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品 番 商 品 名 　税込価格（税抜） ＪＡＮコード 発注数

 ＤＲ　ベスト定規ｌｉｇｈｔ \880（800) 4940288425514

230207-1

詳しくは　https://www.drapas.jp

※ 新商品・改廃情報などは、弊社ホームページにも更新されております。

受注／本社ＦＡＸ： ０３-３９１６-５５３２　　大阪ＦＡＸ： ０６-６４５９-７１９４

42-551

42-550  ＵＨＯＬＡＢＯ ベスト定規　 \1,430（1,300) 4571570490042

は、『ドラパス株式会社』の登録商標です。

販売店様名：

配信：2023年2月DRAPAS  DRAWING  INSTRUMENTS   SINCE1916

NEWS Ｖｏｌ.1

使い方

イメージﾞ動画

「製造の一部を就労サポート施設に

ご協力を頂いております。」

①のﾌｯｸ部分を回転軸にして

円を描く。

目盛０部分にあるﾌｯｸを固定し

描きたい円の半径分の数字部

① 書き出しがスムーズになるようにフックになっている

② ①のフックを回転軸として30度・45度の角度がついた

線が簡単にかける

③ ①フックの回転軸として、円が描ける。

※目盛り数字下の穴をつかう。2の下の穴で半径2ｃｍの円が描ける。

④ 製図用矢印が描ける（オリジナルのみ）

⑤ 定規の端にあるＡとＡで7ｍｍ幅、ＢとＢで10ｍｍ幅、ＣとＣで15ｍ

ｍ

幅の平行線が描ける（オリジナルのみ）

⑥ ハートマークが描ける（オリジナルのみ）

⑦ 直角になっているのでノギスの代わりになる。

⑧ 両手利き対応

10度 15度（lightのみ） 18度

25度 30度 45度 60度

それぞれの線がきれいに描ける分度器機能

上下両方に目盛があるので利き手に関係なく同じよ

うに 使う事が出来ます。

※ご使用には0.5ｍｍ線幅以下の製図用シャープを推奨しています。 ※出荷ロット 1本

初期ご購入特典 DRベスト定規light・UHOLABOベスト定規を各10本（合計20本）ご発注でDRベスト定規light 1本サービス

2023年3月31日ご発注分まで

『ドラパス ベスト定規light』 新発売
「いいね！」と思わず言っちゃう定規のキャッチコピーにて絶賛発売中のウホラボ社ベスト定規の一部機能を省略した

『ドラパス ベスト定規light』を発売いたします。

直線を描く（定規）・円を描く（コンパス）・角度線を描く（分度器）・幅を測る（ノギス）の機能が1本にまとまった機能

性の高い商品です。その使い方は、直線を描くだけでも①描きたいところにシャープペンを置く②ベスト定規にひっか

ける③描きたいところにベスト定規を移動させる④線を描く・・・言葉で表すとなんのこっちゃ？となりますが、下記ＱＲ

コードから使い方を確認してみてください、きっと「目からうろこ！」の使い方です。角度線も「足す・引く」を駆使すると

1度刻みでの角度線が・・・右脳・左脳に刺激を与えて頭が良くなっちゃうかも・・・

使い方次第であらゆることが出来る機能的な定規を是非ご活用ください！

発売：2月7日（火） 出荷開始

本体材質：ポリカーボネート

厚み： 0.8MM

本体材質：アクリル

厚み： 2.0MM
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4940288425613

230201-2

詳しくは　https://www.drapas.jp

※ 新商品・改廃情報などは、弊社ホームページにも更新されております。

受注／本社ＦＡＸ： ０３-３９１６-５５３２　　大阪ＦＡＸ： ０６-６４５９-７１９４

42-561

42-562  ＤＲ マンボウⅢ　Ｍサイズ　（半径約35ｃｍ） \8,580（7,800) 4940288425620

-  ＵＨＯＬＡＢＯマンボウⅢ　Ｌサイズ　　（半径約40ｃｍ）

　みんなで楽しいコトに挑戦したい、ウホウホ・ワクワクする研究所

\9,680（8,800) 4571570490097

-  ＵＨＯＬＡＢＯマンボウⅢ　ＬＬサイズ　（半径約45ｃｍ） \10,780（9,800) 4571570490103

品 番 商 品 名 税込価格（税抜） ＪＡＮコード 発注数

 ＤＲ マンボウⅢ　Ｓサイズ 　（半径約30ｃｍ） \7,480（6,800)

は、『ドラパス株式会社』の登録商標です。

販売店様名：

配信：2023年２月DRAPAS  DRAWING  INSTRUMENTS   SINCE1916

NEWS Ｖｏｌ.2

シリーズ

黒板・ホワイトボード板書用サポート用品「マンボウⅢ」新発売！

世の中なんでも「映える！」が求められる時代！先生の板書だって・・・

そんな先生達の「美しい曲線を描きたい！」「きれいな角度線を描きたい！」等の声を反映し数年前まで学校の先生

だった開発者（UHOLABO中村氏）が直線（定規）・曲線（コンパス）・角度線（分度器）の要素を1つにまとめた

「マンボウⅢ」を開発いたしました。従来の商品よりも小さく・持ち運びにも便利（Ａ4サイズケースにも格納可能 →

Ｓサイズ）、更に磁石付きなので使用が終了したら黒板やホワイトボードの角に貼り付けておくことも可能です。

学校や塾は勿論のこと会議室のホワイトボードにも・・・ありそうで無かった板書サポート用品です。

※出荷ロット 各サイズ共 1本から ※出荷開始 2023年2月17日（金） 定規本体；ＭＤＦ・磁石・塩化ビニル・PET・フッ素樹脂加工

ドラパス マンボウⅢ

「製造の一部を就労サポート施設に

ご協力を頂いております。」

使い方

イメージﾞ動画



　ホビー製作に最適な 小型超音波カッター　ローコストモデル！ 
　　　※ 通常替刃・固定金具・取説書なし  

NO

1

2

　　　

