
  

 

 （インバータ･トップランナー対応 高効率モータ標準装備） 

 

☆表示価格は混乱を避ける為、当面は外税表示（税抜き）とさせて頂きます。 

 

＊機械本体御注文時に御指定ください。 

 

K3701 

 

専用マシンスタンド（ブラック） 

 

※USL5.7-INV旋盤本体付属のチッ 

プトレイを載せて使用します。 

旋盤本体と同時にご発注の場合 

は、本体付属のチップトレイを 

マシンスタンドに組み付けて出荷 

いたします。 

 

※USL5.7SA-INV は、スタンド（チ 

ップトレイ付）一体型につき必要 

ありません 

￥78,000 

 

K6017-1 
ミツトヨ製デジタルスケール１軸 

(クロス方向) ￥60,000 

 

■個々のバイトの価格は旋盤作業用切削工具価格表をご覧ください。 

＊＊価格は倉庫渡し現金価格です。 

  お支払条件が異なる場合は別途お見積りとなります。 

 

＊＊発送の場合は梱包費、運賃を別途頂戴いたします。 

 

＊＊消費税は別途加算させていただきます。 

 

＊＊立会試運転は、原則として行っておりません。 

 

＊＊価格は諸般の事情により変更させて頂く場合があり 

ますので都度最新の価格をご確認ください。 

 

23.01 

ショップエース USL5.7SA-INV・USL5.7-INV 小型精密旋盤 価格表 
 

寿貿易株式会社 メカニクス機械事業部 〒135-0031 東京都江東区佐賀 1-11-11 TEL 03-3642-3095 FAX 03-3641-8443 

 

K3423 心押台固定用レバー ￥39,000 

 

K2501 
 

スプラッシュガード 

 
￥30,000 

 

K3236 
 

木工アタッチメント 

 
￥12,000 

 

＊機械本体を御注文時に御指定ください。 

（2軸以上は都度見積となります） 

K255010 USL5.7SA-INV 型 旋盤(無段変速ｽﾀﾝﾄﾞ一体型) 

基本セット 
￥943,000 

本体+三爪スクロールチャック〔125 ㎜〕、 

角スポール、固定センタ MT4及 MT2、 

チェンジギヤセット、工具類 付 

 

K255020 USL5.7SA-INV 型 旋盤(無段変速ｽﾀﾝﾄﾞ一体型) 

標準セット 
￥976,900 

基本セット+回転センタ MT2、 

ドリルチャック 13mm （アーバ MT2 付）、 

6 本組バイトセット（超硬付刃 10mm 角）、 

センタドリル 付 

 

K255030 USL5.7SA-INV 型 旋盤(無段変速ｽﾀﾝﾄﾞ一体型) 

フルセット 
￥1,073,900 

基本セット+回転センタ MT2、 

ドリルチャック 13mm （アーバ MT2 付）、 

6 本組バイトセット（超硬付刃 10mm 角）、 

センタドリル、四爪インデペンデントチャッ

ク、面板（専用押さえ金具付）、固定振止、 

移動振止 付 

 

K250010 USL5.7-INV 型 旋盤基本セット ￥770,000 

本体+三爪スクロールチャック〔125 ㎜〕、 

角スポール、固定センタ MT4及 MT2、 

チェンジギヤセット、工具類 付 

 

K250020 USL5.7-INV 型 旋盤標準セット ￥803,900 

基本セット+回転センタ MT2、 

ドリルチャック 13mm （アーバ MT2 付）、 

6 本組バイトセット（超硬付刃 10mm 角）、 

センタドリル 付 

 

K250030 USL5.7-INV 型 旋盤フルセット ￥900,900 

 

基本セット+回転センタ MT2、 

ドリルチャック 13mm （アーバ MT2 付）、 

6 本組バイトセット（超硬付刃 10mm 角）、 

センタドリル、四爪インデペンデントチャッ 

ク、面板（専用押さえ金具付）、固定振止、 

移動振止 付 

 

 

K3705 
クイックチェンジツールポスト 

(バイトホルダ３個付) 
￥35,000 

 

K3420 
 

生爪（三爪チャック用） 

 
￥17,000 

 



