
MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | F +49 212 73870-90 | info@martor.de | www.martor.com

当社の強み：  
MARTORのサービスおよびコンサルティング。

当社のカッティングソリューションをより安全なもの

にしているのは、当社のコンサルティングです。使

用例やトレーニング資料を用いて常にお客様をサ

ポートし、必要な場合はスタッフが直接サポートし

ます。

さらに詳しい情報は、当社ウェブサイトwww.martor.

comに掲載されています。

一目瞭然：安全ポスターは、最も重要な機能と正しい

使用方法を示し、職場に最適です。

最初のカットから刃の交換まで：当社ナイフの使い方

および用途をこのビデオでご紹介します。

すべての情報：製品の寸法、特性、特殊機能につい

ては、テクニカルデータシートに記載されています。

他にご質問がある場合は、サービス番号までお電話

ください。

04.2021 | ドイツにて印刷 。  

技術的変更は予告なく行われることがあります。

ヨーロッパ

MARTOR sàrl (MARTORグループ

の一部) 

フランス

www.martor.fr

MARTOR UK Limited 

イギリス, アイルランド

www.martor.co.uk

Akta Trading Holland B.V.

オランダ

www.martor.nl

RONOX S.C. Joanna Rozanski - 

Pawel Rozanski

ポーランド 

www.ronox.pl

MARTOR Direct ESPANA, S.L.

スペイン, モロッコ, ポルトガル 

www.martor.com

Tomas Svitek - ARANGO

チェコ, スロバキア

www.arango.cz

PROTEKTOR 2001 Kft.

ハンガリー

www.protektor2001.hu

MARTORは、今日70か国以上で製品を販売しています。数多くの国にある当社の

パートナー企業が販売しています。www.martor.comにアクセスして「代理店」から世

界中にある供給元を検索できます。

お問い合わせ先 MARTOR KG 
Lindgesfeld 28 
42653 Solingen 
Germany
www.martor.de

オーストラリア

MARTOR Australia

オーストラリア、ミクロネシア連邦、マ

ーシャル諸島、ナウル、ニュージーラ

ンド、パラオ、パプアニューギニア、サ

モア、ソロモン諸島、トンガ、ツバル、

バヌアツ

www.martoraustralia.com.au

アメリカ

MARTOR USA (MARTORグループ

の一部)

米国, カナダ

www.martorusa.com

BIOSEIF SRL

アルゼンチン, ブラジル, チリ, 

ウルグアイ

www.bioseif.com.ar

Frago Corporativo S.A. de C.V.

メキシコ, コスタリカ, エクアドル, グ

アテマラ, コロンビア, ペルー,  

ベネズエラ

www.martor.com

アジア

Magen-Optic Ltd.

イスラエル

www.magenoptic.co.il

Mira Is Sagligi Mak Enerji Ltd.Sti

トルコ

www.mirais.com.tr

常に最新の状態を保ちたいですか？   

当社にアクセスしてください：
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安全カッター、
-はさみおよびアクセサリー
2021/2022

MARTORへようこそ

››  詳細な目次はこち

らをご覧ください。開い

てください。

MARTORは、特に安全カッ

ターの分野における革新的な

カッティングソリューションの国

際的なリーディングパー

トナーです。このカタログで

は、当社の高品質な製品ライ

ンナップを紹介しています。

各カッティング工具に関する重

要な情報のみならず、オーダ 

ーメイドに必要なすべてのデ

ータと情報も掲載しています。



安全カッターのカタログに掲載されている製品は、常に

実寸大で表示されます。いくつかの例外については、

製品ページに注記があります。

要覧

はじめに

ゾーリンゲン製

安全でないカッティングから安全なカッテ

ィングへ

安全カッター、

-はさみおよびアクセサリー

新製品
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カッティング対象物のマトリックス
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隠し刃

SECUMAX 320

SECUMAX 350

SECUMAX 150

SECUMAX 145

SECUMAX EASYSAFE

SECUMAX OPTICUT

SECUMAX SNITTY

SECUMAX MOBILEX

SECUMAX COUPPY

SECUMAX POLYCUT

SECUMAX PLASTICUT

SECUMAX CARDYCUT

SECUMAX TRENNEX

SECUMAX VISICUT

SECUMAX 565

SECUMAX 564

SECUMAX 363

全自動ブレード収納機能

SECUPRO 625

SECUPRO MARTEGO

SECUPRO MERAK

SECUPRO MEGASAFE

SECUPRO MAXISAFE

ブレード自動収納機能

SECUNORM 500

SECUNORM 300

SECUNORM 525

SECUNORM 540

SECUNORM 380

SECUNORM MIZAR

SECUNORM 175

SECUNORM HANDY

SECUNORM SMARTCUT

SECUNORM MULTISAFE

安全なカッティングの世界へようこそ。

全自動ブレード収納機能 

→ 非常に高い安全性

ブレード自動収納機能

→ 高い安全性

隠し刃

→ 最高の安全性

››   ››ピクトグラムの説明はこ

ちらから。開いてください。

当社のピクトグラム。
すべての特性を一覧する 。

当社のピクトグラムシステムは、お客様が当社の製

品を比較し、切断用途おいて重要な特性を一目で

ご認識いただくためのクイックリファレンスです。

技術的特徴 

Ihre Sicherheit

アイコンを一目見るだけで、お客様のカッティング工具が最高の安全性、非常に高

い安全性または高い安全性を備えているかどうかがわかります。当社の安全技術

は、盾に例えることができます。

ハンドルに関するすべて

エルゴノミックな形状か？ソフトグリップでより確実に保持できるかどうか? 金属製

かどうか? それとも金属探知可能なプラスチック製かどうか? それらすべて、そして

さらに多くのことがこれらのピクトグラムでわかります。

刃に関するすべて

刃の交換は可能ですか？可能ならば、道具が必要かどうか? 刃はどのぐらい深く

切れるか? その際、しばしばミリ単位が重要になります。ですから、しっかりと確認

してください!

主要な切削材料

どの製品が何を最もよく切れるか? 当社の安全カッターの多くが多機能ですが、そ

れぞれに微妙な違いがあります。これらのアイコンが、お客様が最適なカッティング

ソリューションを見つけるのに役立ちます。

アクセサリ

お客様の作業を軽減するものなら、すべてが有意義と言えます。ベルトポーチ、ロック

レンチ、使用済み刃の回収容器などがそれです。どの製品に何が合うのかを、こちら

でご覧になれます。

メディア

これらのピクトグラムにより、簡潔な製品ビデオや研修用のトレーニングビデオが

あるかどうかをすぐに確認できます。  製品の横に表示されているQRコードを使用

して、製品ビデオに直接アクセスできます。その他のすべてのMARTORメディアに

は、www.martor.comからアクセスできます。

技術的特徴

最高の安全性

固定用ハトメ

高い安全性

特にエルゴノミック

非常に高い安全性

高い耐摩耗性

ヒューズ

最高の耐摩耗性

過酷な使用条件の

ために

ソフトグリップ

右利きおよび左利

き用

プロモーション用印

刷に適しています

精密カット用

エルゴノミック仕様

主要な切削材料

ダンボール:1枚重ね

接着テープ

フォーム材、発泡ス

チロール

ダンボール：3枚重

ねまで

巻きつけフィルム、ストレッ

チフィルム、収縮フィルム

プラスチック製スト

ラップ

ダンボール：2枚重

ねまで

巻き取り製品を剥

ぎ取る

綱、紐

袋詰め品

巻き取りフィルムお

よび紙

繊維

アクセサリ

使用済み刃回収ボ

ックス

クリップ付きベルト用

ホルスター(M)

回収ボックス ロックネジ用レンチ  

EASYSAFE

クリップ付きベルト用

ホルスター(S)

ゴム

敷物

フェルト

ラミネートフィルム

封筒

PVCフロア材

ラミネートフィルム

不織布

安全ベルト

ダンボール：4枚重

ねまで

革

粘着テープ用カッ

ター

金属探知機で探知

可能
すべて金属製

切断長さ

可変式カッティン

グ深さ

カッティング深さ

安全なブレード交換 

(マグネット式)

セラミック製ブレード

の交換

2倍使用できるブ

レード

台形ブレード 丸め加

工済み

4倍使用できるブ

レード

スペアブレードはグリ

ップ内にあります

防錆仕様 TiNコーティング削り取りエリア

ツール不要のブレー

ド交換

ツールを用いたブレ

ード交換

ブレード交換不可

クリップ付きベルト用

ホルスター(L)

名刺型金属探知機

テスター

シール、ステッカー

ビデオ

製品紹介動画 トレーニングビデオ
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認証品質管理システム:

MARTOR 管理システムは DIN EN ISO 9001:2015 

規格の要件を満たしており、定期的な監視が行

われます。

 

 

WWW.MARTOR.COM

「ゾーリンゲン」の名は、世界中で品質の評価と信頼性を得てきました。刃のようなナイフ。

「Made in Solingen」は何世紀にもわたって公認される品質保証の印です。これがMARTORブラ

ンドの歴史を築いているのと同様に、当社もゾーリンゲンの名声を築いています。今日では70

か国以上に製品を配送しています。世界中の販売ネットワークを通じてお客様への現地サービ

スを保証しています。同時に、確立された実用的なコンサルティングなど、比類のないMARTOR

サービスをお住いの地域で受けることができます。当社ネットワークのもう1つの利点：当社の

流通パートナーは世界中から製品アイデアを収集し、それを定期的に当社の製品イノベーショ

ンに取り入れています。

 
 

ゾーリンゲンから世界へ。アルゼンチン、オー

ストラリア、フランス、イギリス、イスラエ

ル、メキシコ、オランダ、ポーランド、スペイ

ン、チェコ共和国、トルコ、ハンガリー、米

国、他にも約60か国、すべての大陸に販売パー

トナーがあります。MARTORは常にお客様のそば

にいます。

当社製品の受賞歴：

高品質および高いデザイン性を目指す当社の努

力は表彰されています。しかし、私たちにとっ

ての最大の賞は：お客様に満足していただくこ

とです。

ゾーリンゲン製。
お客様のためにつくりました
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 数字とデータ

%

ドイツでは2019年にこれほど多くのナイフによ

る「届け出義務がある労災事故」が発生しまし

た(出所： Deutsche Gesetzliche Unfallversi-
cherung（ドイツの法定労災保険）, 2020)

工具によるすべての労災事故の半数以上は作業

用ナイフによるものです。

ナイフによる労災事故は平均して7.4日もの

欠勤日数に及びます(出所: Berufsgenossen-
schaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe（食