ＤＲ　超音波カッター　DRZO-30プラⅡ \42,130（38,300) 4940288589919

230201-3

詳しくは　https://www.drapas.jp

※ 新商品・改廃情報などは、弊社ホームページにも更新されております。

受注／本社ＦＡＸ： ０３-３９１６-５５３２　　大阪ＦＡＸ： ０６-６４５９-７１９４

58-991

品 番 商 品 名 税込価格（税抜） ＪＡＮコード 発注数

・超音波カッター　ZO-30プラⅡ・薄刃1枚

・ＤＲオリジナルダイヤモンドコート電着ヤスリ刃1枚・ステンレス直定規15ｃｍ

42-837 ＤＲオリジナルＤ30連続黒刃　10枚入　（ＮＴ-ＢＤ2000使用） \550（500) 4940288428379

セット内容

は、『ドラパス株式会社』の登録商標です。

販売店様名：

配信：2023年２月DRAPAS  DRAWING  INSTRUMENTS   SINCE1916

NEWS Ｖｏｌ.3

※出荷ロット 1台 ※出荷開始 2023年2月10日（金）

品名･型名：

公称発振周波数：

電源：

消費電力：

使用温度範囲：

外形寸法(本体)：

ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ

ｹｰﾌﾞﾙ長：

質量：

付属品：

切断可能素材

ＤＲ オリジナル超音波カッターセット ＤＲＺＯ-３０プラⅡ

４０ＫＨｚ

ＡＣ１００Ｖ ５０/６０Ｈｚ

最大 ４０ＶＡ

１０～３５℃（ただし結露しないこと）

１７３×８９×７６ＭＭ（突起部除く）

１.６Ｍ(ストレート)

本体：約３６０g

ハンドピース：約１００g(ケーブル含む)

六角レンチ(ＰＲＯ２： １本)／薄刃×１枚

薄刃用固定具(ＺＨ１５×１個)

レジンキャスト・プラスチック・エポキシパテ・紙 ダンボール

化学繊維 布・モリパテ・光造形・シリコーン・カーボン 他

一言メモ！

本体付属の替刃は『デザインＤ刃３０度（0.38ＭＭ厚）』の刃を使用しております。

通常のカッターを使用した頻度で刃先の切れ味は悪くなりますので、早めに刃先の

交換を行う事できれいな仕上がりと作業時間の短縮に繋がります。

その際には当社の『オリジナルデザイン黒刃３０度』のご使用も可能ですので、

お近くの販売店様へご用命ください！

品名：DRｵﾘｼﾞﾅﾙｶｯﾀｰ 黒替刃

30度刃 10枚入

品番： 42-837

税込価格：550円(500)

※ 刃先を折ってご利用いただけます。

ドラパス 超音波カッター 『ＤＲＺＯ-30プラⅡ』 新発売！

『プラスチックがバターのように切れる！』のキャッチコピーで模型業界では好評発売中の

『エコーテック社超音波カッター』をドラパス仕様として発売を開始いたします。

弊社仕様には細部磨きに便利な「ドラパスオリジナル ダイヤモンドコーティング電着やすり刃」と

「ステンレス直尺15ｃｍ」を付属いたします。

体験された方はプラスチックにアクリルに・・・こんな風に刃が入るなんて！となること請け合いです。

力を入れずに硬い物が切れていくので女性にも安全です。是非、新感覚カッターご体験ください！
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有

15-752

15-753

品 番 商 品 名 税込価格（税抜） ＪＡＮコード 在庫残

4940288157514ＤＲ　　ステンレス直尺 15ｃｍ \440（400)

4940288157729

0

230207-4

詳しくは　https://www.drapas.jp

※ 新商品・改廃情報などは、弊社ホームページにも更新されております。

受注／本社ＦＡＸ： ０３-３９１６-５５３２　　大阪ＦＡＸ： ０６-６４５９-７１９４

15-751

ＤＲ　　ステンレス直尺 30ｃｍ

ＤＲ　　ステンレス直尺 60ｃｍ

\902（820)

\2,310（2,100) 4940288157538

0

15-754 ＤＲ　　ステンレス直尺 100ｃｍ \4,400（4,000) 4940288157545 有

は、『ドラパス株式会社』の登録商標です。

販売店様名：

配信：2023年２月DRAPAS  DRAWING  INSTRUMENTS   SINCE1916

NEWS Ｖｏｌ.4

重要！廃番に伴う一部商品供給停止のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、この度は下記商品の廃番供給停止が決定しましたのでご連絡させていただきます。

当該商品においては、数十年間もの間、弊社ステンレス直尺を生産納入していただいていた

生産業者様が廃業され、新しい業者様と生産・納入できるよう業者様と試作・打ち合わせを重

ねて参りました。しかしながら、あらゆる面において生産業者様と弊社の間で折り合うことが出

来なかったため、やむを得ず先述の判断をさせていただくこととなりました。

弊社ステンレス直尺をお取り扱いいただいていたお取引先様には誠にご迷惑をお掛けいたし

ますが、何卒、ご理解のほどお願い申し上げます。

尚、他社代替品については弊社担当営業までお問い合わせください。

今後、後継品（新規）の準備ができましたら再度ご案内させていただきます。

この度はご面倒、ご不便をおかけし誠に申し訳ございません。

敬具

※1・2 の15ｃｍ・30ｃｍの商品が即日の供給停止となっております。

※3・4 の60ｃｍ・100ｃｍについては新規商品に切り替わってないため、在庫限りでの出荷は可能です。
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ドラパスボード38

品  番 品　　　名 JANコード 価　格
№09-007 A2平行定規DXM-601    （ソフトケース付） 4940288 090071 ¥41,800(38,000)
№09-013 A2平行定規DXM-601PZ（ポートフォリオ付） 〃      090132 ¥45,650(41,500)

品　　　番 №09-007（JAN 4940288 090071）
外 形 寸 法 505×685㎜（突起物を含む）
図板サイズ 450×600㎜（マグネットボード仕様）
製 図 範 囲 426×600㎜
図板の傾斜角度 傾斜なし･傾斜角度6°･傾斜角度9°
フローティング装置 あり（調節ネジにより任意の位置に調整可）
スケールの固定 可能（固定ネジによる）
重　　　量 3.0㎏（本体）、3.49㎏（ソフトケース付）

付　属　品 携帯バッグ（防水）･取扱説明書･保証書
マグネットプレート（500㎜×2･300㎜×2）

品　　　番 №09-013（JAN 4940288 090132）
外 形 寸 法 505×685㎜（突起物を含む）
図板サイズ 450×600㎜（マグネットボード仕様）
製 図 範 囲 426×600㎜
図板の傾斜角度 傾斜なし･傾斜角度6°･傾斜角度9°
フローティング装置 あり（調節ネジにより任意の位置に調整可）
スケールの固定 可能（固定ネジによる）
重　　　量 3.0㎏（本体）、4.44㎏（ポートフォリオ付）

付　属　品 ポートフォリオバッグ･取扱説明書･保証書
マグネットプレート（500㎜×2･300㎜×2）

ドラパスボードDXM-601 A2平行定規
建築士試験では、与えられた課題を、限られた時間内に、きれいに正確に描き
上げなくてはなりません。ドラパスボードDXM-601は、建築士受験用平行定規
として持ち込みが可能となった1992年から、平行定規を発売しているメーカー
としてのノウハウを、すべて投入した製品です。

