
ゲートカットロボット用エアーニッパーカタログ

アインツ製ミニエアーニッパー ユーシン精機製エアーニッパー

エアーニッパーをゲートカット機に取り付けるために、別途ニッパーベースが必要です。

オプションカタログを参照してください。

カタログ内の価格は税別です。

ベッセル製エアーニッパーブレード ベッセル製エアーニッパーブレード

ベッセル製エアーニッパーブレードは、カタログ記載以外に特殊刃の提案もできます。

取り寄せ品もございます。当社まで、お問い合わせください。

本書の内容、値段は予告なしに変更することがあります。

変更後は、随時弊社ホームページ内のデータを更新いたします。

ご注文時には、最新の価格をご確認の上ご連絡をお願いいたします。

川口興産株式会社

ベッセル製エアーニッパー

標準刃 特殊刃



ベッセル製エアーニッパー
ＮＴシリーズ　タテ型（刃開き調整機構付き） ＮＹシリーズ　ヨコ型
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　ＮＴ０３ＡＪ　標準刃 2 　ＮＹ０５ＡＪ　標準刃　　 11 　Ｎ２０ＡＥ　樹脂用クイキリ刃　 19

　ＮＴ０３ＡＴ　薄刃 2 　ＮＹ０５ＡＪＢ　超硬チップ付き 11 　Ｎ２０ＡＪＬ　 19

　ＮＴ０３ＡＹ　寄せ刃 2 　ＮＹ０５ＡＪＴ　薄刃　 11 　Ｎ２０ＡＭＬ１４９８　 20

ＧＴ－ＮＴ０５（Ｒ） 3 　ＮＹ０５ＡＨ　　クランク 12 　Ｎ２０ＡＭＲ１４９９　 20

　ＮＴ０５ＡＪ　標準刃　 3 　ＮＹ０５ＲＡＪ　ストレート刃 12

　ＮＴ０５ＡＪＢ　超硬チップ付き　 3 　ＮＹ０５ＲＡＨ　クランク　 12 アインツ製ミニエアーニッパー
　ＮＴ０５ＡＪＬ　ロング刃 4 ＧＴ－ＮＹ１０（Ｒ） 13 ＮＷシリーズ

