NO.7

静電気拡散性に優れ、対象物を
傷つけにくい ESD 対策ピンセット

Inox 02( ステンレス )

10004-E4-SM

精密さはそのまま、清潔さをプラスした
先端交換式ピンセット
NEW
POINT【世界初のデザイン】

ESD ピンセット黒
品番

10004-E4-SM
10004-E15-SM

130
130

0.3
0.3

0.6
0.3

特許取得木製先端

曲線部分をドーム型にし、殺菌前のクリー
ニングを容易にしました。従来の 2 枚合わせ
のデザインと比べ、重なる部分がなくしっかりと
洗浄できるので完全なクリーン状態を保てます。先端
チップの交換が可能なので、汚れの蓄積や腐食とは無縁です。

10004-E15-SM

全長 先端幅 先端厚さ
税抜定価
(mm) (mm)
(mm)

グリーン・非磁性合金

●全長 :90mm
●先端幅：0.17mm
●先端厚さ：0.10mm

●全長 :120mm
●先端幅：0.20mm
●先端厚さ：0.12mm

エポキシカバー付

研究所や、ケミカル関係に！

・特に精密な作業に
・時計製造用

全長 先端幅 先端厚さ
ツゲ：非常に硬い木で、製品に
税抜定価 キズをつけにくい素材です。
(mm) (mm)
(mm)

0.5
0.6

¥12,000
¥6,600

白デルリン：中性の化学物質
に耐性があります。

可愛くて実用的！ハート型ピンセット！

品番：0304-7-PO

品番：0304-0C90-PO

¥4,800
¥4,800( 税抜 )

¥5,700
¥5,700 ( 税抜 )

NO.3C

10004-D4-SM( 白デルリン )

ツゲ / 白デルリンピンセット

0.5
0.3

・エレクトロニクス･インダストリー用

非磁性合金

●全長 :115mm
●先端幅：0.17mm
●先端厚さ：0.10mm

品番：0102-7-PO

10004-B159-SM 130
10004-D4-SM
130

NO.1 強度の高い先端

時計メーカー御用達！
10004-B159-SM( ツゲ )

品番

・エレクトロニクス･インダストリー用

非磁性合金

●全長 :115mm
●先端幅：0.17mm
●先端厚さ：0.10mm

ジュネーブ型
で短いタイプ

¥6,600
¥6,600

【冷間曲げ加工】

新たな技術 ( 世界 Patent 取得済 ) を開発したことにより
柔軟なスプリング機能を可能にしました。程よいスプリング
の強さで、心地よい感触と疲労感のない最高の使い心地を
実現しました。

NO.0C90

先端がカーブした鷲型タイプ
・組立て作業に

・物を保持した時の視野が広くとれます
・エレクトロニクス・インダストリー用

先端の厚さが 0.01mm と薄く、
面を取って丸く仕上げたタイプ

チタン

¥4,000
¥4,000
NO.3

先端が細いタイプ

・一般精密組立てに
・エレクトロニクス･インダストリー用

非磁性合金

●全長 :110mm
●先端幅：0.17mm
●先端厚さ：0.10mm

品番：0304-1-CO

¥3,800
¥3,800( 税抜 )

( 税抜 )

NO.15A

非磁性合金

●全長 :110mm
●先端幅：0.17mm
●先端厚さ：0.10mm

●全長 :120mm
●先端幅：0.17mm
●先端厚さ：0.10mm

切断用

・ワイヤー、ひげゼンマイ等切断用
・静電気対策品

ブラック・カーボン
●全長 :115mm
●先端幅：10.50mm
●先端厚さ：8.50mm

・5 倍鏡のついた、オシャレなコンパクトケースとセット
・お肌を傷つけることなく、しっかり毛をつかみます
品番

0704-HT/BT-SET
0704-HT/P-SET
0704-HT/BK-SET
0704-HT/R-SET

全長
幅
(mm) (mm)

50
50
50
50

NO.5

39
39
39
39

カラー

ﾀｰｺｲｽﾞ
ﾋﾟﾝｸ
ﾌﾞﾗｯｸ
ﾚｯﾄﾞ

切断能力：
0.04-0.06( 硬線 )
0.04-0.15( 軟線 )

税抜定価

¥4,000 0704-HT/BT-SET
¥4,000
¥4,000
¥4,000

0704-HT/BK-SET

品番：0107-3CTI-PO

0704-HT/P-SET

¥8,000
¥8,000( 税抜 )

0704-HT/R-SET

先端の厚さがわずか 0.06mm と極めて薄く、 幅も 0.1mm と非常に細いタイプ

・特に精密な作業に
・エレクトロニクス・インダストリー用

Inox 02( ステンレス )

Inox 02( ステンレス )

●全長 :110mm
●先端幅：0.10mm
●先端厚さ：0.06mm

●全長 :110mm
●先端幅：0.10mm
●先端厚さ：0.06mm

Inox 08( ステンレス )
●全長 :110mm
●先端幅：0.10mm
●先端厚さ：0.06mm

NO.SS140

¥5,500
¥5,500( 税抜 )
ブルー・イノックス 02

( 税抜 )

品番：0302-5-PO

品番：0108-5-PO

¥5,000
¥5,000( 税抜 )

¥6,600
¥6,600( 税抜 )