●スケールは簡単に倒立
　図面の貼り替えや､ 図板上の清掃、
　スケール裏面のお手入れ等が容易
　です。

●便利なペンシルケース付
筆記用具や三角スケール等の小物を
置けます。

●左右独立のフローティング装置
　ネジを回すだけで微調整可能。
　定規は最大で2㎜弱までご希望の
　位置に浮上します。

●図板傾斜角度は 3 段階に切替可能
最適な傾斜角度を選択できます。

（傾斜なし・傾斜角 6°・傾斜角 9°）
※写真は、多重露光撮影で、
　傾斜角度 6°・9°の位置の
　違いを示しています。

※マグネットプレートA2セット明細：300×27㎜・500×27㎜ 各2本
※上記2点は本体に付属していますが、別売も致します。

●マグネットボード仕様
製図板の表面にマグネットシート
をラミネート。付属のマグネット
プレート（500㎜× 2 枚・300㎜× 2 枚）
を置くだけで用紙の固定は OK。

※この写真のスタンドの位置は 9°です。

フローティング
　調節ネジ ※浮上量　最大で約 2㎜

スケール固定（ブレーキ）ネジ

フローティング
調節ネジ

ワイヤー

キャリッジローラー

スケール固定
（ブレーキ）ネジ

フローティング
調節ネジ

●図面の保護も万全
本格的なフローティング装置を搭載。
図面の汚れや破損を防ぎます。

●平行度微調整機構を搭載
左右の基準線調整ネジを緩め、
用紙とスケールの平行を合わせて、
ネジを固定します。

●正確で安定したスケール走行
　耐久性のあるワイヤーとキャリッ
　ジローラーの組み合わせにより、
　正確で軽快なスケール走行をお約
　束します。

● 38㎝の会議用テーブルにも対応
　奥行きの浅い会議用テーブルでも
　平行定規のズリ落ちる心配はあり
　ません。

※建築士受験のほかにも…
現場での作図・各種設計事務所・学校の
備品・個人用の教材として、設計・製図・
デザイン・トレース作業など多用途にご
利用ください。

●付属のマグネットプレートA2セット

❶軽量の防水加工のソフトケース（№09-061）
雨の日も安心です。両サイドにチャックが付き、
平行定規を簡単に収納できます。バッグのポケッ
ト部分には、製図用具を入れられます。
※外寸：715W × 515H × 35D㎜
　内寸：705W × 490H × 30D㎜

❷丈夫なポートフォリオバッグ（№09-063）
耐衝撃性に優れ、携帯時の平行定規の保護も万全で
す。バッグは A2 のポートフォリオ単体としても
ご利用いただけます。ショルダーベルト付です。
※外寸：715W × 560H × 45D㎜
　内寸：700W × 545H × 38D㎜

■特長
　●マグネットボード採用（プレート幅27㎜）
　●任意の位置で固定できるフローティング装置搭載
　●ワイヤーとキャリッジローラーの採用で耐久性抜群
　●図板傾斜角度の選べるスタンドを採用（傾斜なし･傾斜角6°･9°）
　●両サイドにチャックが付き､収納の簡単な防水携帯バッグ付属
　●建築士試験対応機種

※2種類の携帯バッグを選択できます。

品  番 品　　　名 重 量 JANコード 価　格
№09-063 専用ハードタイプ携帯バッグ（ポートフォリオ） 1440ｇ 4940288 090637 ¥8,745(7,950)
№09-061 専用ソフトタイプ携帯バッグ（ソフトケース） 490ｇ 〃　　090613 ¥4,180(3,800)
№11-043 マグネットプレートセットA2（4本組） 35ｇ 〃　　110434 ¥1,210(1,100)

■ドラパスボード DXM-601  製品仕様

■ドラパスボード DXM-601PZ  製品仕様

●標準付属品の別売価格

漓

漓

澆

潺

滷

滷

澆
潺

基準線調節ネジ（右）
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ドラパスボード・ドラパスパラ2 39

■仕様
●外形寸法：745×1035㎜　●製図板：665×900㎜　●製図範囲：594×900㎜
●付属マグネットプレート：800×27㎜／2枚、500×27㎜／3枚、300×27㎜／3枚
●スケールフローティング機構：あり　●使用傾斜角度：0〜10°（平面用）
●図板傾斜角度：傾斜なし・傾斜角度3.5°・傾斜角度5.5°　●重量：9.0kg

製図板をお持ちの方にお勧めする平行定規です。

●スケールは±16°傾斜しますので、
　平行斜線も簡単に引けます。

●図板角度傾斜スタンド：角度5.5°

●図板角度傾斜スタンド：角度3.5°
●傾斜角度を3段階に調

節できる図板角度傾斜
スタンド付です。

※裏面の写真です。

■特長
　●マグネットボード採用。
　●JIS A1規格を完全にカバーする
　　作図範囲。
　●簡単な操作、正確で耐久性のあ
　　るキャリッジローラシステム。
　●図面を汚さないスケールフロー
　　ティング機構（無段階に調整可）
　●図面の貼り替え･お手入れが楽
　　なスケール倒立タイプ。
　●傾斜角度を3段階に調節できる
　　図板角度傾斜スタンド付です。
　●スケールのアクリル部（下部）
　　に、カッティングエッジを貼り付け
　　てあります。カッティングマットを
　　併用しますと、カッティング作業
　　が行えます。

※製図台への固定方法は
　P40をご覧ください。

DXM-900N
好評のドラパスボードDXM-601の姉妹品です。平面専用機種です。
机上で据え置いてお使いいただけるように、安定感のある丈夫な作りです。±16°のスケ
ール傾斜ができます。耐久性抜群のキャリッジローラを採用。マグネットボード仕様、
机上に置いてすぐに製図ができる、図板角度傾斜スタンドが付属しております。

●製図板とスケールのフロート量を
　無段階に調整できます。

●スケールは倒立しますので、お手
　入れは「ラクラク」です。

■特長
　●スケール両端のガイドにより、
　　スケールが外れず安定感抜群。
　●スケール幅：70㎜（各種共通）
　●スケール厚：アクリル部分／5㎜
 　　スケール全体／11㎜
　●傾斜角度0〜10°の範囲でご使
　　用ください。
　　平面専用機種で、ウエイトバラ
　　ンサーはついておりません。
　※製図板は別売です。

●スケールの固定は大型の固定ネジ
　でしっかりと固定できます。

●耐久性に優れた金属ローラーを使用しております。

●カッティングエッジ

■付属取付部品
①ワイヤー固定部品（共通）×4
②取付ビス（共通）×12
③スケールガイド（共通）×2

ドラパスボードDXM-900N A1平行定規

ドラパス パラ2 （製図板は別売）

品　番 品　　　　　名 JANコード 価　格
№09-031 ドラパスボード  DXM-900N 4940288 090316 ¥63,800(58,000)