品外食業界団体）, 2016年)。

件の事故

ユーロ
日

雇用主には欠勤一日が平均500ユーロの損失を

発生させます。

7,4

危険なしに切る？これは本当は矛盾しています。当社

は、過去何十年にわたりこの矛盾の解消に取り組んで

してきました。1976年に、当社は世界初のTÜV認証の

安全カッターとしてPROFIを発売しました。その後は、良

い点をさらに改善していくことが目標となりました。刃

の自動収納機能は全自動収納機能に進歩しました。

ここでも、MARTORはパイオニアでした。今日、当社のラ

インナップを完璧にしているのが、最高の安全レベルで

ある無数の隠し刃型カッティングツールです。 

GS認証を受けた当社の安全カッターは、労働安全のた

めの標準となりました。多くの特許が当社のイノベーシ

ョン能力を証明しています。しかし、安全なだけでは十

分ではありません。当社の3種類の安全技術に基づき、

私どもはお客様とともに「最善のカッティングソリューシ

ョン」のための新しいアイデアを開発しています。可能

な限り簡単で安全な刃の交換も、その一部です。 

それに加えて当社は、「使いやすさ」により焦点を当て

ています。特に当社の新製品は、人間工学的に基づく

改良や新しくモダンなデザインなどのメッセンジャーとし

ての役割も果たしています。

職場のより高い安全性。
MARTORの3つの安全技術。

安全でないカッティング。
数字とデータ。

隠し刃

ブレードはむき出しになっておらず、人や品

物に触れないように設計されています。それ

により最大限の安全性が実現します。切り傷

や商品の損傷を防止します。

ブレード全自動収納機能

「インテリジェント」なカッティングツール。ブレードは、カ

ッティング対象物から離れるとすぐに自動的にグリップの中へ

戻ります。お客様がスライダーまたはレバーを押していたとし

ても、ブレードは戻ります。当社は、これを「非常に高い安全

性」と呼んでいます。

ブレード自動収納機能

高い安全性を称賛。切り始めたらすぐにスライダ

ーを放してください。するとカットの後、ブレード

はすぐにグリップの中に戻ります。

安全技術



オールラウンダー、それともスペシャリスト？当社のライ
ンナップにはどちらも見つかります。プロ仕様の後継モデ
ルSECUNORM 500は、さまざまな用途にご利用いただける当
社でも最高の汎用ナイフです



SECUMAX 320、真のMARTORエキスパート。得意分野における
卓越した性能。特徴：フィルムやプラスチック製ベルトの
安全なカッティング。コンビネーションモデルの後継モデ
ルは、オプションとしてセラミックナイフ仕様でもお求め
いただけます。
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SECUNORM 300
SECUNORM 500に匹敵するオールラウンダー。

アルミニウム製だけでなく、高品質プラスチ 

ック製も。68ページ以降。

SECUNORM 540
SECUNORM PROFI40の最適化モデル。スペシ

ャリストの特徴：大きなカッティングの深

さ。72ページ以降。

SECUMAX 320
完璧なエルゴノミック、卓越したカッティン

グ性能。フィルムとベルトに関する当社の

エキスパート。14ページ以降。

SECUMAX 320 MDP
オプションとして金属探知機対応のプラスチ 

ック製も用意。障害が発生しやすい分野のた

めの製品ラインナップ88ページ以降。

SECUNORM 525 
SECUNORM PROFI25の進化モデル。パワーは同

じで、はるかに快適。70ページ以降。

SECUNORM 500
SECUNORM PROFIの後継モデル。そして、定番

となりうる特徴を持つオールラウンダー。 

62ページ以降。

当社の製品ラインナップは、私たちにとって大きな家族のようです。注目すべきど

れか1つを選ぶのは非常に困難です。例外：当社の革新的な新製品。これら注目し

ていただければ幸いです。

当社の新製品



隠し刃

ブレードはむき出しになっておらず、人や品物に

触れないように設計されています。それにより最

大限の安全性が実現します。切り傷や商品の損

傷を防止します。

SE
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工業用ブレード 番号 92043 番号 92043.66 

0.40 mm、 幅広研削、セーフティディスペンサー入り10枚

セラミックブレード 番号 92C 番号 1792.25 

0.50 mm、 セラミック、幅広研削、 ブリスターパック入り 2セット

工業用ブレード 番号 192043 番号 192043.66 

0.40 mm、 幅広研削、ステンレス、  

セーフティディスペンサー入り10枚

SECUMAX 320
番号 32000110.02

安全 一

シールドされたブレードと丸み

を帯びたブレードノーズが、ユ

ーザーと商品を確実に保護し

ます。過酷な使用にも耐えるよ

う、カッター ッド全体が強化さ

れています。

簡単に交換

ハンドリングと安全性も向上： 

新たに設計されたブレード変

機構。ブレード交換ボタンを

上向きに引っ りとカバーを持

ち上げるだけです。これで、4

回分使用可能なブレードが、

目の前に出てきています。

完璧なエルゴノミクス

いがおわかりいただけます

か。ソフトグリップを 用した新

型ハンドルの形状は、手にぴ

ったりとフィットします。 整さ

れたカッティングアングルも手

と腕に優しく、切断の開始時、

そしえ切断時も快適です。

最適化されたブレードエリア

2つのみの例：カッティングチャ

ンネルの形状が変 され、安

全カッターが切断された素材を

より素 く取り きます。また、

めのカットは、これまでにも

増して上手くいきます。ユーザ

ーにとってのメリット：少ない力

での作業が可能です。

2つのスリッターの深さ

商品を一層保護するために、

着テープスリッターは深さ

5.0mmと3.5mmからの選 が

可能です。このためには、ハン

ドルを開き、スリッターを回転

させれば完 です。これは、こ

のナイフでの作業と同様に簡

単です。 着テープに し込

み、カッティングを開始するだ

けです。

COMBIの後継モデルです。新世代モデル。

SECUMAX COMBIは、フィルム専用かナイフとして独特な製品でし

た。そしてこの度、後継モデルが発 となりました。新型のSECUMAX 

320 は、一目見ればわかるその 抜なデザインが特徴です。 に、

ユーザーがその中にある価値に感心することでしょう。例えば、以前

のモデルに べさらに完成度の高いエルゴノミクスや、新設計された

ブレード交換機構です。そして、「 場での最高の安全性」に関して

はどうですか それは、常にCOMBIの であり、当 のことな

がら引き継がれています。

ビデオ

製品紹介

動画 使用方法

製品の詳細

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 158 x 13 x 56 mm

基礎材料 ガラス繊維強化プラスチック

製品重量 47.4 g

VEあたりの重量 (個別カートン) 65.5 g

SECUMAX 320 産業用刃搭載 番号 92043 番号 32000110.02 

個別ボックス入り1枚 (10 外装箱入り)

すべてのモデル  注文番号

クリップ付きベルト用ホルスター(M) 番号 9921.08

回収ボックス 番号 9810.08

回収ボックス用ウォールマウント 番号 9845.06

SAFEBOX 番号 108000.00

アクセサリー

  詳細情報は107ページから

注文番号

装備可能な刃 注文番号

 

製品の特徴 番号 32000110.02

技術的特徴

主要なカッティング対象物

 すべてのカッティング対象物は117ページから

C
S

 

標準のスチール製ブレードの代わりに、セラミック製ブレードもご

利用いただけるようになりました。SECUMAX 320用の新型セラミ

ック製ブレードの製品番号は92Cとなります。
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SECUMAX 350
番号 350001.02

2イン1ブレード ッド

2重の機能と2役の使用：ブレ

ードとしても 着テープ用カッ

ターとしても2役をこなします。

そして非常に経済的です。ブ

レード ッドを単に全部取り

出して反転するか交換するだ

けです。

シールドされたブレード

SECUMAX 350はのブレード

先端は尖っていません。ブレ

ード ッドがとても く両側の

カッティングエッジは 分大き

いので、2層段ボール箱その

他にも多くを安全に開くことが

できます。

グリップ入りのスペアブレード

ブレードの交換は特に簡単で

安全、グリップの上側を手で開

けるだけです。これでスペアブ

レードの入った「マガジン」に

きます。同時に2イン1のブレー

ド ッドを めます。

軽さと容易さで

カットするときは強い力を発

しますが本体は37 gと軽量で

す。このため高頻度のカットで

も問題になりません。ブレード

の取り扱いも楽になります。一

体成型されているため、指に

は危険が全くありません。

エルゴノミックな形状

右利きか左利きですか? どち

らでも構いません。SECUMAX 

350は利き手を問わず手に合

います。「快適な持ち心地」に

は外面のアーチ、持ち心地の

よいソフトグリップ、グリップの

溝が寄与しています。

作業がもっと楽しくなりますか? お試しください。

SECUMAX 350は、多様性、快適さ、最大 の安全性が一体になっ

ています。SECUMAX 350は多 でもあります – まず 新的ブレード

自動収納式交換によっても期待できます。これならどんな一 的な

材料もカットでき – フォイルからプラスチック製ストラップから2層段

ボール箱まで対応します。 着テープも簡単に切断します。どんな

物を切るにも手から放したくなくなるほど良好な使い心地です。

ビデオ

使用方法

製品の詳細

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 154 x 12 x 40 mm

基礎材料 ガラス繊維強化プラスチック

製品重量 37.0 g

VEあたりの重量 (個別カートン) 50.0 g

SECUMAX 350 SECUMAX刃搭載 番号 3550 番号 350001.02 

個別ボックス入り1枚 (10 外装箱入り)

SECUMAXブレード 番号 3550 番号 3550.20 

0.30 mm、 ミニボトルに10個

すべてのモデル  注文番号 装備可能な刃 注文番号

クリップ付きベルト用ホルスター(S) 番号 9920.08

回収ボックス 番号 9810.08

回収ボックス用ウォールマウント 番号 9845.06

アクセサリー

  詳細情報は107ページから

注文番号

製品紹介

動画

 

製品の特徴 番号 350001.02

技術的特徴

主要なカッティング対象物

 すべてのカッティング対象物は117ページから
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SECUMAX 150
番号 150001.12

3イン1ブレード ッド

どんな手の握りにも対応する

必要があればグリップ、多面

的な ルパー – SECUMAX 

150等が必要です。この製品

には、カッティング以外にも機

能があります。 着テープも切

れ、さらに らな 面の

物を削り取れます。

シールドされたブレード

この安全カッターの先端は尖

っていません。ブレード ッド

がとても く両側のカッティン

グエッジは 分大きいので、2

層段ボール箱その他にも多く

を安全に開くことができます。

良好な 性

SECUMAX 150が例えば段ボ

ール箱を非常に簡単に 理で

きるもう一つの理 は でしょ

うか。グリップの先端にあるガ

イド面のおかげです。これなら

めカットができます。さらに

容易に 理できます。

ブレード交換不可

SECUMAX 150は固定ブレ

ード式ナイフです。ブレード

が作業中になくなりません 

– 交換の際に傷を けませ

ん。SECUMAX 150は分別ごみ

で出せます。

エルゴノミックな形状

あなたは右利きですか。それと

も左利きですか。どちらでも構

いません。SECUMAX 150は利

き手を問わず手に合います。

心地よい「着用の快適さ」は外

面の軽いアーチによって 持

され、握りやすい 面構造に

よっています。

3つの最高点

SECUMAX 150は同時に の 題を します。最高の安全性：

シールドされたブレードは作業している手にも商品にも近づくことがあ

りません。最高の汎用性：このナイフを使えば、カッティング、スクレ

ピングそしてスクライビングをすべて行え、2つ目のナイフは不要で

す。最高の快適さ：SECUMAX 150はエルゴノミックなデザインで、24g

と非常に軽量です。まさに待 のカッティングツールと言えます。

ビデオ

製品紹介

動画 使用方法

製品の詳細

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 148 x 11 x 37.2 mm

基礎材料 ガラス繊維強化プラスチック

製品重量 24.4 g

VEあたりの重量 (箱入り10枚) 270.0 g

クリップ付きベルト用ホルスター(S) 番号 9920.08

アクセサリー

SECUMAX 150 番号 150001.12 

箱入り10枚(バラ品)