　ＮＴ０５ＡＪＴ　薄刃　 4 　ＮＹ１０ＡＪ　標準刃　　 13 　ＮＷ１－１０ 21

　ＮＴ０５ＡＪＹ　寄せ刃　 4 　ＮＹ１０ＡＪＬ　ロング刃　 13 　ＮＷ１－１０１ 21

　ＮＴ０５ＡＤ　乗刃　 4 　ＮＹ１０ＡＪＢ　超硬チップ付き 13 　ＮＷ１－１０Ｒ 22

　ＮＴ０５ＡＪＨ　ハイスチップ付き　5 　ＮＹ１０ＡＪＴ　薄刃　 14 　ＮＷ２－２０ 22

　ＮＴ０５ＡＥ　クイキリ刃 5 　ＮＹ１０ＡＨ　クランク　 14 　ＮＷ２－２０１ 23

　ＮＴ０５ＡＪＶ　Ｖ字刃　 5 　ＮＹ１０ＲＡＪ 14 　ＮＷ２－２０Ｒ 23

　ＮＥ５ＡＪ 5 　ＮＹ１０ＲＡＨ　クランク　 14 　ＮＷ２－２０－Ｖ００１Ｓ 24

ＧＴ－ＮＴ１０（Ｒ） 6 ＧＴ－ＮＹ１５（Ｒ） 15 　ＮＷ２－２０Ｒ－Ｖ００１Ｓ 24

　ＮＴ１０ＡＪ　標準刃　　 5 　ＮＹ１５ＡＪ　標準刃　　 15 　ＮＷ２－２０－０１Ｃ 25

　ＮＴ１０ＡＪＢ　超硬チップ付き 5 　ＮＹ１５ＡＪＢ　超硬チップ付き 15 　ＮＷ２－３５ 25

　ＮＴ１０ＡＪＴ　薄刃　 7 　ＮＹ１５ＲＡＪ 15 　ＮＷ２－３５Ｒ 26

　ＮＴ１０ＡＪＹ　寄刃　 7 　ＮＹ１５ＲＡＨ　クランク　 15 　ＮＷ２－３５－Ｖ００１Ｓ 26

　ＮＴ１０ＡＤ　乗刃 7 ＧＴ－ＮＹ２５（Ｒ） 16 　ＮＷ２－３５Ｒ－Ｖ００１Ｓ 27

　ＮＴ１０ＡＪＶ　Ｖ字刃 7 　ＮＹ２５ＡＪ　標準刃　　 16 　ＮＷ２－３５－０１Ｃ 27

　ＮＴ１０ＡＥ　クイキリ刃　 8 　ＮＹ２５ＡＪＢ　超硬チップ付き 16

　ＮＴ１０ＡＪＨ　ハイスチップ付き 8 　ＮＹ２５ＡＨ　クランク 17 ユーシン精機製エアーニッパー
　ＮＴ１０ＡＪＬ　ロング刃 8 　ＮＹ２５ＲＡＪ逆刃 17 ＡＰＮ－０２－Ｃ

ＧＴ－ＮＴ２０ 9 　ＮＹ２５ＲＡＨ　クランク 17 　正刃 28

　ＮＴ２０ＡＪ　標準刃　　 9 角形　ＧＴ－ＮＳ２０ 18 　ロング刃 28

　ＮＴ２０ＡＤ　乗刃 9 　Ｎ２０ＡＰ 18 　逆刃 28

　ＮＴ２０ＡＪＢ　超硬チップ付き　 10 　Ｎ２０ＡＪ 18 　クイキリ刃 28

　ＮＴ２０ＡＪＨ　ハイスチップ付き　10
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ベッセル製エアーニッパー
ブレード（刃）　は別売りです。

ＮＴ０３ＡＪ

ＮＴシリーズ　タテ型　（刃開き調整機構付き） 　標準刃　

¥5,700

ＧＴ－ＮＴ０３ GT-NT03-4 GT-NT03R-4

重量

スライド方向
と範囲

引き
０～３ mm

押し
０～３ mm

使用ホース

価格 ¥27,000 ¥27,000 ＮＴ０３ＡＪＴ

　薄刃

¥7,200

ＮＴ０３ＡＪＹ　

　寄せ刃

¥12,100

ニッパーベース　ＮＴ－０３用　￥５,０００

エアーニッパーをゲートカット機に取り付けるために、ニッパーベースが必要です。

切断能力
硬質樹脂　φ１．０ mm

軟質樹脂　φ１．５ mm

１７８ g

内径φ２．５ × 外径φ４mm
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ＧＴ－ＮＴ０５ GT-NT05-4 GT-NT05R-4

ＮＴ０５ＡＪ　標準刃 ¥7,000

重量

スライド方向
と範囲

引き
０～３ mm

押し
０～３ mm

使用ホース

価格 ¥27,000 ¥27,000

ＮＴ０５ＡＪＢ　超硬チップ付き ¥12,450

ニッパーベース　ＮＴ－０５用　￥５,０００

エアーニッパーをゲートカット機に取り付けるために、ニッパーベースが必要です。

切断能力
軟質樹脂　φ２．５ mm

硬質樹脂　φ１．５ mm

３２５ g

内径φ２．５ × 外径φ４mm
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ＮＴ０５ＡＪＬ　ロング刃 ¥9,600 ＮＴ０５ＡＪＹ　寄せ刃 ¥12,700

　

ＮＴ０５ＡＪＴ　薄刃 ¥7,920 ＮＴ０５ＡＤ　乗刃 ¥22,700
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ＮＴ０５ＡＪＨ　ハイスチップ付 ¥12,600 ＮＴ０５ＡＪＶ　Ｖ字刃 ¥8,100