品　番 品　　名 適合製図板 JANコード 価　格
№09-024 ドラパス パラ2 90 A1判（600×  900㎜）4940288 090248 ¥21,450(19,500)
№09-025 ドラパス パラ2 105 B1判（750×1,050㎜） 〃　　090255 ¥23,100(21,000)

★
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平行定規セット・LEDデスクライト・製図機械替スケール40

ＤＸＭ-900Ｎ 平行定規セット

平行定規と製図台の固定方法

製図台の図板調整支管を適度な長さに調整します。
お手持ちの製図台の中央に本機をのせ、本機のペ
ンシルケースを製図台のペンシルケースに差し込
みます。
木ネジ（4本）を使い、ペンシルケースと図板調整
支管を本機の製図板に固定してください。

製図台の脚を開き、平行定規のペンシルケースの
スリットに製図台の固定部分を差し込みます。製
図台と平行定規が中央になるように左右のバラン
スを調整し、製図板受け2ケ所と、図板取付板9
ケ所（裏面から固定）付属の木ネジでしっかりと固
定してください。

頑丈な作りのA1平行定規・DXM-900Nと、スタンド製図台・パイプ製図台を組合せ
ました。
角パイプが主材の安定感のある丈夫な作りのDT-S15N、折りたたみができ使用しない
ときは僅か11㎝のコンパクトな厚さになるDT-P3。お部屋の環境でお選びください。

平行定規と製図台は、別梱包になります。下記の様に木ネジ 4 本で固定してください。

■DR-609SⅡの固定方法 ■DR-609PⅡの固定方法

※DXM-900Nは、平面専用機種です。傾斜角度0°〜10°の範囲でご使用ください。

角度固定ネジ

カッティングエッジ
（ステンレス製プレート付）

平行定規セット ＤＲ-609ＳⅡ

平行定規セット ＤＲ-609ＰⅡ

スリムＬＥＤ デスクライト

※製図台は傾斜できますが、平行定規が平面専用機種なので、0〜10°でのご使用になります。

A1平行定規・DXM-900Nと、安定感のあるスタンド製図台・DT-S15Nの組合せです。
お部屋の環境で、使用しないときに折りたたむ必要のない場合にお勧めします。

A1平行定規・DXM-900Nと、コンパクトに折りたためるパイプ製図台との組合せです。
狭いお部屋で、使用しないときに折りたたむ必要がある場合にお勧めします。

軽量・コンパクトのLEDライトです。付属のクランプで製図板の端に固定し使用します。
0.1W白色LEDライト36灯で、広配光ですが、LEDライトの交換はできません。
汎用タイプで殆どの製図板に取り付けられますが、平行定規の場合は、クランプで固
定しますので上部から30㎜程度は作図ができなくなります。
●光源：0.1W白色LED×36灯（交換不可）、●消費電力：約5.2W、●色温度：5500K、●くわえ幅：約10〜55㎜、
●寸法：約8W×105H×35D㎜、●重量：約320g、●電源コード長さ：1.8m MADE IN CHINA

武藤工業JL型、マックスGX-3型と適合するオリジナルの替スケールです。（板厚＝5㎜）
アクリル板から削り出しており、成型品によくあるひずみがありません。目盛はエン
ジンディバイドで彫刻し、インクを擦りこんであり、簡単に消えません。

トラックタイプ製図機械 替スケール（ドラパス）

①

①

品　番 型　番 製　図　台 JANコード 価　格
№09-041 DR-609SⅡ スタンド製図台DT-S15N 4940288 090415 ¥105,600(96,000)

品　番 型　番 製　図　台 JANコード 価　格
№09-044 DR-609PⅡ パイプ製図台DT-P3 4940288 090446 ¥101,200(92,000)

品　番 型　番 品　　　名 JANコード 価　格
№09-040 CCLE03N01BK スリムLEDデスクライト 4966307 373475 ¥8,800(8,000)

品　番 品　　　　名 JANコード 価　格
№09-071 替スケール 1/1×1/2（25㎝・40㎝ 2本組） 4940288 090712 ¥12,650(11,500)
№09-072 　　〃　　1/3×1/4（25㎝・40㎝ 2本組） 〃　　090729 ¥12,650(11,500)
№09-074 　　〃　　1/3×1/5（25㎝・40㎝ 2本組） 〃　　090743 ¥12,650(11,500)

※価格が赤文字の商品はオープン価格です。

●図板調整支管（右）★★

※弊社の在庫限りで廃番になります。

★★

※No.09-041は、平行定規と製図台の2梱包の出荷になります。

※No.09-044は、平行定規と製図台の2梱包の出荷になります。
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スタンド製図台 DT-S15N（ドラパス）

パイプ製図台 DT-P3（ドラパス）
スチール製23㎜φ丸パイプが主材、軽量な製図台です。平行定規を取りつけた状態で、
僅か11㎝厚になり、スペースの狭い場所でも、部屋を広く有効にお使いいただけます。
前面のアジャスター（２ケ所）により、高さを微調整できます。平行定規・製図板の固
定は、製図板受け２ケ所と、図板取付板９ケ所（裏面から固定）をビス止めします。
平面専用機種ですが、傾斜スタンド固定ネジの調整で、約0〜10°の傾斜ができます。

品　番 品　　名 JANコード 価　格
№09-054 パイプ製図台 DT-P3 4940288 090545 ¥37,400(34,000)

品　番 品　　名 JANコード 価　格
№09-053 スタンド製図台 DT-S15N 4940288 090538 ¥41,800(38,000)

DT-S15N 寸法図

565㎜
0〜 10°

LED透写台（大平産業）
光源は定格寿命30,000時間のLED蛍光灯です。全機種ともツマミの操作で４段階の明るさ

（100・70・50・30％）に調光できます。透写作業に大切なちらつきと明るさを追求しました。

41製図台・透写台

※卓上製図台：DT-S1は、2015年度で廃番になりました。

スチール製角パイプが主材です。図板フレームと本体支柱が一体になっております
ので、本体支柱と脚部を、六角ボルト４本で固定するだけの、組み立てが簡単な
汎用スタンド製図台です。アジャスター（４ケ所）により、高さを微調整できます。
製図板受けと支管パイプに平行定規・製図板を挟んで、ビス４本で固定します。

670-755㎜ 755-780㎜715-835㎜

820㎜ 410㎜

870㎜

710㎜ 645㎜

オリジナル 製図台（ドラパス）
オリジナル製図台を２タイプご用意しました。用途に応じてお選びください。
パイプ製図台は簡単にコンパクトに折りたたみできます。市販のほとんどの製図
機・平行定規・製図板に対応可能です。