すべてのモデル  注文番号

装着状態の刃

 ご注意：このブレードは固定式であり、交換できません。 

ブレード強度 0.30 mm。

注文番号

 

 

製品の特徴 番号 150001.12

技術的特徴

主要なカッティング対象物

 すべてのカッティング対象物は117ページから

  詳細情報は107ページから
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SECUMAX 145
番号 145001.12

2イン1ブレード ッド

ブレード ッドには2つの機能

があります。カットと き し。

容易な し込み(段ボール箱

やフォイル等)のためには、左

右のナイフノーズをブレードエ

ッジから使用し、 着テープの

場合ブレード ッド上のコーナ

ーを使用します。

シールドされたブレード

4mmのみのブレードアクセスで

もブレードは 分にシールドさ

れます。指に触れることはあり

ませんが、多くの のカッテ

ィング材料適合します。その下

の商品はブレードと して接触

しません。

とても薄く、安定

グリップのほかカッティングチ

ャネルも1.5 mmの薄さです。メ

リット：カッティングの際に力が

少なくて済みます。この際、安

定性は経 だけはありません 

– 0.5 mmのブレードと高級プラ

スチックのおかげです。

軽さと容易さで

SECUMAX 145は軽くて持って

いるという感じがしません。薄

さ 4 mmのグリップが快適で丸

くなっているためでもあります。

エルゴノミックなデザイン： スリ

ップ防止溝に親指は自 と当

たります。

良好な 性

段ボール箱開 の際の当社

からのアドバイス：ナイフを

めに構えることで、カッティング

が容易になります。このため

ガイド面がグリップの前に

あるのではなく、このため特に

利なアングルでカットが楽に

なります。

スリムな形状。 した性能。

SECUMAX 145 は、 常の様々なカッティング作業で使用できる、当

社の小型高品質の安全カッターです。グラスファイバー強化プラス

チック製のグリップと厚さ 0.5mm の刃なので極めて堅牢です。同時

に、12g と非常に軽量です。当社の固定ブレード式カッティングツー

ルは、単層の段ボール、フィルムまたは 着テープなどを難なく切断

します。両方のブレードが確実にカバーされるので、ユーザーと指に

安全です。

ビデオ

製品紹介

動画 使用方法

製品の詳細

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 118 x 4 x 35.4 mm

基礎材料 ガラス繊維強化プラスチック

製品重量 12.0 g

VEあたりの重量 (箱入り10枚) 136.0 g

クリップ付きベルト用ホルスター(S) 番号 9920.08

アクセサリー

SECUMAX 145 番号 145001.12 

箱入り10枚(バラ品) 

すべてのモデル  注文番号

装着状態の刃

 ご注意：このブレードは固定式であり、交換できません。 

ブレード強度 0.50 mm。 

注文番号

 

 

製品の特徴 番号 145001.12

技術的特徴

主要なカッティング対象物

 すべてのカッティング対象物は117ページから

  詳細情報は107ページから
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SECUMAX EASYSAFE
番号 121001.02

すべて簡単に。すべて安全に。

SECUMAX EASYSAFEには、いくつかの優れた特徴があります。カッ

ティングツールの特徴的なノーズは、袋物やフィルムで 止されたパ

レットに穴をあけ、開 するのに役立ちます。内 されたホルダーブ

ラケットにより、薄いフィルムや紙を1層ごとでも容易に切断できます。

薄手の 地やプラスチック製ストラップも切断できますか。シールドさ

れたブレードはそれらの素材も問題なく切断します

ビデオ

製品紹介

動画 使用方法

製品の詳細

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 207 x 10 x 66 mm

基礎材料 ガラス繊維強化プラスチック

製品重量 66.3 g

VEあたりの重量 (個別カートン) 87.0 g

SECUMAX EASYSAFE 産業用刃搭載 番号 45 番号 121001.02 

個別ボックス入り1枚 (10 外装箱入り)

工業用ブレード 番号 45 番号 45.60 

0.30 mm、 クリアパッケージ入り10枚

工業用ブレード 番号 145 番号 145.60 

0.30 mm、 ステンレス、 クリアパッケージ入り10枚

すべてのモデル  注文番号 装備可能な刃 注文番号

ロックネジ用レンチ EASYSAFE 番号 9890.74

クリップ付きベルト用ホルスター(S) 番号 9920.08

回収ボックス 番号 9810.08

回収ボックス用ウォールマウント 番号 9845.06

SAFEBOX 番号 108000.00

アクセサリー

  詳細情報は107ページから

注文番号

 

 

製品の特徴 番号 121001.02

技術的特徴

主要なカッティング対象物

 すべてのカッティング対象物は117ページから

元のサイズの85％                                                                                

人 と商品のためになります

シールドされたブレードがユー

ザーと商品ともに確実な保護

を提供します。 社としてはど

うでしょうか? 全ての れがス

ムーズになるので利 に

します。

エルゴノミックなデザインの

グリップ

カッティングツールを常時お使

いですか? それならハンドリン

グが快適で疲れないことは、さ

らに重要になります。エルゴノ

ミックなデザインのグリップがこ

うした面でも寄与します。

式ブレード

ロックネジ用レンチで開 しま

す。このレンチの使用 可を

得た しかブレードを交換する

ことはできません。 入などに

対する のある 産現場で

は必 のことです。

着テープ用

グリップ上部に内 された金

属プレートは に使いますか。

まずお試しください。段ボール

用 着テープに当て、 し、一

回引くだけで簡単に切れます。

交換はこれだけです。

4倍使用できるブレード

お使いのブレードをさらに活用

したいのはなぜでしょうか? 刃

といっても2枚刃と4つの鋭いエ

ッジがあるからです。回したり

反転させて4回分使用でき、し

かも、毎回の切れ味は初回と

同じです。
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SECUMAX OPTICUT
番号 437.00

材料の上を滑ります。そして真ん中を みます。押し切り用。

より くまたより厚いフィルムでも容易に切断できるフィルム 発泡ス

チロール用ナイフをお探しですか。また、非常に扱いにくい発泡スチ

ロールでも 理できるナイフをお探しですか。それなら、SECUMAX 

OPTICUTが最適なソリューションを提供します。テフロンコーティング

された金属製のグライドフットには耐摩耗性があるだけでなく、下地の

上を非常にスムーズに 動できます。押し切りに最適なナイフです。

 

ビデオ

製品紹介

動画 使用方法

製品の詳細

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 112 x 19 x 84.5 mm

基礎材料 プラスチック

製品重量 74.0 g

VEあたりの重量 (ブリスターパック入り 1セット) 91.0 g

回収ボックス 番号 9810.08

回収ボックス用ウォールマウント 番号 9845.06

SAFEBOX 番号 108000.00

アクセサリー

  詳細情報は107ページから

注文番号

SECUMAX OPTICUT 産業用刃搭載 番号 37040 番号 437.00 

ブリスターパック入り 1セット (5 外装箱入り)

SECUMAX OPTICUT さらなるサイド保護および 

産業用刃搭載 番号 37040 番号 434.00 

ブリスターパック入り 1セット (5 外装箱入り)

SECUMAX OPTICUT 短いメタルフット付きおよび 

産業用刃搭載 番号 37040 番号 433.00 

ブリスターパック入り 1セット (5 外装箱入り)

工業用ブレード 番号 37040 番号 37040.60 

0.40 mm、 幅広研削、  

クリアパッケージ入り10枚

工業用ブレード 番号 13730 番号 13730.60 

0.30 mm、 ステンレス、 クリアパッケージ入り10枚

工業用ブレード 番号 83730 番号 83730.31 

0.30 mm、 ステンレス、TiNコーティングの刃先、  

ブレード100枚 (個別に紙に包装)

すべてのモデル  注文番号 装備可能な刃 注文番号

製品の特徴 番号 437.00

技術的特徴

主要なカッティング対象物

 すべてのカッティング対象物は117ページから

エルゴノミックな作業

SECUMAX OPTICUTなら、要

件に対応できることは間 い

ないでしょう。親指はグリップ

前方の曲線部、他の指もナイ

フを確実に保持します。 ガイ

ドカッティングがこれ以上快適

にならない極 を 究した作

品です。

きれいな切れ目

フォイルかフォーム材であるか

を問わず、内 されたホルダ

ーブラケットが材料のブレード

の まりを確実に阻止しま

す。さらにブラケットが手との

安全 離を維持します。

究極の頑丈さ

テフロンコーティング済み金属

製グライドフットで長い間お使

いになれます。グリップはカッ

ティングツールを長期間心地

よくお使いになれるように作

られて、ベースに固定されて

います。

簡単なブレード交換

ブレード交換ボタンの小型ブ

ラケットを押し、グライドフット

をブレードごとグリップから引

き抜きます。交換して、ボタン

を押し、ベースを元に戻すだ

けです!

4倍使用できるブレード

ブレードをいつかは交換す

るときまで 回も回して反転

し – 使用時間を4倍にできま

す。使う人に便利、 社にはコ

スト 利。
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SECUMAX OPTICUT
番号 436.00

材料の上を滑ります。そして真ん中を みます。引き切り用。

より くまたより厚いフィルムでも容易に切断できるフィルム 発泡ス

チロール用ナイフをお探しですか。また、非常に扱いにくい発泡スチ

ロールでも 理できるナイフをお探しですか。それなら、SECUMAX 

OPTICUTが最適なソリューションを提供します。テフロンコーティング

された金属製のグライドフットには耐摩耗性があるだけでなく、下地

の上を非常にスムーズに 動できます。グライドフットが反対向きに

なっており、引き切りに適しています。

 

ビデオ

製品紹介

動画 使用方法

製品の詳細

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 112 x 19 x 84.5 mm

基礎材料 プラスチック

製品重量 74.0 g

VEあたりの重量 (ブリスターパック入り 1セット) 91.0 g

SECUMAX OPTICUT 産業用刃搭載 番号 37040 番号 436.00 

ブリスターパック入り 1セット (5 外装箱入り)

SECUMAX OPTICUT さらなるサイド保護および 

産業用刃搭載 番号 37040 番号 435.00 

ブリスターパック入り 1セット (5 外装箱入り)

工業用ブレード 番号 37040 番号 37040.60 

0.40 mm、 幅広研削、  

クリアパッケージ入り10枚

工業用ブレード 番号 13730 番号 13730.60 

0.30 mm、 ステンレス、  

クリアパッケージ入り10枚

工業用ブレード 番号 83730 番号 83730.31 

0.30 mm、 ステンレス、TiNコーティングの刃先、  

ブレード100枚 (個別に紙に包装)

すべてのモデル  注文番号 装備可能な刃 注文番号

回収ボックス 番号 9810.08

回収ボックス用ウォールマウント 番号 9845.06

SAFEBOX 番号 108000.00

アクセサリー

  詳細情報は107ページから

注文番号

製品の特徴 番号 436.00

技術的特徴

主要なカッティング対象物

 すべてのカッティング対象物は117ページから

エルゴノミックな作業

SECUMAX OPTICUTなら、要

件に対応できることは間 い

ないでしょう。親指はグリップ

前方の曲線部、他の指もナイ

フを確実に保持します。 ガイ

ドカッティングがこれ以上快適

にならない極 を 究した作

品です。

きれいな切れ目

フォイルかフォーム材であるか

を問わず、内 されたホルダ

ーブラケットが材料のブレード

の まりを確実に阻止しま

す。さらにブラケットが手との

安全 離を維持します。

究極の頑丈さ

テフロンコーティング済み金属

製グライドフットで長い間お使

いになれます。グリップはカッ

ティングツールを長期間心地

よくお使いになれるように作

られて、ベースに固定されて

います。

簡単なブレード交換

ブレード交換ボタンの小型ブ

ラケットを押し、グライドフット

をブレードごとグリップから引

き抜きます。交換して、ボタン

を押し、ベースを元に戻すだ

けです!

