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スプリングだから曲げる角度も自由自在 !!
曲げたい場所も自由自在 !!

表でおわかりのように 3 種類（#4･#5･#6）の溝でパイプ
を曲げる事が出来、角度も約 180°まで、曲げ内径も約
40 ㎜（3/8" の場合）で曲げる事が出来ます。

●ラン･マックス　チュービング（パイプ）ベンダー（3-IN-1）

●ラン･マックス　スプリングベンダー（SET）

上記より大きい（太い）サイズを曲げるパイプベンダーです。
角度も上記同様約 180°まで曲げる事が出来ます。

●ラン･マックス　チュービング（パイプ）ベンダー

ブレーキパイプ専用ベンダーです。サイズも 2
種類のローラーが付属、角度も約180°まで曲げ
る事が出来ます。
グリップも手になじみやすく力が入るよう波型

（ ）にしました。又、使用しない（別サイズ）
ローラーは失わないようグリップ下へネジ止め
で固定するようになっています。

●ラン･マックス　ブレーキパイプベンダー

約40㎜

チューブ
（パイプ）

約19㎜

ブレーキパイプ

RT3905：約46㎜
RT3910：約76㎜

チューブ
（パイプ）

TOOLS

アルミ､ 銅パイプ ,etc. 軟質専
用です。
ステンレス ､ スチールパイプ ,etc.
硬質使用不可

注意

アルミ､ 銅パイプ ,etc. 軟質専
用です。
ステンレス ､ スチールパイプ ,etc.
硬質使用不可

注意

品　番 パイプ外径使用範囲（㎜）3種類 本体価格（税込価格）

RT3755 1/4"（6.4）・5/16"（7.9）・3/8"（9.5） ￥3,300（¥3,630）

品　番 パイプ外径使用範囲 本体価格（税込価格）〈全部で〉
RT458 1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8" ¥2,800（¥3,080）

品　番 使用パイプ
外径（㎜） 材　質 本体価格

（税込価格）

RT4864 3/16"（4.8）&
1/4"（6.4）

アルミ製
（一部スチール）

¥8,300
（¥9,130）

品　番 チューブ
外径（㎜）

チューブ
サイズ（#）

本体全長
（㎜） 本体価格（税込価格）

RT3908 1/2"（12.7） 8 380 ¥4,700（¥5,170）

RT3910 5/8"（15.9） 10 400 ¥4,700（¥5,170）

6.4 ㎜ 7.9 ㎜ 9.5 ㎜ 12.7 ㎜ 15.9 ㎜

カラー：P49参照

RT3908／RT3910
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※上記ダイス＆タップサイズは、
　P186 イラストを参照して下さい。

※ミリネジ＆インチネジサイズとは !?  P182 を参照して下さい。

●ハンソン（MADE IN USA）

■タップ

■ダイス

■タップ＆ダイスハンドル

■ピッチゲージ

H12498

H12088

H12026

H12436

TOOLS

品　番 サイズ（テーパーネジ） 左記使用ハンドル品番 本体価格（税込価格）
H8202  NPT1/8-27 H12088 ￥1,700（¥1,870）
H8203  NPT1/4-18 H12498 ￥2,000（¥2,200）
H1904  NPT3/8-18 H12498 ￥3,300（¥3,630）
H1905 NPT1/2-14 H12498 ￥4,400（¥4,840）

H1911 PT1/8-28（日本規格） H12088 ￥1,700（¥1,870）
H1912 PT1/4-19（日本規格） H12088 ￥1,800（¥1,980）

品　番 仕　様  サイズ（㎜） 本体価格（税込価格）
H12016  ミリネジ （0.35〜3㎜）全16サイズ ￥2,400（¥2,640）
H12018  インチネジ（8〜44山）   全18サイズ ￥3,300（¥3,630）

品　番 仕　様  差し込み角使用範囲（㎜）全長（㎜） 本体価格（税込価格）
H12026  ダイス ヘキサゴン 1"（26.2） 225 ￥3,900 （¥4,290）
H12436  ダイス ヘキサゴン 1"7/16（37.0） 355 ￥6,500 （¥7,150）

H12088  タップ 〜1/2"（13.2） 225 ￥4,600 （¥5,060）
H12498  タップ 1/4"〜1"（6.4〜25.4） 460 ￥12,500（¥13,750）

品　番 サイズ（テーパーネジ） 左記使用ハンドル品番 本体価格（税込価格）
H9502 NPT1/8 H12026 ￥2,000（¥2,200）
H9503  NPT1/4 H12026 ￥2,100（¥2,310）
H7004  NPT3/8 H12436 ￥4,700（¥5,170）
H7005 NPT1/2 H12436 ￥4,700（¥5,170）

H6711 PT1/8（日本規格） H12026 ￥1,500（¥1,650）
H6712 PT1/4（日本規格） H12026 ￥2,800（¥3,080）

特　徴
■通常良く使うミリネジとインチネジ（合計14種類）
をピックアップしたセットになっています。

■ 1個のゲージでオスとメス両方のネジを測定。

■ミリネジ（ブラック）とインチネジ（シルバー）は
分かり易く色分け。

■一目で分かるよう個々にレーザー刻印でネジサイズ
を表示。

■つまむ所は滑りに
くいローレット加
工済。

■大事なネジ部はサ
ビたり変形したり
せず、何十年も使
えるような材質を
選択。

■持ち運びに便利な
専用プラスチック
ケース入り。

●ラン･マックス　オス＆メス・ネジ計測ゲージセット（専用ケース付）

品　番 ネジサイズ 本体価格（税込価格）

RT3935 右記表参照 ￥13,800（¥15,180）

各ネジサイズ表
ミリネジ インチネジ

M8×1.25 UNF3/8"-24
M10×1.0 UNF7/16"-20
M10×1.25 UNF7/16"-24
M10×1.5 UNF1/2"-20
M12×1.0 UNF9/16"-18
M12×1.25 ―
M12×1.5 ―
M14×1.5 ―
M16×1.5 ―

カラー：P51 参照

New