機　種 DT-S15N DT-P3
適合製図板 A1〜B1 A1〜B1

図板傾斜角度 0°〜80° 0°〜10°
本体サイズ（㎜） W710×D645×H715〜835 W870×D580×H755〜780

重　量 11.0㎏ 9.0㎏

ドラパスボード DXM-900N を取り付けた場合、折りたたんだ状態で上の
写真のように僅か 11㎝のコンパクトサイズになります。

※大型商品（平面でA1サイズ以上）は、お買い上げ金額にかかわらず、送料のご負担をお願いしております。

※ハンディビューワは、2021年で廃番になりました。

0-80°

DT-P3 寸法図

★ ★ ★

★

★

笊

品　番 THI SKR-A0 THI SKR-A1 THI SKR-A1T
型　番 SKR-A0 SKR-A1 SKR-A1T

分類・サイズ スタンド型・A0 スタンド型・A1 卓上型・A1
透写面サイズ（㎜） W1186 X D826 W895 X D586 W895 X D586
外形サイズ（㎜） W1334 X D990 X H807 W1054 X D750 X H807 W1054 X D750 X H129/220
実効照度（ルクス） 最大8000±10％ 最大6000±10％ 最大6000±10％
使用光源 専用LEDランプ（40タイプX4） 専用LEDランプ（32タイプX3） 専用LEDランプ（32タイプX3）
調光方式 4段階調光（100/70/50/30％±10％） 4段階調光（100/70/50/30％±10％） 4段階調光（100/70/50/30％±10％）
定　格 100V 80W  50/60HZ共用 100V 48W  50/60HZ共用 100V 48W  50/60HZ共用

ガラス寸法（㎜） ｔ5 X W1194 X　D850 ｔ5 X W914 X　D610 ｔ5 X W914 X　D610
光源拡散板（㎜） ｔ2 乳白アクリル板 ｔ2 乳白アクリル板 ｔ2 乳白アクリル板
傾斜角度 0〜35ハンドルねじ込み操作 0〜35ハンドルねじ込み操作 7°傾斜角度固定
本体重量 46kg 30kg 20kg
価　　格 ¥363,000(330,000) ¥275,000(250,000) ¥242,000(220,000)

品　番 型　番 品　　名 JANコード 価　格
THI SKR-A0 SKR-A0  A0サイズ スタンド型透写台 — ¥363,000(330,000)

THI SKR-A1 SKR-A1  A1サイズ スタンド型透写台 — ¥275,000(250,000)

THI SKR-A1T SKR-A1T  A1サイズ 卓上型透写台 — ¥242,000(220,000)

■ LED 透写台仕様表

漓
滷

笆

■ LED 透写台寸法表
● SKR-K1 ● SKR-K0

● SKR-A1T

（単位：mm）
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42 ドラフトボーイ2・ドラフトボーイ（ドラパス）

■製品仕様

ドラフトボーイ2 （オリジナル）小型製図機械
●この製図機は、パイプのXY軸をヘッド部が上下／左右に移動するトラックタイ

プ方式です。定規の可動部分には全てラジアルベアリングを使用し、微細で大変
なめらかな動きと、プロにも満足できる精度が得られます。

●X軸スライドアクションボックス内に、復元スプリングが内蔵されており、正確
な作図ができます。

●グリップ部の形状は従来のものとは違い、操作性が良く使いやすくなっています。
●専用スケールの中央部分で、鎖線を引くことができます。
●マグネットボード仕様。用紙の固定はマグネットプレートでワンタッチです。
●コンパクトな設計でスペースをとらず、軽量で持ち運びも簡単です。
●A3用の携帯には、№11-103キャリーバッグ（P44に掲載）をご利用ください。

ドラフトボーイ（オリジナル）
簡易型の卓上製図機ドラフトボーイは、プーリー式製図機械のミニチュア版です。取
手付の外箱（外型寸法34×18×6㎝）込みの重量は、僅か480gと超軽量です。現場
や机上で簡単な図面を気軽に描いてみたい方に最適です。付属のスケールは縦15㎝
×横25㎝のL型のアクリル透明樹脂製で、1/1×1/2の目盛付です。分度板はL型の
樹脂に印刷されており、付属のネジで手動ロック方式により固定します。アームの
長さは260㎜＋260㎜で、ほぼA3判の製図範囲です。大変お求め安い価格設定です。

（製図板は別売です）

●スタンドは、傾斜なし・傾斜角度 5°・傾斜
角度 8°の 3 段階（A3 の場合）を選択できます。

①マグネット製図板　② X 定規　③ Y 定規　④マグネットプレート（4 枚）
⑤グリップ　⑥定規はね上げピース　⑦角度調整ネジ
⑧ X 軸スライドアクションボックス　⑨ Y 軸スライドアクションボックス
⑩主目盛　⑪バーニヤ目盛　⑫定規取付板　⑬ X 軸パイプ
⑭ Y 軸パイプ（2 本）　⑮傾斜スタンド

●グリップ部は従来のものと異なり、操作
性を追求した形状です。

ドラフトボーイ2DRAFTING  MACHINE
小型製図機械／マグネットボード仕様
CAD･プロッターだけでは作図が困難な場合があります。そこでプロにも使用で
きる安価で精密なA3／A2用製図機械を開発しました。

●ヘッド部が上下／左右に移動するトラッ
クタイプ方式です。

●スケール部分は、定規はねあげピースを
解除すると、はね上がります。

※写真のスタンド
　位置は8°です。

※スケールの中央部分で
　鎖線が引けます。

ドラフトボーイ2／A3

ドラフトボーイ2／A2

滷

澆
潺

潯

潘

澁澀

潛

澂

濳

潭

澁

Handy Draftingmachine

澎

ドラフトボーイ

漓

潸

品  番 品　　　　名 JANコード 価　格
№09-015 ドラフトボーイ2／A3（A3判） 4940288 090156 ¥50,600(46,000)
№09-016 ドラフトボーイ2／A2（A2判） 〃　　090163 ¥69,300(63,000)
№11-103 ドラフトボーイ2（A3判）専用携帯バッグ 〃　　111035   ¥3,850(3,500)
№09-017  専用替スケール（X･Y定規） 〃　　090170   ¥3,850(3,500)

品  番 品　　　　名 JANコード 価　格
№09-001 ドラフトボーイ（製図板別売） 4940288 090019 ¥6,490(5,900)
№09-004 専用替スケール（1/1×1/2） 〃　　090040 ¥2,310(2,100)

項目　   サイズ ドラフトボーイ2/A3 ドラフトボーイ2/A2
外 形 寸 法 575（W）×433（D）×133（H）㎜ 756（W）×558（D）×133（H）㎜
製　図　板 575（W）×410（D）×18（t）㎜ 756（W）×535（D）×18（t）㎜
製 図 範 囲 X方向：440㎜／Y方向：300㎜ X方向：610㎜／Y方向：415㎜
分度盤目盛 ±100°2°ピッチ／手動ロック ±100°2°ピッチ／手動ロック
角度読取方式 バーニヤ方式（最小読取設定単位15分） バーニヤ方式（最小読取設定単位15分）
スケール部 はね上げ方式（約100°）ワンタッチ操作 はね上げ方式（約100°）ワンタッチ操作
ス ケ ー ル