4倍使用できるブレード

ブレードをいつかは交換す

るときまで 回も回して反転

し – 使用時間を4倍にできま

す。使う人に便利、 社にはコ

スト 利。
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SECUMAX SNITTY
番号 43037.00

実用的 ルパー

SECUMAX SNITTY は小型軽

量でハンディーです。丸いグリ

ップがグライドフットに ち着

き、この前が めに加工され

ています。このため個々の紙

やフォイル層にアクセスし易く

なっています。

 

 

スムーズな作業を可能にします。紙およびフィルム用。

材料を自動的にガイドするペーパー フィルムカッターをお探しです

か。SECUMAX SNITTYがそれを可能にします。内 されたプラスチッ

ク製スプリングが、薄い材料を驚くほど確実にブレードの方向に き

ます。 した構造を持つSECUMAX COUPPYと同様に、ブレードは

紙やフィルムを最適な45°で切断し、その間を軽快にスライドしていき

ます。

使用方法

製品の詳細

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 100 x 10.5 x 58 mm

基礎材料 プラスチック

製品重量 28.0 g

VEあたりの重量 (ブリスターパック入り 1セット) 38.5 g

SECUMAX SNITTY 産業用刃搭載 番号 37020 番号 43037.00 

ブリスターパック入り 1セット (10 外装箱入り)

工業用ブレード 番号 37020 番号 37020.50 

0.20 mm、 マガジンに10個

工業用ブレード 番号 37030 番号 37030.50 

0.30 mm、 マガジンに10個

工業用ブレード 番号 37010 番号 37010.50 

0.10 mm、 マガジンに10個

工業用ブレード 番号 36013 番号 36013.39 

0.13 mm、 ブレード250枚 (個別に紙に包装)

工業用ブレード 番号 13615 番号 13615.35 

0.15 mm、 ステンレス、 ブレード500枚 (個別に紙に包装)

工業用ブレード 番号 13730 番号 13730.60 

0.30 mm、 ステンレス、 クリアパッケージ入り10枚

工業用ブレード 番号 83715 番号 83715.31 

0.15 mm、 ステンレス、TiNコーティングの刃先、  

ブレード100枚 (個別に紙に包装)

工業用ブレード 番号 83730 番号 83730.31 

0.30 mm、 ステンレス、TiNコーティングの刃先、  

ブレード100枚 (個別に紙に包装)

すべてのモデル  注文番号 装備可能な刃 注文番号

   すべての刃についてはページ120

回収ボックス 番号 9810.08

回収ボックス用ウォールマウント 番号 9845.06

SAFEBOX 番号 108000.00

アクセサリー

  詳細情報は107ページから

注文番号

 

 

製品の特徴 番号 43037.00

技術的特徴

主要なカッティング対象物

 すべてのカッティング対象物は117ページから

簡単で安全な交換

ブレードキャリアはグリップに

合されています。ブレードを

交換するにはこれを引抜くだ

けで いブレードを取り外せま

す。ローレット 面なので手で

取り扱いが楽です。

左右とも同じです

SECUMAX SNITTYはどんな手

にも合います。もちろん、あな

たの手でもです。プラスチック

製の先が丸いグリップは左右

で ならないからです。お試し

ください。

4倍使用できるブレード

安全カッターは薄さ0.2 mmの

高品質ブレードを装備していま

す。 回も回して反転できます 

– 使用時間は4倍になります。

そして非常に経済的です。
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寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 88 x 10.5 x 58 mm

基礎材料 プラスチック

製品重量 19.0 g

VEあたりの重量 (ブリスターパック入り 1セット) 31.0 g

工業用ブレード 番号 37020 番号 37020.50 

0.20 mm、 マガジンに10個

工業用ブレード 番号 36030 番号 36030.50 

0.30 mm、 マガジンに10個

工業用ブレード 番号 37030 番号 37030.50 

0.30 mm、 マガジンに10個

工業用ブレード 番号 13615 番号 13615.35 

0.15 mm、 ステンレス、 ブレード500枚 (個別に紙に包装)

工業用ブレード 番号 13730 番号 13730.60 

0.30 mm、 ステンレス、 クリアパッケージ入り10枚

工業用ブレード 番号 83715 番号 83715.31 

0.15 mm、 ステンレス、TiNコーティングの刃先、  

ブレード100枚 (個別に紙に包装)

使用方法

カッティング深さの 整が可能です。

紙、フィルム、そしてフォーム材用ナイフをお探しですか。すべてお

せください。さらに、SECUMAX MOBILEXは、シールドされたブレード

を 用しつつ、カッティング深さを 整できる 一の安全カッターで

す。内 されたカッティング深さ 機構により、材料および要件に応

じてブレードアクセスを2 10mmの で 大または 小することが

できます。

SECUMAX MOBILEX
番号 45137.00

SECUMAX MOBILEX 産業用刃搭載 番号 37020 番号 45137.00 

ブリスターパック入り 1セット (5 外装箱入り)

すべてのモデル  注文番号

装備可能な刃 注文番号

   すべての刃についてはページ120

製品の特徴 番号 45137.00

技術的特徴

主要なカッティング対象物

 

 

製品の詳細

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 114 x 15.5 x 59 mm

基礎材料 プラスチック

製品重量 47.5 g

VEあたりの重量 (ブリスターパック入り 1セット) 58.4 g

回収ボックス 番号 9810.08

回収ボックス用ウォールマウント 番号 9845.06

SAFEBOX 番号 108000.00

アクセサリー 注文番号

  詳細情報は107ページから

使用方法

これで、このフィルム専用ナイフに立ち さがるものは もありませ

ん。

な紙またはプラスチックシートの切断用ナイフをお探しですか。

それなら、コンパクトなSECUMAX COUPPYがお勧めです。このナイ

フのシールドされたブレードは、グライドフットによって、カッティング

材料に対して最適な45°が常に維持されます。このようにして、安全

カッターは特に軽快に滑っていくことが可能です。では、ブレードアク

セスにある曲線は のためでしょうか。これは、材料を自動的にブレ

ード方向に くためです。

SECUMAX COUPPY
番号 43136.00

SECUMAX COUPPY 産業用刃搭載 番号 36020 番号 43136.00 

ブリスターパック入り 1セット (10 外装箱入り)

すべてのモデル  注文番号

装備可能な刃 注文番号

製品の特徴 番号 43136.00

技術的特徴

主要なカッティング対象物

 

 

製品の詳細

回収ボックス 番号 9810.08

回収ボックス用ウォールマウント 番号 9845.06

SAFEBOX 番号 108000.00

アクセサリー 注文番号

  詳細情報は107ページから

 すべてのカッティング対象物は117ページから  すべてのカッティング対象物は117ページから

工業用ブレード 番号 36020 番号 36020.50 

0.20 mm、 マガジンに10個

工業用ブレード 番号 36013 番号 36013.39 

0.13 mm、 ブレード250枚 (個別に紙に包装)

工業用ブレード 番号 36010 番号 36010.50 

0.10 mm、 マガジンに10個

工業用ブレード 番号 13615 番号 13615.35 

0.15 mm、 ステンレス、 ブレード500枚 (個別に紙に包装)

工業用ブレード 番号 83615 番号 83615.35 

0.15 mm、 ステンレス、TiNコーティングの刃先、  

ブレード500枚 (個別に紙に包装)

工業用ブレード 番号 83630 番号 83630.35 

0.30 mm、 ステンレス、TiNコーティングの刃先、  

ブレード500枚 (個別に紙に包装)

   すべての刃についてはページ120
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すべて保護されています

高品質なブレードはノーズとグ

リップの間にしっかりと固定さ

れています。本当にカットした

いものだけをカットできます。

ユーザーと商品にとって危険

がありません。

独特のよさ

SECUMAX POLYCUTは固定

ブレード式ナイフです。ブレー

ドの交換が不要なので、ブレ

ードに触ることもありません。

これにより、安全性がさらに高

まります。

長く、尖ったノーズ

SECUMAX POLYCUTのノー

ズが特に長く尖っているのは

なぜですか? これで中間 ャ

ップに特にうまく 入できるか

らです。さらにカッティング材料

をブレード より確実にガイド

できます。

どんな手にも合います

SECUMAX POLYCUTは小型

軽量でハンディーです。より長

い間作業したくなるほどハンデ

ィーです。この際どちら利きの

手かは関 しません。このカッ

ティングツールは常に適合す

るからです。

適切な場所に保

SECUMAX POLYCUTはそう簡

単には くなりません。ハトメ

付きの安全カッターは、常に適

切な場所に固定できます。

SECUMAX POLYCUT
番号 8500012.12

スペシャリストの中のオールラウンダー。

SECUMAX POLYCUTは、小型かつ小回りの利くプラスチック製の固

定ブレード式ナイフです。また、オールラウンダーとして特別な で

す。ブレードとプラスチック部の間がより広くなっており、薄い材料を 

枚同時に切断できます。さらに、長く尖ったノーズは、 、紙の

帯、フィルムの層等の取り扱いにおいて役に立ちます。スリムなデザ

インにより、 い 間での使用にも対応します。

使用方法

製品の特徴 番号 8500012.12

技術的特徴

主要なカッティング対象物

  すべてのカッティング対象物は117ページから

SECUMAX POLYCUT 番号 8500012.12 

箱入り10枚(バラ品)

 

 SECUMAX POLYCUT ガラス繊維強化仕様 番号 8500112.12 

箱入り10枚(バラ品) 

 

 SECUMAX POLYCUT ステンレス刃搭載 番号 8500212.12 

箱入り10枚(バラ品) 