ＮＴ０５ＡＥ　クイキリ刃 ¥8,460 ＮＥ５ＡＪ ¥5,200
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ＧＴ－ＮＴ１０ GT-NT10-6 GT-NT10R-6

ＮＴ１０ＡＪ　標準刃　 ¥6,000

重量

スライド方向
と範囲

引き
０～３ mm

押し
０～３ mm

使用ホース

価格 ¥28,500 ¥28,500

ＮＴ１０ＡＪＢ　超硬チップ付き ¥12,700

ニッパーベース　ＮＴ－１０用　￥５,０００

エアーニッパーをゲートカット機に取り付けるために、ニッパーベースが必要です。

５１５ g

切断能力
軟質樹脂　φ３．５ mm

内径φ４ × 外径φ６mm

硬質樹脂　φ２．３ mm
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ＮＴ１０ＡＤ　乗刃 ¥23,700

ＮＴ１０ＡＪＴ　薄刃 ¥7,200

ＮＴ１０ＡＪＶ　Ｖ字刃 ¥8,300

ＮＴ１０ＡＪＹ　寄刃 ¥13,200
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ＮＴ１０ＡＪＨ

　ハイスチップ付き

ＮＴ１０ＡＥ　クイキリ刃 ¥8,900

ＮＴ１０ＡＪＬ

　ロング刃

¥7,200

¥13,900
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ＧＴ－ＮＴ２０ GT-NT20-6 GT-NT20R-6 ＮＴ２０ＡＪ　標準刃　 ¥7,650

重量

スライド方向
と範囲

引き
０～８ mm

押し
０～８ mm

使用ホース

価格 ¥33,000 ¥33,000

ＮＴ２０ＡＤ　乗刃 ¥28,200

ニッパーベース　ＮＴ－２０用　￥５,０００

エアーニッパーをゲートカット機に取り付けるために、ニッパーベースが必要です。

切断能力
軟質樹脂　φ５．０ mm

硬質樹脂　φ３．４ mm

９３０ g

内径φ４ × 外径φ６mm
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ＮＴ２０ＡＪＢ　超硬チップ付き ¥18,300

ＮＴ２０ＡＪＨ　ハイスチップ付き ¥13,350
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ベッセル製エアーニッパー
ブレード（刃）　は別売りです。 ＮＹ０５ＡＪ　　

標準刃

ＮＹシリーズ　ヨコ型 ¥7,450

ＧＴ－ＮＹ０５ GT-NY05-4 GT-NY05R-4

重量

スライド方向
と範囲

引き
０～３ mm

押し
０～３ mm

使用ホース

価格 ¥21,500 ¥21,500 ＮＹ０５ＡＪＢ

超硬チップ付き

¥17,250

ＮＹ０５ＡＪＴ

　　薄刃

¥9,450

ニッパーベース　ＮＹ－０５用　￥５,０００

エアーニッパーをゲートカット機に取り付けるために、ニッパーベースが必要です。

硬質樹脂　φ２．０ mm

１５５ g

内径φ２．５ × 外径φ４mm

切断能力
軟質樹脂　φ３．０ mm
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ＮＹ０５ＡＨ　クランク ¥17,000 ＮＹ０５ＲＡＨ　クランク ¥19,000

ＮＹ０５ＲＡＪ　 ¥8,250
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ＧＴ－ＮＹ１０ GT-NY10-4 GT-NY10R-4 ＮＹ１０ＡＪ　標準刃　

¥7,740

重量

スライド方向
と範囲

引き
０～３ mm

押し
０～３ mm

使用ホース

価格 ¥22,000 ¥22,000

ＮＹ１０ＡＪＬ

　ロング刃

¥11,000

ＮＹ１０ＡＪＢ

超硬チップ付き

¥17,700

ニッパーベース　ＮＹ－１０用　￥５,０００

エアーニッパーをゲートカット機に取り付けるために、別途ニッパーベースが必要です。

２１０ g

内径φ２．５ × 外径φ４mm

切断能力
軟質樹脂　φ３．５ mm

硬質樹脂　φ２．３ mm
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ＮＹ１０ＡＪＴ　薄刃 ¥9,600 ＮＹ１０ＲＡＪ ¥8,400