（鎖線スケール内蔵）
X定規：36（W）×270（L）×4（t）㎜／目盛0〜260㎜（1㎜ピッチ）
Y定規：36（W）×190（L）×4（t）㎜／目盛0〜180㎜（1㎜ピッチ）

マグネットプレート 27（W）×300（L）：4枚 27（W）×300（L）：2枚､500（L）：2枚
製図板傾斜角度 傾斜なし・5°・8°の3段階 傾斜なし・3°・6°の3段階
本 体 重 量 3.5㎏ 5.2㎏

ドラフトボーイ2/A3
専用携帯バッグ

№ 11-103

※ドラフトボーイ 2 のスケールは、1/1 のみで、他の縮尺スケールはありません。

※ No09-001 ドラフトボーイは、弊社の在庫限りで廃番になります。

潼
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最大適応製図用紙サイズ：A2　製図板サイズ：（480×830㎜）
標準価格　　　　　　　　  　MK JRA2E ¥159,500（145,000）

最小読取り単位10分のバーニアヘッドとマグネード図板を採用し
ております。
■ Drafcompo  Jr.（JR-A2E）標準仕様

適合製図板：V600〜750×H900〜1,120㎜適合製図板：V600〜750×H900〜1,120㎜

設計製図機械（武藤工業・ドラフター） 43

■仕様
●傾斜角度調節0〜75度まで任意固定可
●高さ調節845〜1,190㎜まで任意固定可
●質量14.0㎏

■仕様
●傾斜角度調節：多板ブレーキ付トーション・バー内蔵レバー式、0〜90度
まで任意固定可　●高さ調節：シリンダ・ブレーキ付シリンダ・バランス内蔵
ペダル式、720〜1,070㎜まで任意固定可　●質量22.1㎏

最大適応製図用紙サイズ:A1  製図板サイズ:B1（750×1,050㎜）

●セット構成例
セット合計標準価格　¥338,800

（308,000）
ドラフター/LAJ-1000　  ¥201,300

（183,000）
製図台/TW-200A　　　　¥90,200

（82,000）
製図板/BMJ-10　　　　  ¥47,300

（43,000）

LAJ-1000
●オプション
ドラフティング･チェア/CR-380　　 ¥47,300

（43,000）
ドラフライト/LE-20　　　　　　 ¥49,500

（45,000）

最大適応製図用紙サイズ:A1  製図板サイズ:A1（700×950㎜）

●セット構成例
セット合計標準価格 ¥249,700

（227,000）
パラライナー/UG-MA1 ¥159,500

（145,000）
製図台/TW-200A ¥90,200

（82,000）

UG-MA1

製図板

●オプション
ドラフティング･チェア/CR-380 ¥47,300

（43,000）
ドラフライト/LE-20　　　　 ¥49,500

（45,000）

最大適応製図用紙サイズ:A1    製図板サイズNEO-A1（670×1,120㎜）

●セット構成例
セット合計標準価格  ¥338,800

（308,000）
ネオドラフター/LAN-A1  ¥202,400

（184,000）
製図台/TW-200A ¥90,200

（82,000）
製図板/BM-A1N ¥46,200

（42,000）

LAN-A1
●オプション
ドラフティング･チェア/CR-380 ¥47,300

（43,000）
ドラフライト/LE-20 ¥49,500

（45,000）

　　　　　（ドラフコンポ ジュニア）

　　　　　（ドラフコンポ ジュニア）

LE-20
CR-380

最大適応製図用紙サイズ：A3　製図板サイズ：（365×650㎜）
標準価格　　　　　　　　  　MK JRA3E ¥143,000（130,000）

標準価格　　　　　　　　　　　 MK LE20 ¥49,500（45,000）
トラックタイプ・ドラフター、大型平行定規等に最適なLEDライトです。
■仕様
●色温度：5500K　●照度：約 1300Lx（中央 450mm 直下）
●駆動電圧：DC12V　●消費電力：約 13W
●電源供給：ACアダプター
●固定方法：万力
●外形寸法　950×450×100㎜
●質量：1.6㎏（ACアダプター別）

JR-A2E

JR-A3E

①マグネード（ドラフター専用マグネット製図板）

②ビニバン（ビニールシート貼り製図板）

TH-10A

標準価格　　　　　　　　　　　MK CR380 ¥47,300（43,000）

■仕様
●座板高さ調節：460〜620㎜　●質量11.3㎏
●色：ダークグレー（ビニールレザー）

ベーシック機能搭載のスタンダードモデル

MK LAJ1000 MK LANA1

¥90,200（82,000）MK TW200A

MK UGMA1

※納期お問い合せ商品となります ※武藤工業製品は、ご注文金額の多少にかかわらず、送料のご負担をお願いします。
※
※

種　類 型 番 サイズ（㎜） 価　格
MK BMA1N BＭ-A1N 670×1,120×29（A1） ¥46,200(42,000)
MK BMJ09 BMJ-09 600×900×29（A1） ¥40,700(37,000)
MK BMJ10 BMJ-10 750×1,050×29（B1） ¥47,300(43,000)

種　類 型 番 サイズ（㎜） 価　格
MK BV09 BV-09 600×900×29（A1） ¥24,200(22,000)
MK BV10 BV-10 750×1,050×29（B1） ¥31,900(29,000)

製 図 範 囲  430（V）×620（H）㎜（A2用紙対応）
外 形 寸 法 641（V）×830（H）×115（t）㎜
本 体 重 量 7.5㎏
角度読み取り方式 バーニヤ式　最小読み取り単位10分
傾   斜   脚 折畳ダブル方式（0°、15°、25°）

付   属   品 ドラフティングプレート（500㎜×2枚/300㎜×2枚）
字消板（1枚）ドラフターカバー

漓

滷

¥50,600（46,000）MK TH10A
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44 平行定規 ･キャリングバッグ

潯

キャリーバッグ（ドラパス）
A2判（450×600㎜）の製図板のほか、T型定規（60㎝まで）三角定規などを収納できます。
ポケット付です。長めの取手で、肩にかけて持ち運べます。防水生地を使用、折り返しに
はマジックテープ付です。●サイズ：640W×475H×40D㎜、ポケット：240W×210H㎜

品　番 品　　　　名 JANコード 価　格
№11-103 キャリーバッグ（製図板バッグ） 4940288 111035 ¥3,850(3,500)