 

☆表示価格は混乱を避ける為、当面は外税表示（税抜き）とさせて頂きます。 

 

旋盤作業用切削工具  価格表 

K8001 

６本組バイトセット（木箱入） 

（６mm角×65mm HSS全身バイト） 

トガリ先、右仕上、左仕上、荒削、突切、 

中ぐり、 

敷板0.2 0.5 1.0厚 各２枚 付 

13,000 

 

バイトの全長は若干のバラツキがあります。予めご了承ください。 

 

K80011 未成形バイト HSS 全身バイト６×６×６５mm ¥ 1,500 

K80012 トガリ先バイト    〃     〃 1,980 

K80013 右仕上バイト     〃     〃 1,980 

K80014 左仕上バイト     〃     〃 1,980 

K80015 荒削りバイト     〃     〃 1,980 

K80016 突切りバイト    〃     〃 2,300 

K80017 中ぐりバイト     〃     〃 2,300 

K80018 外ねじバイト     〃     〃 1,980 

K80019 内ねじバイト     〃     〃 2,300 

 

8ｍｍ角バイト 
 
K8002 

６本組バイトセット超硬付刃バイト８mm角 

右仕上、左仕上、突切、中ぐり、内ねじ、 

外ねじ 
¥9,000 

 

K80021 右仕上バイト 超硬付刃バイト 8mm 角 1,650 

K80022 左仕上バイト  〃   〃 1,650 

K80023 突切バイト   〃   〃 2,200 

K80024 中ぐりバイト  〃   〃 1,800 

K80025 外ねじバイト  〃   〃 1,650 

K80026 内ねじバイト  〃   〃 1,800 

 

＊＊価格は倉庫渡し現金価格です。 

  お支払条件が異なる場合は別途お見積りとなります。 

＊＊発送の場合は梱包費、運賃を別途頂戴致します。 

＊＊消費税は別途加算させていただきます。 

＊＊価格は諸般の事情により変更させて頂く場合があります 

ので、都度最新の価格をご確認ください。 

 

10ｍｍ角バイト 

K8003 

６本組バイトセット超硬付刃バイト10mm角 

右仕上、左仕上、突切、中ぐり、内ねじ、 

外ねじ 

¥9,000 
(特価) 

 

K80031 右仕上バイト 超硬付刃バイト 10mm 角 1,650 

K80032 左仕上バイト   〃     〃 1,650 

K80033 突切バイト    〃     〃 2,200 

K80034 中ぐりバイト   〃     〃 1,800 

K80035 外ねじバイト   〃     〃 1,650 

K80036 内ねじバイト   〃     〃 1,800 

 

■Ｌ１５０旋盤では使用できません。 

 

６ｍｍ角バイト 
 

23.04 
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＊機種により使用可能なバイトが異なります。 

＊付属品（アクセサリー）資料集「各種のバイト」の 

機種別使用可能なバイトサイズをご確認ください。 

13ｍｍ角バイト 
 

K8004 

６本組バイトセットHSS付刃バイト13mm角 

右仕上、左仕上、突切、中ぐり、内ねじ 

外ねじ 

¥ 48,000

（特価） 

 

K80041 右仕上バイト ＨＳＳ付刃バイト 13mm 角 ¥8,600 

K80042 左仕上バイト    〃    〃 8,600 

K80043 突切バイト     〃    〃 8,600 

K80044 中ぐりバイト    〃    〃 9,700 

K80045 外ねじバイト    〃    〃 8,600 

K80046 内ねじバイト    〃    〃 9,700 

右仕上げバイトと左仕上げバイトの混同にご注意下さい!! 

（市販のいわゆる右剣・左剣とは異なる場合があります。） 

右仕上げバイトとは、旋盤加工で最も多く使用されるバイトで、 

長手方向を右から左方向に切削するためのものです。 

左仕上げバイトは、主に端面切削等に使用されるバイトで、 

端面を手前から中心まで切削するためのものです 

K8007 
ローレット（旋盤用） 

綾目・平目駒 各２コ付 
12,000 

 

K8008 センタドリル(２mm 両刃、シャンク６mm) 1,500 

 


