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小型電動工具

 └ 先端工具

 └ アタッチメント

 └ オプション

 └ 消耗品

熱工具

施盤

 └ アタッチメント

 └ 切削バイト

フライス盤

 └ アタッチメント

 └ 切削工具

治具

帯鋸盤

 └ その他消耗品

糸鋸機

丸鋸盤

 └ 替丸鋸刃

研磨機

 └ 替サンダー

ボール盤

シャーベンダー

その他工具

 └ 組ヤスリ

冷間溶着剤U-メタル

気密保持剤リキッドシール

化成品

その他

 └ アブスマット

生産終了品

小型卓上フライス盤 FV-10M 

製品概要

事務机でも充分作業できるサイズでありながら、無段階変速装置付きの本格派。低価格・高性能を実現した小型の

卓上フライス盤です。スピンドルスピードは高／低切替ありの無段変速で簡単な操作、支柱は左右に最大45°の傾

斜が可能です。ハンドル操作の他に０．０２５mmで昇降可能なファインフィード（微動送り装置）を内蔵、微妙なスピン

ドル位置調整も的確に行うことが出来ます。 基本切削に必要なドリルチャック・コレットホルダー・コレットセット・ミニ

バイスを標準装備していますので、後はドリルやエンドミルをお求めになるだけで、目的の加工がすぐに始められま

す。
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ダイヤモンドコアドリルセット（Ｇ）

3.0mm〔５本入〕

ダイヤモンドコアドリルセット（Ｇ）

2.5mm〔５本入〕

ダイヤモンドコアドリルセット（Ｇ）

2.0mm〔５本入〕

ダイヤモンドコアドリルセット（Ｇ）

会社概要

本社・工場・配送センター

〒208-0003

東京都武蔵村山市中央4-37-1

TEL : 042-561-0611

FAX : 042-561-0670

営業時間のご案内

【営業日】

月曜日～金曜日

【営業時間】

午前9時～午後5時

【休業日】

土・日・祝祭日

 

 

パッケージ内容

・小型卓上フライス盤FV-10M

・ドリルチャック（本体装着済）

・チャックキー

・引きネジ（本体装着済）

・プロテクター

・ミニバイス

・コレットホルダー

・コレット７ヶセット

・Ｔナット

・標準工具一式

製品仕様

スピンドル MT-3

スピンドル間 250mm

回転速度

高低切替・無段変速

高460～2,900min-1［回転/分］

低300～1,500min-1［回転/分］

トラベル

左右228mm

前後100mm

上下250mm

コラム傾斜 ±45°

ミーリングテーブル W390×D96mm

Ｔスロット 10mm

微動送り 0.025mm

自重 42.0kg

定格電圧 100V

定格周波数 50/60Hz

定格消費電力 500W

本体寸法
W500×Ｄ500×H870mm

※高さは最大値

製品仕様（ドリルチャック）

アーバー MT-3

把握径 φ1～13mm

製品仕様（ミニバイス）

口巾 63mm

口開 50mm

製品仕様（コレットホルダーセット）

テーパー ＭＴ−３

コレット φ6/8/10/12/16/20/25mm
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小型卓上フライス盤 FV-10M

商品番号：60010

カテゴリー：フライス盤 / ブランド：Mr.Meister

お問合せ/カタログ請求

本体価格 188,000 円

消費税 15,040 円

ミニフライス盤リトルミーリング１

本体価格 115,000円（＋消費税 9,200円）

ミニフライス盤LittleMilling1は、小型で場所

を取らない本格的な卓上フライス盤です。テ

ーパースピンドルを採用し、精度の高い穴

あけ加工やフライス加工が行えます。加工

が十分行えるミーリングテーブルを備え、Ｔ

スロットも３本あります。工作物の固定が容

易で複雑な形状でも工夫次第で固定が行え

ます。標準でドリルチャックやクランプセット

が付いているのも魅力です。

精密卓上フライス盤リトルミーリング９

本体価格 205,000円（＋消費税 16,400円）

精密卓上フライス盤LittleMilling9は重量感

もある本格的な小型卓上フライス盤です。モ

ールステーパー３番のスピンドルを採用し、

大きなカッター類を利用できます。コラム傾

斜は左右に最大４５°まで可能。微動送り

装置を備え、ＣＥに準拠した電気回路を内

蔵しています。標準でドリルチャック、引き型

コレットチャックセットやクイックバイスが付

属しています。

精密タッピング＆フライス盤ＹＳ－３００Ｍ

Ｔ

本体価格 880,000円（＋消費税 70,400円）

ＹＳ－３００ＭＴはデジタル表示による正確な

タッピング加工が行え、ミーリングヘッドも可

変式で首振りが行えるようになっています。

モーター出力も大幅にアップしています。ス

ピンドルクイルからミーリングテーブルまで３

５０mmと余裕のフトコロを持ち、機体重量１6

５kgの安定したフライス盤とタッピング盤の

両方の機能を持つモデル。スピンドルテー

パーにモールステーパー３番を採用し、一

般家庭用１００Ｖ電源で使用できるのが魅力

の一つです。スピンドルスピードはフライス

盤使用時とタッピング時で２段階を備え、そ

の範囲内で無段変速が行えます。ＣＥ準拠

の緊急停止回路も備え安全性も高い一台と

なっています。

ハイスドリル21本セット

本体価格 20,000円（＋消費税 1,600円）

小型工作機械用ハイスドリル２１本セット。

φ1.5～13.0mm迄。

ロータリーテーブル

本体価格 68,000円（＋消費税 5,440円）

フライス盤でミーリングテーブル上で材料を

回転させたり、分割加工を行うために用い

ます。

割出インデクスセット

本体価格 14,000円（＋消費税 1,120円）

ロータリーテーブルNo.66901で割出（分割）

を行うための割出インデクスと割出ハンドル

のセット。

芯出しバー

本体価格 4,600円（＋消費税 368円）

フライス盤で、位置決めを行う時に使う治

具。スピンドル中心点と送りハンドルの位置

合わせに便利。

小型工作機械のための切削油

本体価格 1,500円（＋消費税 120円）

ミスターマイスター・小型工作機械用切削オ

イル。金属加工において切削工具や材料に

塗布する事で加熱を抑え、刃の切削熱によ

る切削不効率を低減する。

スリーブコレット４点セット

本体価格 4,800円（＋消費税 384円）

ミスターマイスター小型工作機械シリーズ

で、小径を把握するためのスリーブコレット

セット。φ6.0mmに取り付け可能で、

φ2.35/3.0/3.175/4.0mmが把握可能になる

アダプターコレットです。小径のドリルやル

ーター用のビットをフライス盤等で利用する

ための器具です。※単品でその他のサイズ

もあります。

関連商品・オプション商品
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