平行定規キャリングバッグ（ドラパス）
●ソフトケースは、DXM-601 に付属のバッグで、両サイドファスナー付で、防水生地を使用してお
ります。ポケットには製図用品などの小物を収納できます。本体サイズ 685X500㎜程度の平行定規
が収納できます。●サイズ：715WX515HX35D㎜　ポケット：240WX210H㎜　●重量：490g　
●ポートフォリオは、DXM-601P に付属で、1.2㎜厚の PP シートを使用し、耐衝撃性に優れ、携行
時の平行定規の保護も万全です。A2 サイズの作品を入れるポートフォリオ単体としてもご利用になれ
ます。　●サイズ：外寸 715WX560HX45D㎜　内寸 700WX545X380D㎜　●重量：1440 ｇ

品　番 品　　　　名 JANコード 価　格
№09-061 平行定規キャリングバッグ（ソフトケース） 4940288 090613 ¥4,180(3,800)
№09-063 　　　　　〃　　　　　（ポートフォリオ） 〃　　090637 ¥8,745(7,950)

マルスライナーA2（ステッドラー）平行定規
●用紙の貼り替えが簡単なマグネットボード採用　●製図用紙の汚れや破損を防ぐ
フローティング機構　●スケールは倒立可能　●スケールは通常 5°、最大 16°ま
で傾斜可能　●基準線調整機能付　●スケール固定機能付　●持ち運びに便利な
ショルダーベルト付ソフトケース付属　●0°・6°・9°の3段階に固定可能なスタンド付
　●スチールプレート（4枚組）付属
960 A2：本体サイズ（507 × 688㎜）、作図範囲（453 × 600㎜）、本体重量（2.7㎏）

漓
滷
澆

※960 A2S仕様：28×550㎜＝2枚、28×330㎜＝2枚

品　番 品　　　　名 JANコード 価　格
ST 960 A2 マルスライナー A2判用（ソフトケース付属） 4955414 960005 ¥42,900(39,000)
ST LR960 A2 　　 〃 　　　A2判用ソフトケース 〃　　960050 　¥3,300(3,000)
ST 960 A2S A2判用 スチールプレート（4枚組） 〃　　960098 　¥1,650(1,500)

潺

潺
潸

マルス　テクニコ製図板（ステッドラー）
製図板左側の２連の溝（ダブルレール）に沿って、スライド定規が正確に移動します。
定規はテフロン加工のプラグによって滑るように動きます。
スライド定規は両端でロックされる（ダブルロックシステム）ので、ぶれがありません。
左へ動かすとロック、右へ動かすと開放されます。 バリオマチック製図ヘッドを使
用すれば、直定規・平行定規・分度器・Ｔ定規・三角定規の機能をコンパクトにまと
めたポータブル製図板になりますので、円グラフ・多角形・統計表などがコンパス
１本で簡単に作成できます。

品　番 品　　　　名 バーコード 価　格
ST 661 A3 マルステクニコ製図板 A3判用 4007817 600993 ¥16,500(15,000)
ST 660 20 バリオマチック製図ヘッド（661 A3用） 〃　　601150   ¥8,800(8,000)

※ST661 A3仕様
　製図板サイズ：377×515×21.5㎜、作図範囲：290×430㎜、本体重量：0.98㎏
　材質：ボード本体＝PS、定規部＝ABS＋PMMA

漓

滷 澆

澁

潸

潯

150㎜と 200㎜の対応目盛、5㎜間
隔の平行線ガイドがアームに付いて
います。分度器は 0 〜 90°対応目盛、
ダイメトリックプロジェクションの
ために 7°と 42°が刻印されておりま
す。角度調整はワンハンドロック、
STOP ＆ GO キーでスムーズにロッ
ク・移動できます。
●材質：ABS(グリップ部)、PC(定規部)

●ポートフォリオは、クロスバンドが付
き平行定規を固定できます。フタ
の内側にはポケット付で、Ａ２サイ
ズの製図用紙などが収納できます。

澀

澀

潯

※収納してある平行定規は、価格に含まれません。

澁
澀
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45製図板・製図用シート・マグネットプレート

ベニヤ製図板の表面に製図用シートを貼ることにより、なめらかな鉛筆タッチの
ビニボード感覚が保てます。（両面テープは別売です）

製図用シート（大平産業）

ベニヤ製図板の表面に貼りつければマグネットボード同様の機能を発揮します。
（マグネットプレート8枚と、両面テープ付）

マグネット製図板（大平産業）
図板の表面が特殊なマグネットシートで覆われていますから、図面の端にプレート
を置くだけで、図面にぴったり密着します。（マグネットプレート：A2判用＝30㎝
･50㎝各2枚、A1以上＝30㎝･50㎝各3枚 80㎝2枚付属）※№11-007＝ドラパス

ベニヤ製図板（大平産業）
軽くて反りがなく持ち運びにも便利な製図板です。価格も手ごろで、一般製図技
術者はもちろん、学校などで広く愛用されています。

ビニボード製図板（大平産業）
図板の表面をビニール加工した製図板です。鉛筆の走り具合も滑らかです。製図
用シートを貼る手間を省き、耐久性にも優れています。

マグネットシート（大平産業）

品　番 適合図板サイズ 図板サイズ JANコード 価　格
№11-021 A2判 450×　600×20㎜ 4940288 110212  ¥10,780(9,800)
№11-022 A1判 600×　900×30㎜ 〃　　110229 ¥17,820(16,200)
№11-023 B1判 750×1,050×30㎜ 〃　　110236 ¥27,060(24,600)
№11-024 A0判 900×1,200×30㎜ 〃　　110243 ¥34,100(31,000)

品　番 適合図板サイズ 図板サイズ JANコード 価　格
№11-001 A2判 450×　600×30㎜ 4940288 110014 ¥25,850(23,500)
№11-002 A1判 600×　900×30㎜ 〃　　110021 ¥37,620(34,200)
№11-003 B1判 750×1,050×30㎜ 〃　　110038 ¥45,760(41,600)
№11-004 A0判 900×1,200×30㎜ 〃　　110045 ¥57,200(52,000)
№11-007 700型（A1判ワイド） 670×1,120×30㎜ 〃　　110076 ¥36,850(33,500)

品　番 適合図板サイズ シートサイズ JANコード 価　格
№11-052 A1判用 600×　900×0.4㎜ 4940288 110526 ¥3,850(3,500)
№11-053 B1判用 750×1,050×0.4㎜ 〃　　110533 ¥4,620(4,200)
№11-054 A0判用 900×1,200×0.4㎜ 〃　　110540 ¥6,160(5,600)

品　番 適合図板サイズ 図板サイズ JANコード 価　格
№11-011 A2判 450×　600×30㎜ 4940288 110113 ¥17,050(15,500)
№11-012 A1判 600×　900×30㎜ 〃　　110120 ¥27,720(25,200)
№11-013 B1判 750×1,050×30㎜ 〃　　110137 ¥38,060(34,600)
№11-014 A0判 900×1,200×30㎜ 〃　　110144 ¥50,600(46,000)

