税込 定価

本体×１， F大軸×１

油圧フリーパンチ セットボルト3/8×１， カラー大､中､小×１式

薄鋼電線管用刃物19～51付きセット 薄鋼管用刃物 A19、A25、CP31～51  X 1 計5点

（インチネジ仕様） 小軸用安全ｷｬｯﾌﾟ ×１、【鉄ケース(中敷付）ｘ１】

本体×１， F大軸×１

油圧フリーパンチ セットボルト3/8×１， カラー大､中､小×１式

厚鋼電線管用刃物16～54付きセット 厚鋼管用刃物 B16、ACP22～54  X 1 計6点

（インチネジ仕様） 小軸用安全ｷｬｯﾌﾟ ×１、【鉄ケース(中敷付）ｘ１】

本体×１， F大軸×１

　NC-TP-F3-A7 油圧フリーパンチ セットボルト3/8×１， カラー大､中､小×１式

　　（新型番） 薄鋼電線管用刃物19～75付きセット 薄鋼管用刃物 A19、A25、CP31～75  X 1 計7点

（インチネジ仕様） 小軸用安全ｷｬｯﾌﾟ ×１、【鉄ケース(中敷付）ｘ１】

本体×１， F大軸×１

　NC-TP-F3-B7 油圧フリーパンチ セットボルト3/8×１， カラー大､中､小×１式

　　（新型番） 厚鋼電線管用刃物16～70付きセット 厚鋼管用刃物 B16、ACP22～70  X 1 計7点

（インチネジ仕様） 小軸用安全ｷｬｯﾌﾟ ×１、【鉄ケース(中敷付）ｘ１】

本体×１， F大軸×１

　NC-TP-F3-A6 油圧フリーパンチ セットボルト3/8×１， カラー大､中､小×１式

　　（新型番） 薄鋼電線管用刃物19～63付きセット 薄鋼管用刃物 A19、A25、CP31～63  X 1 計6点

（インチネジ仕様） 小軸用安全ｷｬｯﾌﾟ ×１、【鉄ケース(中敷付）ｘ１】

■ 刃物なし仕様
型  　　番 品          　　名 税抜 定価 税込 定価

本体×１，F大軸×１，　刃物なし

油圧フリーパンチヘッドのみ　インチネジ軸付 セットボルト3/8×１， カラー大、中、小×１式

小軸用安全ｷｬｯﾌﾟ ×１、【鉄ケース(中敷付）ｘ１】

型  　　番 品          　　名 税抜 定価 税込 定価

F-SBB F 大軸 5,400 5,940 フリーパンチ用　両端穴有り大軸

TP-SBS-1 小軸　φ10　１本 1,100 1,210

TP-SBS-5 小軸　φ10　５本入りパック 5,400 5,940

TP-SB38-1 セットボルト　3/8　１本 1,100 1,210

TP-SB38-5 セットボルト　3/8　５本入りパック 5,400 5,940

TP-SBB1-2 ＴＰ　１-２大軸 11,300 12,430 【別売】　厚鋼ACP92、104　使用時、必要

F-AC 安全キャップ 4,500 4,950

F-SC F 鉄ケース 10,900 11,990 ≪中敷付≫

F-SC-F F 鉄ケース用中敷 3,720 4,092

　NC-TP-F3-B

135,190　NC-TP-F3-A

136,500

154,000

154,000

　NC-TP-F3-HI

169,400

169,400

136,500 150,150

89,000

150,150

97,900

122,900

油圧フリーパンチ関連パーツ