品番：0304-5-PO

¥4,800
¥4,800( 税抜 )
NO.5A

20ﾟ傾斜

・特に精密な作業に
・エレクトロニクス・インダストリー用

●全長 :110mm
●先端幅：0.10mm
●先端厚さ：0.06mm

●全長 :140mm
●先端幅：0.20mm
●先端厚さ：0.12mm

グリーン・非磁性合金
●全長 :140mm
●先端幅：0.20mm
●先端厚さ：0.12mm

エポキシカバー付

NO.5
Dumoxel®( デュモクセル )

¥9,300
¥9,300( 税抜 )

Dumoxel®( デュモクセル )

●全長 :140mm
●先端幅：0.20mm
●先端厚さ：0.12mm

エポキシカバー付

品番：0302-5-CO

¥4,800
¥4,800( 税抜 )

先端は強度と鋭さを兼ね備え、 ボディは長細いタイプ

●全長 :140mm
●先端幅：0.20mm
●先端厚さ：0.12mm

●全長 :110mm
●先端幅：0.10mm
●先端厚さ：0.06mm

品番：0301-15AESD-CO

・精密組立て作業に
・エレクトロニクス・インダストリー用

Inox 02( ステンレス )

非磁性合金

品番：0304-3-PO

品番：0304-3C-PO

Dumoxel®( デュモクセル )
●全長 :110mm
●先端幅：0.10mm
●先端厚さ：0.06mm

Dumostar®( デュモスター )
●全長 :110mm
●先端幅：0.10mm
●先端厚さ：0.06mm

カーボンスチール
●全長 :115mm
●先端幅：0.10mm
●先端厚さ：0.06mm

品番：0102-SS140-PO

¥5,200
¥5,200( 税抜 )

品番：0302-SS140-CO

Inox02

スタンダードなステンレス

Inox08

耐腐食、耐塩に優れたステンレス

Dumoxel®

耐腐食に非常に優れ、95% 磁気を帯びない

( 税抜 )

エポキシカバー付

品番：0103-SS140-PO

¥5,000
¥5,000( 税抜 )

品番：0304-SS140-CO

¥4,000
¥4,000

材質一覧

ステンレスに含まれるクロムによりしなやかなスチールです。
磁性で耐熱温度 400℃ですが、殺菌には適しません。
カーボンスチールほど硬度は高くなく、サビにとても強いです。
耐熱温度約 400℃、180℃まで殺菌消毒が可能です。
デュモント一番人気の合金。高いモリブデンとクロムの配合により、耐腐食に非常に優れ、硫黄、塩酸、有機酸、無機酸に対して高い抵抗力があります。
耐熱温度約 400℃、270℃まで殺菌消毒が可能です。

Dumostar® 耐腐食に非常に優れ、100% 磁気を帯びない

デュモントによって開発、特許取得された合金で、耐腐食・耐サビに非常に優れ、有機酸、無機酸、塩に対して高い抵抗力があります。
100％非磁性で、500℃まで殺菌消毒が可能です。高価ですが、最高のパフォーマンスで実験室での使用に最適な合金です。

品番：0303-5-PO

¥4,800
¥4,800

( 税抜 )

品番：0103-5-PO

¥5,300
¥5,300

品番：0109-5-PO

¥9,700
¥9,700

( 税抜 )

※寸法表記について
先端幅は右図の A の部分を、
先端厚さは右図の B の部分を指しています

A

B

( 税抜 )

品番：0101-5A-PO

¥5,400
¥5,400

( 税抜 )

非磁性合金

高いモリブデンの配合により耐腐食に優れ、80% 磁気を帯びず、イノックスよりもしなやか。
耐熱温度約 400℃、270℃までの殺菌消毒が可能。

カーボン

サビ易く、磁性で殺菌はできませんが、HRC59 以上の合金で非常に硬く丈夫です。

( 税抜 )

Rental DEMO Kit
デモキット貸出できます！

Dumont は 1881 年のアーノルド・デュモンによる創業以来、
伝統的に受け継がれてきた専門知識と最先端のテクノロジーを有し、製品は全て自社製です。
” A.Dumont&Fils Made in Switzerland” という刻印がその証です。
Dumont のピンセットは世界中の大手時計メーカーや医療現場、電子機器エンジニア、
生物学者など精密さを問われる分野で広く愛用されています。
創業者のアーノルド・デュモンは大の時計好きで、
時計製造のための良いツールが手に入らなかったことから
自ら精巧なツールを製造するための工場を 1881 年に設立しました。
これが会社の始まりです。2002 年から五世代目。技術者は現在 62 人。

専用ケースに入った状態で
お貸出し致します。
詳しくは、お問い合わせください！

全行程において職人の手によって行われる品質管理によって DUMONT の品質は堅く守られています。

静電気拡散性に優れた、
非磁性合金 ESD 対策ピンセット
B

B

A

A

0304-00SAESD-ET1( ジュネーブ型 )

0304-3CSAESD-ET1( 細い先端 )

B

B

A

A

0304-5SAESD-ET1( 非常に鋭い先端 )
品番

0304-00SAESD-ET1
0304-3CSAESD-ET1
0304-5SAESD-ET1
0304-7SAESD-ET1

全長 先端幅 先端厚さ
税抜定価
(mm) (mm)
(mm)

115
110
110
115

0.45
0.17
0.10
0.17

0.25
0.10
0.06
0.10

¥5,900
¥6,300
¥5,400
¥6,200

お問い合わせは…

0304-7SAESD-ET1( カーブ型で細い先端 )

ESD パッドにより、握り心地に優れた
さらに快適な作業を行うことができます。

