INFORMATION !
No.777-12HM

Ｖ型アルミヤスリホルダー
No. 60

バローべ・刃研ぎ用ヤスリ

※ やすり、ねじ式固定。 ※ スぺアネジあり。

表面：荒研ぎ用 ダブルカット。

◎アルミ合金ダイキャスト製。 ◎がっしりとした操作性です。
◎ 角度表示付き。

プロ用の定番商品です。

（200 X 25.5 X 5.1ミリ）
（250 X 30.5 X 5.6ミリ）

◎ 各12本箱入り。
◎ 表裏で異なる二種の目付き。

アジャスタブルアンビル

No.66

No,200
No,250

◎ 携帯にも便利！

◎ チェーンブレーカー用アンビルです。 ※ロゴ入りＮｏ.30

Vallorbe Swiss他、各種やすり取り寄せ出来
ます。ご相談下さい。

◎ 溝の幅をネジ式で無段階調整可能です。

ペフォードチェンシャープナー
◎ チェンの目立てとデプスゲージの調整を、
同時に仕上げます。

CSXシリーズ

品番： CSX4.0、 CSX4.8、CSX5.5
◎ 4.0、4.8、5.5ミリをお選び御指定下さい。

バローべ目立てプロキット
◎ ソーチェーンとガイドバーのメンテナンス用具一式セット。
◎ 専用ケース付きで気持ち良く収まります。
◎ 専用ケース、ファイルガイド、丸ヤスリ(3本）、デプスゲージ
平ヤスリ、ハンドル、ゲージ清掃工具の７点セットです。

No.432(丸ヤスリ4.0ミリ） No.486(丸ヤスリ4.8ミリ）

（注） 丸・平ヤスリ付きのセットです。

アングルプレート（マグネット付き）
No.253、Ｎｏ.335

バローベ/VALLORBE

目立てクランプ
No.325
◎ 目立て時の必須品です。
◎ よく売れています。

◎ 25°/30°角度付き。 （Ｎｏ253）ご指定下さい。
◎ 30°/35°角度付き。（Ｎｏ.335）ご指定下さい。
◎ プレートの目立て角度が表示されていますので、
正確に目立てができます。

◎ 切株などに打ち込み固定して使用します。
◎ バーを固定する事により正確なチェーンの
目立てが可能です。
包装： ２個ブリスターパック入り。
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目立て用・ヤスリ

◎ 世界最高品質の精密ヤスリメーカー品です！

バローベ／ＶＡＬＬＯＲＢＥ（スイス製） 長さ：200ミリ
丸ヤスリ： 3.2、3.6、4.0、4.5、4.8、5.2、5.5、6.3ミリ

丸やすり

備考

3.2mm

スイス製

20打(240本）カートン入り。

3.6-5.5mm

スイス製

丸ヤスリ： 7.0、8.0ミリ

6.3mm
7.0、8.0mm

スイス製

包 装： 3本ビニール袋入り、4袋(12本）打箱入り、

包 装： 6本打箱入り。150本カートン(12.5打）入り。

平ヤスリ： No. LC2251

スイス製

平ヤスリ

包装： 12本箱入り。

備考
スイス製

ＬＣ2251

◎ 長さ150ミリ、幅14.2ミリ、厚さ、2.6ミリ。

ペフォード／ＰＦＥＲＤ（ドイツ製） 長さ： 200ミリ
丸ヤスリ： 3.5、4.0、4.5、4.8、5.1、5.5、6.3、7.0、8.0ミリ
丸やすり

包 装： 6本箱入り、60本カートン(5打）入り、

備考

3.5から6.3ミリ、600本(50打）カートン入り。

3.6-6.3mm

ドイツ製

7.0と8.0ミリ、300本(25打）カートン入り。

7.0、8.0mm

ドイツ製

◎ ぺフォード・プレミアムライン、お問い合わせ下さい。

目立て用・チゼルやすり

◎ 数量割引あります。

今、プロの間で話題のヤスリ！

平タイプ
ダイヤタイプ
☆通常使用するヤスリ2本分が、このヤスリ1本でOKです。

平チゼルヤスリ当て方の参考。

包装： 12本入り。
ペフォード・チゼル チゼルヤスリ（ドイツ製） 長さ：175ミリ
No. ９６ （平タイプ）
No. ９５ （ダイヤタイプ）
(No.96 長さ175ミリ、幅：12.4ミリ、厚み：3.3ミリ）