品　番 適合図板サイズ シートサイズ JANコード 価　格
№11-032 A1判用 600×　900×0.45㎜ 4940288 110328 ¥20,900(19,000)
№11-033 B1判用 750×1,050×0.45㎜ 〃　　110335 ¥24,200(22,000)
№11-034 A0判用 900×1,200×0.45㎜ 〃　　110342 ¥29,700(27,000)澆

潸

滷

潺
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澀
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漓

マグネットボード・マグネットシートに使用するステンレス製のプレートです。厚さ僅か 0.1
㎜なので、製図作業の邪魔になりません。紙箱にセットしました。27㎜幅・0.1㎜厚
A2用（4 枚組）：長さ 30㎝×2 枚＋長さ 50㎝×２枚
A1用（8 枚組）：長さ 30㎝×3 枚＋長さ 50㎝×３枚＋長さ 80㎝×2 枚

使用頻度の多い内容を、PVC袋にセットしました。特に学校の教材にお勧めします。幅27㎜・
0.1㎜厚、PUSH部を押しますと、先端が浮き上がり、マグネットプレートが簡単に着脱できます。

マグネットプレート（ドラパス）紙箱入

マグネットプレート（ドラパス）PVC袋入
マグネットプレート 単品（ドラパス）10枚セット・PVC袋入

品　番 品　　　　名 JANコード 価　格
№11-043 マグネットプレートセット（A2用）4枚組・箱入 4940288 110434 ¥1,210(1,100)
№11-044 マグネットプレートセット（A1用）8枚組・箱入 〃　　110441 ¥2,310(2,100)
№11-049 マグネットプレート50㎝×4枚組・箱入 〃　　110496 ¥1,265(1,150)

品　番 品　　　　名 JANコード 価　格
№11-046 マグネットプレート20㎝×4枚組（袋入） 4940288 110465 ¥ 968(880)
№11-047 マグネットプレート20㎝・30㎝各2枚組（袋入） 〃　　110472 ¥ 990(900)
№11-048 マグネットプレート30㎝×4枚組（袋入） 〃　　110489 ¥1,012(920)

品　番 品　　名 サイズ（㎜） JANコード 価　格
№11-062 マグネットプレート 20㎝ 200×27 4940288 110625 ¥2,420(2,200)
№11-063 　　　〃　　　   30㎝ 300×27 〃　　110632 ¥2,530(2,300)
№11-065 　　　〃　　　   50㎝ 500×27 〃　　110656 ¥2,750(2,500)
№11-068 　　　〃　　　   80㎝ 800×27 〃　　110687 ¥4,345(3,950)

澁
澀

※大型商品（平面でA1サイズ以上）は、お買い上げ金額にかかわらず、送料のご負担をお願いしております。

★
★

★

★
★

★

★

★
★

★
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白セル縁T型定規（ドラパス）

T型定規用保護ケース（ドラパス）

米式T型定規（ドラパス）アクリル両透明縁
透明セル縁を両方につけた、使いやすい固定式のT型定規です。

※№12-005・白セル縦T字定規 105㎝は、廃番になりました。米式T型定規をご利用ください。
※白セルＴ定規 45㎝は、2022 年で廃番になりました。

漓

滷 潺

澆

澀

潯

※75㎝用は従来のケースで、画像とは異なります。

※主材が、ラミン材から松材に変わりました。
※主材が、ラミン材から松材に変わりました。一部ラミン材の出荷となります。
※75㎝は弊社の在庫限りで廃番になります。米式Ｔ型定規をご利用ください。

教授用品（ILS）アクリル製
3㎜厚透明アクリル樹脂製で、目盛は朱色のインクで印刷してあります。取っ手はゴム
製で、引き出すと伸びるタイプです。使用しない場合は殆ど平らになります。

潘
潼

品　番 品　　　名 長 さ JANコード 価　格
№12-002 白セル縁 T型定規 60㎝ 4940288 120020 ¥3,520(3,200)
№12-003 〃 75㎝ 〃　　120037 ¥4,070(3,700)
№12-004 〃 90㎝ 〃　　120044 ¥4,730(4,300)

品　番 品　　　名 長 さ JANコード 価　格
№12-012 米式T型定規（両透明縁） 60㎝ 4940288 120129 ¥5,060(4,600)
№12-013 〃 75㎝ 〃　　120136 ¥5,610(5,100)
№12-014 〃 90㎝ 〃　　120143 ¥6,050(5,500)
№12-015 〃 105㎝ 〃　　120150 ¥8,140(7,400)

品　番 品　　　名 サイズ JANコード 価　格
ILSTS600 アクリル製三角定規（2ヶ1組） 600㎜ 4535808 005019 ¥17,050(15,500)
ILSTB601 アクリル製分度器 580㎜ 〃　　005026 　¥9,900(9,000)

品　番 品　　　名 長 さ JANコード 価　格
№12-062 T型定規用保護ケース 60㎝ 4940288 120624 ¥1,485(1,350)
№12-053 〃　　 75㎝ 〃　　120532 ¥1,595(1,450)
№12-064 〃　　 90㎝ 〃　　120648 ¥1,980(1,800)
№12-065 〃　　 105㎝ 〃　　120655 ¥2,145(1,950)

漓
滷

アクリルT型定規（ドラパス）脱着式･収納ケース付

教授用品（ドラパス）木製

5㎜厚透明アクリル材使用。目盛付・インクエッジ付です。脱着式で、収納ケース
付なので、携帯にも便利です。上部にデバイダー目盛がついています。

木製で塗装が施してあり、目盛は白色で印刷してあります。取っ手は金属製です。
木製コンパスは、チョークの他、直径18㎜程度の筆記具を挟めます。

澁

濳潛

潭

澂

※木製コンパスは従来タイプと異なり､ 白墨以外にも6〜18㎜φのサインペン･ホワイトボード
マーカーなどもご使用いただけます。　※木製三角定規の目盛長は、400㎜です。

潸

品　番 品　　　名 長 さ JANコード 価　格
№12-032 アクリルT型定規（脱着式） 60㎝ 4940288 120327 ¥5,830(5,300)
№12-034 〃 90㎝ 〃　　120341 ¥7,260(6,600)

品　番 品　　　名 サイズ JANコード 価　格
№11-301 木製三角定規（2ヶ1組） 595㎜ 4940288 113015 ¥12,100(11,000)
№11-302 木製分度器 585㎜ 〃　　113022   ¥7,920(7,200)
№11-309 木製コンパス（N） 515㎜ 〃　　113091   ¥5,720(5,200)
№11-304 木製直定規 1000㎜ 〃　　113046   ¥4,950(4,500)

潸

潛

澁

濳
潭
澂

澆
潺

澀

潯

潼
潘

※取っ手のメーカーが変更になりましたので、若干仕様が異なります。