 装着状態の刃

 ご注意：このブレードは固定式であり、交換できません。 

ブレード強度 0.30 mm。 

 装着状態の刃

 ご注意：このブレードは固定式であり、交換できません。 

ブレード強度 0.30 mm。 

 装着状態の刃

 ステンレスブレードは固定式であり、交換できません。 

ブレード強度 0.30 mm。 

製品の詳細

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 76.1 x 3 x 45.1 mm

基礎材料 プラスチック

製品重量 6.6 g

VEあたりの重量 (箱入り10枚) 78.4 g

すべてのモデル  注文番号

ビデオ

製品紹介

動画
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すべて保護されています

高品質なブレードはノーズとグ

リップの間にしっかりと固定さ

れています。本当にカットした

いものだけをカットできます。

ユーザーと商品にとって危険

がありません。

すためのノーズ

SECUMAX PLASTICUTはそ

うすぐには置き りにできま

せん。持って軽く、ハンディー

だからです。ノーズは下 向

かって らになっておらず、先

尖って れた形状です。カ

ッティング材料を すのに最

適です。

独特のよさ

SECUMAX PLASTICUTは固

定ブレード式ナイフです。ブ

レードの交換が不要なので、

ブレードに触ることもありませ

ん。これにより、安全性がさら

に高まります。

適切な場所に保

SECUMAX PLASTICUTはそう

簡単には くなりません。ハト

メ付きの安全カッターは、常に

適切な場所に固定できます。

SECUMAX PLASTICUT
番号 46912.12

枚同時に切断できます

SECUMAX PLASTICUTは、当社の他の製品とは なりますが、それ

はディテールにおいてのみです。しかし、ご 知のように、そのディテ 

ールが大切なのです。この安全カッターのブレードとプラスチック部

の間には 分な間 があるため、フィルムや紙を 枚同時に切断

できます。その厚さはわずか3 mmで、 い 間における曲線の切断

も可能です。ところで、このカッティングツールは、フェイスリフトまで

はSECUMAX POLYPIC と ばれていました。

製品の特徴 番号 46912.12

技術的特徴

主要なカッティング対象物

SECUMAX PLASTICUT 番号 46912.12 

箱入り10枚(バラ品)

 SECUMAX PLASTICUT ステンレス刃搭載 番号 346912.12 

箱入り10枚(バラ品) 

すべてのモデル  注文番号

装着状態の刃

 ご注意：このブレードは固定式であり、交換できません。  

ブレード強度 0.30 mm。 

  すべてのカッティング対象物は117ページから

装着状態の刃

 ステンレスのTiNコーテッドされたブレードは固定式であり、交換できません。 

ブレード強度 0.30 mm。

使用方法

製品の詳細

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 76 x 3 x 45.5 mm

基礎材料 プラスチック

製品重量 6.5 g

VEあたりの重量 (箱入り10枚) 76.0 g

ビデオ

製品紹介

動画
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SECUMAX CARDYCUT
番号 746912.12

他のナイフが かない場所にも対応。防 仕様。

SECUMAX CARDYCUTは、その厚さわずか2mmで、当社でも最も薄

くコンパクトな製品の1つです。これにより、他のナイフが かないよ

うな所でも、これなら できます。例えば、自動 産業によくあるわ

ずかな 間や非常に られたスペースなどです。ブレードとプラスチ 

ック部との 間は く、単層フィルムや紙を確実かつ容易に切断で

きます。

 ステンレスのTiNコーテッドされたブレードは固定式であり、交換できません。 

ブレード強度 0.30 mm。 

SECUMAX CARDYCUT 番号 746912.12 

箱入り10枚(バラ品) 

すべてのモデル  注文番号

製品の特徴 番号 746912.12

技術的特徴

主要なカッティング対象物

装着状態の刃

  すべてのカッティング対象物は117ページから

SECUMAX CARDYCUT
番号 546912.12

他のナイフが かない場所にも対応。 明かつ防 仕様。 

SECUMAX CARDYCUTには、 明なプラスチックが 用されており、

カッティングの状態を見通すことができます。これにより、フィルムや

紙の切断時に目視確認が容易に行えます。その小型でコンパクトな

形状により、カーブのカッティングや い 間においても軽快な動作

が可能です。薄型の単層フィルムを得意とするこの製品は、例えば

自動 産業で広く使用されています。

使用方法

 ステンレスのTiNコーテッドされたブレードは固定式であり、交換できません。 

ブレード強度 0.30 mm。

SECUMAX CARDYCUT 番号 546912.12 

箱入り10枚(バラ品) 

すべてのモデル  注文番号

製品の特徴 番号 546912.12

技術的特徴

主要なカッティング対象物

装着状態の刃

  すべてのカッティング対象物は117ページから

製品の詳細

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 71 x 3 x 43 mm

基礎材料 プラスチック

製品重量 6.6 g

VEあたりの重量 (箱入り10枚) 79.5 g

製品の詳細

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 71.3 x 2 x 43 mm

基礎材料 プラスチック

製品重量 6.0 g

VEあたりの重量 (箱入り10枚) 72.6 g

使用方法ビデオ

製品紹介

動画

ビデオ

製品紹介

動画
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SECUMAX VISICUT 番号 47012.12 

箱入り10枚(バラ品) 

SECUMAX TRENNEX
番号 6200012.12

柔らかいものなら でも切断できます。

SECUMAX TRENNEXは、ガラス繊維強化プラスチック製の丈夫な固

定ブレード式ナイフです。一方、得意とする材料においては、 の

用途に対応します。この安全カッターは、発泡スチロール、パイプ断 

材、 フィルムやきめの い 地等、柔らかい素材なら でも 

理できます。ナイフのノーズの先端は丸め加工が施されており、引 

っかかりを防止します。小さなディテールが大きな効果を みます。

使用方法

製品の特徴 番号 6200012.12

技術的特徴

主要なカッティング対象物

  すべてのカッティング対象物は117ページから

SECUMAX VISICUT
番号 47012.12

ブレード付きの名 。

SECUMAX VISICUTは、その見かけとは う本 的なカッティングツ 

ールです。同時に素 らしい広 アイテムにもなります。よくご覧いた

だければ、この製品は高級ブレードを内 した名 型であることがお

わかりいただけます。 社の新しい名 として 用するのはいかが

ですか。お名前、ロゴ、そしてメッセージを印 することができ、お  

様、 人または取引先の方がこのナイフで手紙を開ければ、それら

の情報を目にすることになります。

製品の詳細

使用方法

 ご注意：このブレードは固定式であり、交換できません。 

ブレード強度 0.30 mm。

すべてのモデル  注文番号

製品の特徴 番号 47012.12

技術的特徴

主要なカッティング対象物

装着状態の刃

  すべてのカッティング対象物は117ページから

   

   

SECUMAX TRENNEX 番号 6200012.12 

箱入り10枚(バラ品) 

 すべてのモデル 注文番号

 

 

     SECUMAX TRENNEX ガラス繊維強化仕様 番号 6200112.12 

箱入り10枚(バラ品) 

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 69.6 x 2.5 x 41.6 mm

基礎材料 プラスチック

製品重量 6.6 g

VEあたりの重量 (箱入り10枚) 79.0 g

製品の詳細

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 76 x 3 x 45.1 mm

基礎材料 プラスチック

製品重量 7.0 g

VEあたりの重量 (箱入り10枚) 81.0 g

ビデオ

製品紹介

動画

ビデオ

製品紹介

動画

 ご注意：このブレードは固定式であり、交換できません。  

ブレード強度 0.30 mm。

 ご注意：このブレードは固定式であり、交換できません。  

ブレード強度 0.30 mm。

装着状態の刃

装着状態の刃
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SECUMAX 565
番号 565001.00

鋭くても安全

ブレードエッジを一度よくご覧く

ださい。お気づきですか? め

研 ではなく、直 に研 され

ています。このため手が切れ

ません – その分最も なる素

材を使用しています。

ステンレススチール

の耐久性はステンレス製金

属部品が保証しています。グ

リップ部分でこれにガラス繊維

強化プラスチックで っていま

す。長い耐用期間をお約束。

快適な作業

エキスパートはこれを「目」と

んでいます。指が確実に収ま

る大型開 のことです。内側

のソフトグリップでさらに快適

でスリップしない作業が可能に

なります。手袋を めていても

同じ使い 手。

めるためのスターナット

SECUMAX 565はオールラウン

ドプレイ ーなのでカッティン

グに 約がありません。クロー

ジャーが回らなくなったらどう

するんですか? グリップにある

スターナットをお試しください –

問題は します。

一体型ワイ ーノッチ

をあとちょっと開くと、スクリ

ューの上にあるワイ ーノッチ

を利用できます。ワイ ーかケ

ーブルを 入して所 の長さ

に切るだけです。

オールラウンダーの登場です。 場でも 用としてもご利用いただ

けます。

プロ級のカッティングのための万能ツールです。手が大きな方、また

は手袋を着けて作業される方に最適です。そのパワフルなカッティン

グは、段ボール、紙、フィルム、 地、その他多くの材料を 理しま

す。刃先の特殊な研削と丸め加工された先端は、ユーザーに最高の

保護を提供します。内 されたワイ ー用ノッチは、ワイ ーやケー

ブルの切断に、グリップの はロックを開く際にご使用ください。

ビデオ

製品紹介

動画 使用方法

製品の詳細

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 216 x 13 x 83 mm

基礎材料 ステンレススチール

製品重量 122.0 g

VEあたりの重量 (ブリスターパック入り 1セット) 140.0 g

クリップ付きベルト用ホルスター(M) 番号 9921.08

アクセサリー

SECUMAX 565 番号 565001.00 

ブリスターパック入り 1セット (はさみ10本 外装箱入り)

すべてのモデル  注文番号

注文番号

製品の特徴 番号 565001.00

技術的特徴

主要なカッティング対象物

 すべてのカッティング対象物は117ページから

  詳細情報は107ページから

元のサイズの80％
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SECUMAX 564
番号 564001.00

鋭くても安全

ブレードエッジを一度よくご覧く

ださい。お気づきですか? め

研 ではなく、直 に研 され

ています。このため手が切れ

ません – その分最も なる素

材を使用しています。

ステンレススチール

の耐久性はステンレス製金

属部品が保証しています。グ

リップ部分でこれにガラス繊維

強化プラスチックで っていま

す。長い耐用期間をお約束。

快適な作業

エキスパートはこれを「目」と

んでいます。指が確実に収ま

る両方の開 のことです。内

側のソフトグリップでさらに快

適でスリップしない作業が可能

になります。

特に長いブレード

迅速でしかも が効く – 

SECUMAX 564ならこういう具

合に最適な作業が可能です。

ブレードは能率がよくなるほど

長いです。 が効くのは、先

端から指用開 まで全面的に

持面としてご利用になれる

からです。

安定した結合

高品質 では当 のこと：両

方の 分は中 で本物のネ

ジによって固定されています。

これで安定した結合と長期間

高いカッティング性能が発

されます。

特に長い切断に適したモデルです。

SECUMAX 564の特徴は親指用の穴、そしてカッティングの際の理想

的な台にもなる特別長い刃先です。これにより、この安全ばさみでの

作業が極めて確実に行えるだけではなく、段ボール、紙、フィルム、

地やその他の材料の切断をより少ない回 で行えます。特殊な研削

が施された刃先と丸め加工された先端が最高の安全性を保証します。

ビデオ

製品紹介

動画 使用方法

製品の詳細

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 218 x 12 x 82 mm

基礎材料 ステンレススチール

製品重量 93.0 g

VEあたりの重量 (ブリスターパック入り 1セット) 112.0 g

クリップ付きベルト用ホルスター(M) 番号 9921.08

アクセサリー

SECUMAX 564 番号 564001.00 

ブリスターパック入り 1セット (はさみ10本 外装箱入り)