バローベ・チゼル

(No.95 長さ175ミリ、各辺幅：4.6ミリ）

チゼルヤスリ（スイス製） 長さ：200ミリ

包装： 12本入り。

No. ７１ （平タイプ）

No. ７２ （ダイヤタイプ）

(No.71 長さ200ミリ、幅：12.5ミリ、厚み：3.2ミリ）

(No.72 長さ200.0ミリ、各辺幅：4.5ミリ）

グーフィー GOOFY No. 60 (平タイプ）
☆両端：目付き

◎ 是非一度お試しください。

◎ 横面を丸くした形状。

包装：各12本入り。

(No.60 長さ150.0ミリ、幅：14.2ミリ、厚み：2.3ミリ）

ガイドバー修正ヤスリ

新製品!!

◎ 各替刃あります。

◎ ガイドバー溝の修正やバリ取りに使用します。 ガイドバーの性能を維持し、チェーンを適正に使用できます。

No.7081

No.1353

スイス製。
ドイツ製
◎ ベローベ替刃はNo.2281(細）又はNo.2282(粗）を御指定下さい。
◎ バーコ・日東等他のやすりも販売中です。
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バローベ / VALLORBE
ヤスリハンドル No.10

◎ グリップ内に、点火プラグ収納O.K.

◎オレンジ色・ヤスリフリーサイズ。
◎キャップネジ締め込み式固定。 ◎目立て角度付き。

★ バローベ ヤスリハンドル（やすりねじ込み固定式タイプ）
◎ 本体はＰＰ樹脂製。
◎ やすりを本体へねじ込んで固定しますので抜けに強い。
◎ ネジ部分は金属製で、ヤスリを確実に固定しぐらつきや脱落を防ぐので精密な仕上げ
が可能です。

品番
No. 15/2
No. 15/3
No. 15/4

包装： 12本入り。
刻印
備考

適用ヤスリ ・ 製品長さ
丸（径3.6-6.8ミリ）・ダイヤヤスリ、長さ９４ミリ

2

刻印はハンドル後部に表示。

丸（径5.2-8.0ミリ）・平チゼルヤスリ、長さ９４ミリ

3

刻印はハンドル後部に表示。

平ヤスリ(LC2251)・平チゼル(No.60、71、96）長さ１０５ミリ

4

刻印はハンドル後部に表示。

★ ペフォード ヤスリハンドル

包装： 12本入り。

◎ソフトプラスティック製のため、手に優しく、快適な仕事が出来ます。

No. FH/3

◎ 丸ヤスリ用。
◎ 長さ110ミリ

Ｎｏ．ＦＨ２５（25/30度）
Ｎｏ．ＦＨ３５（30/35度）

新製品!!

◎ 角度ピース交換可能。
◎ 長さ100ミリ
◎ 丸ヤスリ用。
※ハンドル先端の角度表示ピース付きです。

No. FH/4

バローベ青色

◎ 長さ115ミリ

No.240

◎ 丸（3.5ミリ～8.0ミリ）、
ダイヤヤスリ用。

◎ 25度、30度ガイド付き。
◎ 樹脂製、4.0-6.35ｍｍ用。

クリップロックホルダー

No. FH4/1

◎長さ115ミリ
◎ 丸（3.5-8.0ミリ）、平、半角ヤスリ用。
◎ 危険防止や平、半角ヤスリの、
安定を高めるための両端ガード付き。

硬木製ハンドル
No.201

VALLORBE

再登
◎ ぺフォード木製ハンドル復活しました。

塩ビやすり袋 ぺフォードやすりブラシ
ぺフォード純正

◎ 脱着５-６秒。 （写真のヤスリとハンドルNo.10は別売り。） ※吊るし可。
◎ 2か所クリップロック方式。 ◎数量割引有ります。 ※2本入り用
◎ぺフォード各
◎ 角度表示付きで、正確な目立てができます。
Ｎｏ．40 （やすり径：４．０ミリ用）
Ｎｏ．48 （やすり径：４．８ミリ用）

No.BH35

種、カタログに無
◎目詰まりを解消します。
い商品も取り寄せ
可能です。
◎手入れには専用ブラシ。