ＮＹ１０ＡＨ　クランク ¥19,800 ＮＹ１０ＲＡＨ　クランク　 ¥20,250
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ＧＴ－ＮＹ１５ GT-NY15-4 GT-NY15R-4

ＮＹ１５ＡＪＢ

　超硬チップ付き

重量 ¥18,450
スライド方向

と範囲
引き

０～３ mm
押し

０～３ mm

使用ホース

価格 ¥24,000 ¥24,000

ＮＹ１５ＲＡＪ

逆刃

¥8,700

ニッパーベース　ＮＹ－１５用　￥５,０００

エアーニッパーをゲートカット機に取り付けるために、ニッパーベースが必要です。

ＮＹ１５ＡＪ 標準刃　 ¥7,900

ＮＹ１５ＲＡＨ

　クランク

¥20,600

３１９ g

内径φ２．５ × 外径φ４mm

軟質樹脂　φ４．０ mm

硬質樹脂　φ２．６ mm
切断能力
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ＧＴ－ＮＹ２５ GT-NY２5-6 GT-NY25R-6 ＮＹ２５ＡＪ　標準刃　 ¥9,200

重量

スライド方向
と範囲

引き
０～５ mm

押し
０～５ mm

使用ホース

価格 ¥27,000 ¥27,000

ＮＹ２５ＡＪＢ　超硬チップ付き ¥19,950

ニッパーベース　ＮＹ－２５用　￥５,０００

エアーニッパーをゲートカット機に取り付けるために、ニッパーベースが必要です。

５８０ g

内径φ４ × 外径φ６mm

切断能力
軟質樹脂　φ５．０ mm

硬質樹脂　φ３．４ mm
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ＮＹ２５ＡＨ　クランク ¥20,850

ＮＹ２５ＲＡＪ　逆刃 ¥10,200 ＮＹ２５ＲＡＨ　クランク ¥20,600
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ベッセル製エアーニッパー
ブレード（刃）　は別売りです。 ニッパーステー　ＮＳ２０用

エアーニッパーをゲートカット機に取り付けるために、

角形　ＧＴ－ＮＳ２０ 主にランナーカット用として使用します。 ニッパーステー・スライドベースが必要です。

ニッパーステー　￥３,０００

スライドベース　￥１２,０００

Ｎ２０ＡＪ

¥10,350

重量

エアー吸入口
ネジ径

価格

Ｎ２０ＡＰ

¥6,300

硬質樹脂　φ５．０ mm
切断能力

軟質樹脂　φ７．０ mm

３７０ g

Ｒｃ１／８

¥27,000
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Ｎ２０ＰＦ　フラット切断刃　 ¥7,000 Ｎ２０ＡＪＬ ¥11,250

Ｎ２０ＡＥ　クイキリ刃 ¥6,045
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Ｎ２０ＡＭＬ１４９８　 ¥42,700

Ｎ２０ＡＭＲ１４９９ ¥42,700
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アインツ製ミニエアーニッパー
ＮＷ１０用　￥１０,０００

ＮＷシリーズ ＮＷ２０用　￥１０,０００

ＮＷ３５用　￥１０,０００

ＮＷ１－１０ 刃の形状 正刃 刃の形状 薄刃

動作 引く 動作 引く

切断能力
軟質樹脂

φ１．７ｍｍ
切断能力

軟質樹脂
φ１．７ｍｍ

刃開き ３ ｍｍ 刃開き ３ ｍｍ

重量 １１０ ｇ 重量 １１０ ｇ

価格 ¥16,900 価格 ¥20,000

ＮＷ１－１０１

エアーニッパーをゲートカット機に取り付けるために、別途ニッパーベースを使用すると便利です。
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ＮＷ１－１０Ｒ ＮＷ２－２０