すべてのモデル  注文番号

注文番号

製品の特徴 番号 564001.00

技術的特徴

主要なカッティング対象物

 すべてのカッティング対象物は117ページから

  詳細情報は107ページから

元のサイズの80％
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SECUMAX 363
番号 363001.00

鋭くても安全

ブレードエッジを一度よくご覧く

ださい。お気づきですか? め

研 ではなく、直 に研 され

ています。このため手が切れ

ません – その分最も なる素

材を使用しています。

ステンレススチール

の耐久性はステンレス製金

属部品が保証しています。グ

リップ部分でこれにガラス繊維

強化プラスチックで っていま

す。長い耐用期間をお約束。

快適な作業

エキスパートはこれを「目」と

んでいます。指が確実に収ま

る小さい開 のことです。内側

のソフトグリップでさらに快適

でスリップしない作業が可能に

なります。

短いブレード

短 離にあるものは：精

度。SECUMAX 363は正確で繊

細なカッティングに特に適して

います。 なコーナーに切

込みたいときでもこの ならカ

ットラインから外れません。

安定した結合

高品質 では当 のこと：両

方の 分は中 で本物のネ

ジによって固定されています。

これで安定した結合と長期間

高いカッティング性能が発

されます。

ミリメートル単位の精 な作業もこなします。多くの分野で利用され

ています。

特に繊細で的を ったカッティングのための安全カッターです。親指

とその他の指を使って、驚くほど簡単にナイフをコントロールできま

す。より大型のバリエーションであるSECUMAX 564や565と同様に、

この軽量ナイフは段ボール、紙、フィルム、 地、紐、ストラップ等に

対応します。その際、指と手は刃先の特殊な切削と丸め加工が施さ

れた先端によって保護されます。

 

ビデオ

製品紹介

動画 使用方法

製品の詳細

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 134 x 8 x 65.5 mm

基礎材料 ステンレススチール

製品重量 36.8 g

VEあたりの重量 (ブリスターパック入り 1セット ) 48.3 g

SECUMAX 363 番号 363001.00 

ブリスターパック入り 1セット (はさみ10本 外装箱入り)

すべてのモデル  注文番号

 

 

製品の特徴 番号 363001.00

技術的特徴

主要なカッティング対象物

 すべてのカッティング対象物は117ページから

クリップ付きベルト用ホルスター(S) 番号 9920.08

アクセサリー 注文番号

  詳細情報は107ページから



ブレード全自動収納機能

「インテリジェント」なカッティングツール。ブレードは、カッ

ティング対象物から離れるとすぐに自動的にグリップの

中 戻ります。お 様がスライダーまたはレバーを押し

ていたとしても、ブレードは戻ります。当社は、これを「非

常に高い安全性」と んでいます。

SE
CU

P
R

O
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SECUPRO 625
番号 625001.02

したエルゴノミクス

のカッティングツール

が実現できなかったこと

を、SECUPRO 625において、

ビーユーザーの要 に応え

て実現しています。長い滑らか

に動くレバー、先の方が丸くな

っているグリップ、ナイフの

の上のソフトグリップをご自分

でお試しください!

頑丈でバランスがよい

ご覧になって感じる通り、グリ

ップは高品質アルミニウム製

です。頑丈な形状が最適な重

量 分に直結しています。そ

の結果、ツールとユーザーが

付かれません。加圧カッティン

グの際も同様です。

大きなカッティング深さ

長い刃渡りは3層段ボール箱、

巻き取り製品、ゴムその他

々に対応するように製造され

ています。ブレード自体手間を

ほとんどかけずに楽に前 出

せます。これには切り替えボタ

ンを引き上げてレバーを操作

するだけです。

多くのカッティングタイプに

対応

SECUPRO 625は、詳細な特長

においても、全体のパッケージ

としても の製品です。この

製品を使用すれば、ソーカット

によるカッティングが可能で、

ブレード収納機能をあきらめる

必要もありません。オプション

のブレードによって、応用

が広がります。

一 した安全性

グリップ前部のブレード収納

機能には高い 性がありま

すが、後部にはロック機構も

装備されています。これでレ

バーをロックすれば、ブレード

が不用意に展開しないように

できます。

長いレバー。長いブレード。長期間お使いいただけます。 

丸め加工された台形ブレード。

SECUPRO 625は、当社のエルゴノミクスペンチ式グリップナイフの

頂点に立つ製品です。この製品 の要件は明らかです。つまり、プ

レミアム製品であることです。なぜなら、この製品にはプロのユーザ

ーの要 が 合されているからです。まず、アルミニウム製のグリ

ップ。ブレード展開のために滑らかな操作を実現したレバー。特別

大きなカッティング深さとブレード全自動収納機能が組み合わせ。

快適なブレード交換。そして、 よりもハイエンドツールを使用して

いるという安心感。

ビデオ

製品紹介

動画 使用方法

製品の詳細

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 154 x 22 x 59 mm

基礎材料 アルミニウム

製品重量 151.0 g

VEあたりの重量 (個別カートン) 165.0 g

SECUPRO 625 台形ブレード搭載 番号 60099 番号 625001.02 

個別ボックス入り1枚 (10 外装箱入り)

すべてのモデル 注文番号 装備可能な刃 注文番号

クリップ付きベルト用ホルスター(L) 番号 9922.08

回収ボックス 番号 9810.08

回収ボックス用ウォールマウント 番号 9845.06

SAFEBOX 番号 108000.00

アクセサリー

››  詳細情報は107ページから

注文番号

 

製品の特徴 番号 625001.02

技術的特徴

主要なカッティング対象物

››  すべてのカッティング対象物は117ページから

台形ブレード 番号 60099 番号 60099.70 

0.63 mm, 丸みが付けられた先端、 幅広研削,  

ディスペンサー入り10枚

セラミックブレード 番号 60099C 番号 1760099.25 

0.65 mm, セラミック、丸みが付けられた先端、幅広研削,  

ブリスターパック入り 2セット

台形ブレード 番号 99 番号 99.70 

0.63 mm, 幅広研削, ディスペンサー入り10枚

台形ブレード 番号 199 番号 199.70 

0.63 mm, 幅広研削、ステンレス,  

ディスペンサー入り10枚

フック形ブレード 番号 98 番号 98.70 

0.63 mm, ディスペンサー入り10枚

C
S

 
C

S

 

標準のスチール製ブレードの代わりに、セラミック製ブレードもご

利用いただけるようになりました。SECUPRO 625用の新型セラミ

ック製ブレードの製品番号は60099Cとなります。
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SECUPRO MARTEGO
番号 122001.02

最高の要 のために。

機能性とデザインが両立されたカッティングツールとはどのようなも

のでしょう それは、 もある当社のブレード全自動収納機能を

搭載したペンチ式グリップナイフSECUPRO MARTEGOです。この製

品には、「非常に」という言 が当たり前です。非常に安全、非常に

堅牢、非常にエルゴノミック、非常に多くの用途に対応、そして非常に

高品質です。さらに、右利き、左利きの両方に対応し、手が大きな方

にも快適にご使用いただけます。

ビデオ

製品紹介

動画 使用方法

製品の詳細

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 155 x 18 x 48.5 mm

基礎材料 アルミニウム

製品重量 105.0 g

VEあたりの重量 (個別カートン) 124.0 g

SECUPRO MARTEGO 産業用刃搭載 番号 92 番号 122001.02 

個別ボックス入り1枚 (10 外装箱入り)

すべてのモデル 注文番号 装備可能な刃 注文番号

クリップ付きベルト用ホルスター(M) 番号 9921.08

回収ボックス 番号 9810.08

回収ボックス用ウォールマウント 番号 9845.06

SAFEBOX 番号 108000.00

アクセサリー

››  詳細情報は107ページから

注文番号

 

製品の特徴 番号 122001.02

技術的特徴

主要なカッティング対象物

››  すべてのカッティング対象物は117ページから

完璧な操作性

SECUPRO MARTEGOのメリ

ットはエルゴノミックなペンチ

式グリップ、持ちやすいソフト

グリップ、「 前設定済み」の

カッティングアングルにあり、

このアングルは手首に特に快

適です。

簡単で安全な交換

交換時期になったらブレードを

加のツールなしで交換してく

ださい。SECUPRO MARTEGO

の「 きつける力」がここにも

発 されます。内 マグネット

でブレードが ちないようにな

っています。

全てを把握

全てにおいてメリットのある

アルミニウム。この金属は

SECUPRO MARTEGOの

別なデザインに寄与している

ばかりではありません。頑丈

さも増し、最高の負 にも耐

えます。

ロックでさらに高い保護を実現

SECUPRO MARTEGOは作業

中にカットと 動にいつもお供

していますか? なことで

す。使わないときは いロック

を必ず押してください。これな

らブレードが不意に出ません。

4倍使用できるブレード

リンガーの高品質ブレード

は 回でも回して反転できま

すが、これは2枚のブレードに4

つのカットエッジがあるためで

す。これは便利です! カッティン

グ深さが く設定されており、

商品にさらに優れた保護を提

供します。

工業用ブレード 番号 92 番号 92.66 

0.40 mm, セーフティディスペンサー入り10枚

セラミックブレード 番号 92C 番号 1792.25 

0.50 mm, セラミック、幅広研削, ブリスターパック入り 2セット

工業用ブレード 番号 192 番号 192.66 

0.40 mm, ステンレス, セーフティディスペンサー入り10枚

工業用ブレード 番号 60092 番号 60092.66 

0.40 mm, 丸みが付けられた先端,  

セーフティディスペンサー入り10枚

標準のスチール製ブレードの代わりに、セラミック製ブレードもご

利用いただけるようになりました。SECUPRO MARTEGO用の新

型セラミック製ブレードの製品番号は92Cとなります。

C
S
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SECUPRO MERAK
番号 124001.02

エルゴノミックなデザインの

グリップ

右利きでも左利きで

も：SECUPRO MERA は使う

のが気に入り、効果的に使用

できるようになります。グリップ

の手に合う形状とレバーの快

適なリリース力なので高いカッ

ト頻度でも失 なくできます。

安全性それとも快適さを重視しますか。それらをすべて実現しています。

それは、実用的なブレード全自動収納機能を搭載したペンチ式グリップ

ナイフSECUPRO MERA です。このSECUPRO MARTEGOの小型バー

ジョンでは、当社は特に とつのことを重視しました。それはユーザー

です。そのため、この軽量で してユーザーフレンドリーなSECUPRO 

MERA では、安全かつ疲れることなく作業をしていただけます。さらに、

カッティング深さは小さく設定されており、商品は確実に保護されます。   

これは、どのような材料を切断する場合も同じです。

ビデオ

製品紹介

動画 使用方法

製品の詳細

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 128 x 18 x 50 mm

基礎材料 ガラス繊維強化プラスチック

製品重量 59.0 g

VEあたりの重量 (個別カートン) 75.8 g

SECUPRO MERA  産業用刃搭載 番号 92 番号 124001.02 

個別ボックス入り1枚 (10 外装箱入り)

すべてのモデル 注文番号 装備可能な刃 注文番号

クリップ付きベルト用ホルスター(M) 番号 9921.08

回収ボックス 番号 9810.08

回収ボックス用ウォールマウント 番号 9845.06

SAFEBOX 番号 108000.00

アクセサリー

››  詳細情報は107ページから

注文番号

製品の特徴 番号 124001.02

技術的特徴

主要なカッティング対象物

››  すべてのカッティング対象物は117ページから

工業用ブレード 番号 92 番号 92.66 

0.40 mm, セーフティディスペンサー入り10枚

セラミックブレード 番号 92C 番号 1792.25 

0.50 mm, セラミック、幅広研削, ブリスターパック入り 2セット

工業用ブレード 番号 192 番号 192.66 

0.40 mm, ステンレス, セーフティディスペンサー入り10枚

工業用ブレード 番号 60092 番号 60092.66 

0.40 mm, 丸みが付けられた先端,  

セーフティディスペンサー入り10枚

C
S

 

標準のスチール製ブレードの代わりに、セラミック製ブレードもご

利用いただけるようになりました。SECUPRO MERA 用の新型セ

ラミック製ブレードの製品番号は92Cとなります。

安全なブレード交換

ブレードの交換には特にツ

ールは必要なく、SECUPRO 

MERA の分 も不要です。こ

れなら失うものがありません。

内 マグネットがブレードの

下を防止するからです。

軽量で安定

SECUPRO MERA は特殊な摩

耗耐性に優れるプラスチック製

です。それでいて快適な軽さで

す。その結果、安全カッターも

腕もすぐに疲れなくなります。

小さいボタン付き

いロックで不意にブレードが

出てくるのを防止できます。一

回押すだけ – これで使用しな

いときまたは 動中でも負傷

から保護されます。

4倍使用できるブレード

ブレード1枚、刃先2枚、4つの

鋭利なエッジ。これらのブレー

ドは経済的です。例えば、4回

分の使用が可能です。同時に

カッティングのために毎回必要

な力が少なくなります。
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SECUPRO MEGASAFE
番号 116006.02

頑丈なグリップ

高級SECUPRO MEGASAFEの

グリップは100 アルミニウム製

なのでとても頑丈です。このカ

ッティングツールで一 的に

理されているカッティング材料

の大部分に対応できます。

の層にも対応します。

開かずに交換

ブレードは簡単かつ安全に交

換できます。しかもグリップを

開かずに行うことができます。

上側のボタンを押して、スライ

ダーを前 いっぱいに動かし

ます。ここでブレードを交換す

ることができます。

完璧な操作性

少し丸くなったグリップは特に

手にしっくりと合います。親指

が かないこともありません。

ソフトグリップ付きスライダーな

ので滑りません。

両面スライダー

右利きですか? 左利きですか? 

右利き、左利きのどちらでもご

使用になれます。SECUPRO 

MEGASAFEはスライダー付

きなので、両側からアクセス

できます。ご自分でお選びく

ださい。

2倍使用できるブレード

高品質ブレードを交換する前

にブレードを一回裏返します。

ブレードの使用時間は倍にな

り、そして加える力も少なくて

済みます。お使いの製品は

新品同様すぐにご使用にな

れます。

見た通りの高品質製品です。

刃渡りの大きな安全カッターをお探しですか。あるいは、非常に過酷

な で使用できる切断ツールをお探しですか それらのケースに

は、SECUPRO MEGASAFEをお勧めします。その最大17 mmまでのカッ

ティングの深さによって、より負 の高い対象物にも対応します。ブレー

ド自動収納機能は、ブレードが完全に展開されていなくても作動するた

め、安全性は確保されています。さらに、ブレードの先端には丸め加工

が施されています。

ビデオ

製品紹介

動画 使用方法

製品の詳細

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 153 x 26 x 38 mm

基礎材料 アルミニウム

製品重量 142.0 g

VEあたりの重量 (個別カートン) 160.0 g

装備可能な刃 注文番号

クリップ付きベルト用ホルスター(M) 番号 9921.08

回収ボックス 番号 9810.08

回収ボックス用ウォールマウント 番号 9845.06

SAFEBOX 番号 108000.00

アクセサリー

››  詳細情報は107ページから

注文番号

製品の特徴 番号 116006.02

技術的特徴

主要なカッティング対象物

››  すべてのカッティング対象物は117ページから

SECUPRO MEGASAFE 台形ブレード搭載 番号 60099 番号 116006.02 

個別ボックス入り1枚 (10 外装箱入り)

SECUPRO MEGASAFE 台形ブレード搭載 番号 99 番号 116001.02 

個別ボックス入り1枚 (10 外装箱入り)

SECUPRO MEGASAFE 台形ブレード搭載 番号 199 番号 116004.02 

個別ボックス入り1枚 (10 外装箱入り)

SECUPRO MEGASAFE フック刃搭載 番号 98 番号 116002.02 

個別ボックス入り1枚 (10 外装箱入り)

すべてのモデル 注文番号

台形ブレード 番号 60099 番号 60099.70 

0.63 mm, 丸みが付けられた先端、 幅広研削,  

ディスペンサー入り10枚

セラミックブレード 番号 60099C 番号 1760099.25 

0.65 mm, セラミック、丸みが付けられた先端、

幅広研削, ブリスターパック入り 2セット

台形ブレード 番号 99 番号 99.70 

0.63 mm, 幅広研削, ディスペンサー入り10枚

台形ブレード 番号 199 番号 199.70 

0.63 mm, 幅広研削、 

ステンレス, ディスペンサー入り10枚

フック形ブレード 番号 98 番号 98.70 

0.63 mm, ディスペンサー入り10枚

C
S

標準のスチール製ブレードの代わりに、セラミック製ブレードもご

利用いただけるようになりました。SECUPRO MEGASAFE用の新

型セラミック製ブレードの製品番号は60099Cとなります。
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SECUPRO MAXISAFE
番号 10130610.02

エルゴノミックなデザインの

グリップ

と に新 成形ナイフの はプ

ラスチックグリップを持ちやす

い形になりました。そのために

スライダーとブレード交換ボタ

ンが最適化されています。こう

してこそ能率よく作業ができる

ようになります。

3面スライダー

右利きですか? 左利きですか? 

上から? ブレードをどう取り出

すかには関 しません – SE-

CUPRO MAXISAFEならどんな

方法も可能です。さらに、3面

スライダーには 後握りやす

い溝が付きました。

ボタンを押すだけ

ブレードの交換は両手で行い

ます。簡単にできます。ブレー

ド交換ボタンを押すとグリップ

を返せるのでブレードキャリア

を前 押してブレードを交換し

ます。交換はこれだけです。

前が金属製

SECUPRO MAXISAFEなら「

れ」をかわす手間がなくできま

す。すなわち：ブレード用スリッ

トの金属製摩耗保護によって

最も強い負 にも耐えます。

2倍使用できるブレード

高品質ブレードを交換する前

にブレードを一回裏返します。

ブレードの使用時間は倍にな

り、そして加える力も少なくて

済みます。お使いの製品は

新品同様すぐにご使用にな

れます。

全方向からの完璧なハンドリング。丸め加工された台形ブレード。

SECUPRO MAXISAFEは、その手軽なハンドリングによって15年以上

にわたり様々な分野で利用されています。この度、この安全カッター

はエルゴノミクスにおいても新たなレベルに しました。手に取っ

て、リニューアルされた3面スライダーを操作してください。 いがお

わかりいただけますか。そして、ブレード全自動収納機能や高品質プ

ラスチック製の丈夫なグリップなど、定評のある特徴は以前と変わり

ません。

ビデオ

製品紹介

動画 使用方法

製品の詳細

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 148 x 18 x 42 mm

基礎材料 ガラス繊維強化プラスチック

製品重量 66.0 g

VEあたりの重量 (個別カートン) 83.5 g

SECUPRO MAXISAFE 台形ブレード搭載 番号 60099 番号 10130610.02 

個別ボックス入り1枚 (10 外装箱入り)

SECUPRO MAXISAFE 台形ブレード搭載 番号 99 番号 10139910.02 

個別ボックス入り1枚 (10 外装箱入り)

すべてのモデル 注文番号 装備可能な刃 注文番号

クリップ付きベルト用ホルスター(S) 番号 9920.08

ホルスター(L) 番号 9843.08

回収ボックス 番号 9810.08

回収ボックス用ウォールマウント 番号 9845.06

SAFEBOX 番号 108000.00

アクセサリー

››  詳細情報は107ページから

注文番号

製品の特徴 番号 10130610.02

技術的特徴

主要なカッティング対象物

››  すべてのカッティング対象物は117ページから

台形ブレード 番号 60099 番号 60099.70 

0.63 mm, 丸みが付けられた先端、 幅広研削,  

ディスペンサー入り10枚

セラミックブレード 番号 60099C 番号 1760099.25 

0.65 mm, セラミック、丸みが付けられた先端、幅広研削, 

ブリスターパック入り 2セット

台形ブレード 番号 99 番号 99.70 

0.63 mm, 幅広研削, ディスペンサー入り10枚

台形ブレード 番号 199 番号 199.70 

0.63 mm, 幅広研削、ステンレス,  

ディスペンサー入り10枚

フック形ブレード 番号 98 番号 98.70 

0.63 mm, ディスペンサー入り10枚

標準のスチール製ブレードの代わりに、セラミック製ブレードもご

利用いただけるようになりました。SECUPRO MAXISAFE 用の新

型セラミック製ブレードの製品番号は60099Cとなります。

C
S
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SECUPRO MAXISAFE
番号 10150610.02

エルゴノミックなデザインの

グリップ

と に新 成形ナイフの はプ

ラスチックグリップを持ちやす

い形になりました。そのために

スライダーとブレード交換ボタ

ンが最適化されています。こう

してこそ能率よく作業ができる

ようになります。

3面スライダー

右利きですか? 左利きですか? 