刃の形状 逆刃 刃の形状 正刃

動作 押す 動作 引く

切断能力
軟質樹脂

φ１．７ｍｍ
切断能力

軟質樹脂
φ２．８ ｍｍ

刃開き ３ ｍｍ 刃開き ６ ｍｍ

重量 １１０ ｇ 重量 ２２０ ｇ

価格 ¥20,000 価格 ¥16,000
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ＮＷ２－２０１ ＮＷ２－２０Ｒ

刃の形状 薄刃 刃の形状 逆刃

動作 引く 動作 押す

切断能力
軟質樹脂

φ２．８ ｍｍ
切断能力

軟質樹脂
φ２．８ ｍｍ

刃開き ６ ｍｍ 刃開き ６ ｍｍ

重量 ２２０ ｇ 重量 ２２５ ｇ

価格 ¥20,800 価格 ¥18,500
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ＮＷ２－２０－Ｖ００１Ｓ ＮＷ２－２０Ｒ－Ｖ００１Ｓ

刃の形状 長刃 刃の形状 逆長刃

動作 引く 動作 押す

切断能力
軟質樹脂

φ２．０ ｍｍ
切断能力

軟質樹脂
φ２．０ ｍｍ

刃開き ６．５ ｍｍ 刃開き ６．５ ｍｍ

重量 ２３５ ｇ 重量 ２３５ ｇ

価格 ¥37,000 価格 ¥50,000
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ＮＷ２－２０－０１Ｃ ＮＷ２－３５

刃の形状 クイキリ刃 刃の形状 正刃

動作 引く 動作 引く

切断能力
軟質樹脂

φ２．０ ｍｍ
切断能力

軟質樹脂
φ３．５ｍｍ

刃開き ７ ｍｍ 刃開き ９ ｍｍ

重量 ２３５ ｇ 重量 ３００ ｇ

価格 ¥47,000 価格 ¥17,000
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ＮＷ２－３５Ｒ ＮＷ２－３５－Ｖ００１Ｓ

刃の形状 逆刃 刃の形状 長刃

動作 押す 動作 引く

切断能力
軟質樹脂

φ３．５ｍｍ
切断能力

軟質樹脂
φ３．０ ｍｍ

刃開き ９ ｍｍ 刃開き １０ ｍｍ

重量 ３００ ｇ 重量 ３２０ ｇ

価格 ¥22,000 価格 ¥37,000
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ＮＷ２－３５Ｒ－Ｖ００１Ｓ ＮＷ２－３５－０１Ｃ

刃の形状 逆長刃 刃の形状 クイキリ刃

動作 押す 動作 引く

切断能力
軟質樹脂

φ３．０ ｍｍ
切断能力

軟質樹脂
φ３．０ ｍｍ

刃開き １０ ｍｍ 刃開き ８ ｍｍ

重量 ３２０ ｇ 重量 ３２０ ｇ

価格 ¥50,000 価格 ¥47,000
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ユーシン精機製エアーニッパー エアーニッパーをゲートカット機に取り付けるために、別途ニッパーベースが必要です。

ＡＰＮ－０２－Ｃ
￥１０,０００

正刃 逆刃

切断能力 切断能力

重量 重量

刃開き調整 なし あり 刃開き調整 なし あり

価格 ¥15,000 ¥16,000 価格 ¥15,000 ¥16,000

ロング刃 クイキリ刃

切断能力 切断能力

重量 重量

刃開き調整 なし あり 刃開き調整 なし あり

価格 ¥31,000 ¥32,000 価格 ¥29,000 ¥30,000

軟質樹脂　φ３．０ mm

２２０ g

軟質樹脂　φ３．０ mm

２２０ g

軟質樹脂　φ３．０ mm軟質樹脂　φ３．０ mm

２２０ g ２２０ g
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