上から? ブレードをどう取り出

すかには関 しません – SE-

CUPRO MAXISAFEならどんな

方法も可能です。さらに、3面

スライダーには 後握りやす

い溝が付きました。

ボタンを押すだけ

ブレードの交換は両手で行い

ます。簡単にできます。ブレー

ド交換ボタンを押すとグリップ

を返せるのでブレードキャリア

を前 押してブレードを交換し

ます。交換はこれだけです。

耐損耗性

SECUPRO MAXISAFEなら材

料との接触をかわす手間がな

くできます。すなわち：ブレード

用スリットの金属キャップによ

って、最高の強度の負 にも

耐えます。

2倍使用できるブレード

高品質ブレードを交換する前

にブレードを一回裏返します。

ブレードの使用時間は倍にな

り、そして加える力も少なくて

済みます。お使いの製品は

新品同様すぐにご使用にな

れます。

全方向からの完璧なハンドリング。メタルキャップと丸め加工が施さ

れた台形ブレードを搭載。

SECUPRO MAXISAFEは、その手軽なハンドリングによって15年以上

にわたり様々な分野で利用されています。この度、この安全カッター

はエルゴノミクスにおいても新たなレベルに しました。手に取っ

て、リニューアルされた3面スライダーを操作してください。 いがお

わかりいただけますか。そして、ブレード全自動収納機能、高品質プ

ラスチック製の丈夫なグリップ、そして金属製キャップ等、定評のある

特徴は以前と変わりません。

ビデオ

製品紹介

動画 使用方法

製品の詳細

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 148 x 20 x 44 mm

基礎材料 ガラス繊維強化プラスチック

製品重量 80.7 g

VEあたりの重量 (個別カートン) 97.5 g

装備可能な刃 注文番号

クリップ付きベルト用ホルスター(S) 番号 9920.08

ホルスター(L) 番号 9843.08

回収ボックス 番号 9810.08

回収ボックス用ウォールマウント 番号 9845.06

SAFEBOX 番号 108000.00

アクセサリー

››  詳細情報は107ページから

注文番号

SECUPRO MAXISAFE メタルキャップおよび 

台形ブレード搭載 番号 60099 番号 10150610.02 

個別ボックス入り1枚 (10 外装箱入り)

すべてのモデル 注文番号

 

製品の特徴 番号 10150610.02

技術的特徴

主要なカッティング対象物

››  すべてのカッティング対象物は117ページから

台形ブレード 番号 60099 番号 60099.70 

0.63 mm, 丸みが付けられた先端、 幅広研削,  

ディスペンサー入り10枚

セラミックブレード 番号 60099C 番号 1760099.25 

0.65 mm, セラミック、丸みが付けられた先端、幅広研削,  

ブリスターパック入り 2セット

台形ブレード 番号 99 番号 99.70 

0.63 mm, 幅広研削, ディスペンサー入り10枚

台形ブレード 番号 199 番号 199.70 

0.63 mm, 幅広研削、ステンレス,  

ディスペンサー入り10枚

フック形ブレード 番号 98 番号 98.70 

0.63 mm, ディスペンサー入り10枚

C
S

 

標準のスチール製ブレードの代わりに、セラミック製ブレードもご

利用いただけるようになりました。SECUPRO MAXISAFE 用の新

型セラミック製ブレードの製品番号は60099Cとなります。



ブレード自動収納機能

高い安全性を称賛。切り始めたらすぐにスライダーを

放してください。するとカットの後、ブレードはすぐにグ

リップの中に戻ります。
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SECUNORM 500 トラピーズリング搭載 番号 65232 番号 50000110.02 

個別ボックス入り1枚 (10 外装箱入り)

SECUNORM 500 トラピーズリング搭載 番号 5232 番号 50000410.02 

個別ボックス入り1枚 (10 外装箱入り)

SECUNORM 500 フック刃搭載 番号 56 番号 50001010.02 

個別ボックス入り1枚 (10 外装箱入り)

SECUNORM 500 フック刃搭載 番号 5634 番号 50000910.02 

個別ボックス入り1枚 (10 外装箱入り)

SECUNORM 500
番号 50000110.02

エルゴノミックなデザインの

グリップ

SECUNORM 500には、エルゴ

ノミクスの要素が至る所に取り

入れられています。例えば、最

適に手にフィットする、グリップ

の新しい形状です。またそれ

は、曲面加工が施されたナイ

フの先端部またはスライダー

の滑り止め仕様のソフトグリッ

プなどにも見られます。

優れた耐久性

丈夫なアルミニウム製グリップ

は、最大の使用頻度と過酷な

カッティング条件を想定して設

計されてます。本製品は、す

でにおなじみの先代モデル同

様、極めてタフなオールラウン

ダーとなっています。

両面スライダー

旧型のSECUNORM PROFIで

は、右利き用と左利き用があ

りました。最新型の後継モデ

ルでは、その区別がなくなり

ました。作業の状況によって

は、ナイフを持ち変えることも

できます。

ツール不要

ツール不要の究極のブレード

交換: SECUNORM 500には、

直感的な操作が可能なブレー

ド交換ボタンが装備されてま

す。ボタンを押すだけで、安全

に固定されたブレードごとブレ

ードキャリアを抜き取ることが

できます。

簡単に交換

ブレードカバーを引き上げる

と、カバーはその姿勢を維持

します。これにより、ブレードに

アクセスできるようになり、尖っ

ていない側から取り出すことが

できます。指に危険が及ぶこと

はありません。

安全カッター。丸め加工された台形ブレード。

SECUNORM PROFIは、40年以上にわたり安全性、堅牢性そしてエル

ゴノミクスにおける業界標準となっています。そして、後継モデルはさ

らにその上を行きます。新設計のアルミニウム製グリップは、ハンドリ

ングがさらに向上し、さらに快適な作業を約束します。新しくなったス

ライダーは、左右どちらからでも操作できます。また、ブレード交換は

極めて簡単になりました。カッティングの際には、実績のあるブレード

自動収納機能が切り傷を防止します。

ビデオ

製品紹介

動画 使用方法

C
S

製品の特徴 番号 50000110.02

技術的特徴

主要なカッティング対象物

製品の詳細

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 143 x 16 x 36 mm

基礎材料 アルミニウム

製品重量 72.5 g

VEあたりの重量 (個別カートン) 86.0 g

台形ブレード 番号 65232 番号 65232.70 

0.63 mm, 丸みが付けられた先端、幅広研削,  

ディスペンサー入り10枚

セラミックブレード 番号 65232C 番号 1765232.25 

0.65 mm, セラミック、丸みが付けられた先端、幅広研削, 

ブリスターパック入り 2セット

台形ブレード 番号 5232 番号 5232.70 

0.63 mm, 幅広研削, ディスペンサー入り10枚

台形ブレード 番号 5233 番号 5233.70 

0.63 mm, 片面研削, ディスペンサー入り10枚

台形ブレード 番号 610 番号 610.70 

0.63 mm, ステンレス, ディスペンサー入り10枚

台形ブレード 番号 852 番号 852.42 

0.63 mm, ステンレス、TiNコーティングの刃先,  

紙包装入り5個

フック形ブレード 番号 56 番号 56.70 

0.63 mm, ディスペンサー入り10枚

フック形ブレード 番号 5634 番号 5634.70 

0.63 mm, 丸みが付けられた先端, 

ディスペンサー入り10枚

すべてのモデル 注文番号 装備可能な刃 注文番号

››   すべての刃についてはページ 120

クリップ付きベルト用ホルスター(S) 番号 9920.08

ホルスター (S) 番号 9842.08

回収ボックス 番号 9810.08

回収ボックス用ウォールマウント 番号 9845.06

SAFEBOX 番号 108000.00

アクセサリー

››  詳細情報は107ページから

注文番号

››  すべてのカッティング対象物は117ページから

標準のスチール製ブレードの代わりに、セラミック製ブレードもご

利用いただけるようになりました。SECUNORM 500用の新型セラ

ミック製ブレードの製品番号は65232Cとなります。
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SECUNORM 500 台形ブレード搭載 番号 65232 

およびカッティングの深さ9 mm 番号 50000210.02 

個別ボックス入り1枚 (10 外装箱入り)

SECUNORM 500 台形ブレード搭載 番号 5232 

およびカッティングの深さ11 mm 番号 50000510.02 

個別ボックス入り1枚 (10 外装箱入り)

SECUNORM 500
番号 50000210.02

商品保護になります

より短いブレードによって、商

品に近づきすぎることもありま

せん。つまり、カッティングの深

さを気にすることなく作業を行

えます。グリップは前方に向け

て細くなっており、切込み部を

常に視野に置いておくことが

できます。

エルゴノミックなデザインの

グリップ

SECUNORM 500には、エルゴ

ノミクスの要素が至る所に取り

入れられています。例えば、最

適に手にフィットする、グリップ

の新しい形状です。またそれ

は、曲面加工が施されたナイ

フの先端部またはスライダー

の滑り止め仕様のソフトグリッ

プなどにも見られます。

優れた耐久性

丈夫なアルミニウム製グリップ

は、最大の使用頻度と過酷な

カッティング条件を想定して設

計されてます。本製品は、す

でにおなじみの先代モデル同

様、極めてタフなオールラウン

ダーとなっています。

両面スライダー

旧型のSECUNORM PROFIで

は、右利き用と左利き用があ

りました。最新型の後継モデ

ルでは、その区別がなくなり

ました。作業の状況によって

は、ナイフを持ち変えることも

できます。

ツール不要

ツール不要の究極のブレード

交換: SECUNORM 500には、

直感的な操作が可能なブレー

ド交換ボタンが装備されてま

す。ボタンを押すだけで、安全

に固定されたブレードごとブレ

ードキャリアを抜き取ることが

できます。

安全カッター。丸め加工された台形ブレードは、9 mmのカッティング

深さに対応します。

SECUNORM PROFIは、40年以上にわたり安全性、堅牢性そしてエル

ゴノミクスにおける業界標準となっています。そして、後継モデルはさ

らにその上を行きます。新設計のアルミニウム製グリップは、ハンドリ

ングがさらに向上し、さらに快適な作業を約束します。新しくなったス

ライダーは、左右どちらからでも操作できます。また、ブレード交換は

極めて簡単になりました。カッティングの際には、実績のあるブレード

自動収納機能が切り傷を防止します。

ビデオ

製品紹介

動画 使用方法

C
S

製品の特徴 番号 50000210.02

技術的特徴

主要なカッティング対象物

製品の詳細

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 143 x 16 x 36 mm

基礎材料 アルミニウム

製品重量 72.5 g

VEあたりの重量 (個別カートン) 86.0 g

台形ブレード 番号 65232 番号 65232.70 

0.63 mm, 丸みが付けられた先端、幅広研削,  

ディスペンサー入り10枚

セラミックブレード 番号 65232C 番号 1765232.25 

0.65 mm, セラミック、丸みが付けられた先端、幅広研削, 

ブリスターパック入り 2セット

台形ブレード 番号 5232 番号 5232.70 

0.63 mm, 幅広研削, ディスペンサー入り10枚

台形ブレード 番号 5233 番号 5233.70 

0.63 mm, 片面研削, ディスペンサー入り10枚

台形ブレード 番号 610 番号 610.70 

0.63 mm, ステンレス, ディスペンサー入り10枚

台形ブレード 番号 852 番号 852.42 

0.63 mm, ステンレス、TiNコーティングの刃先,  

紙包装入り5個

フック形ブレード 番号 56 番号 56.70 

0.63 mm, ディスペンサー入り10枚

フック形ブレード 番号 5634 番号 5634.70 

0.63 mm, 丸みが付けられた先端, 

ディスペンサー入り10枚

すべてのモデル 注文番号 装備可能な刃 注文番号

››   すべての刃についてはページ 120

クリップ付きベルト用ホルスター(S) 番号 9920.08

ホルスター (S) 番号 9842.08

回収ボックス 番号 9810.08

回収ボックス用ウォールマウント 番号 9845.06

SAFEBOX 番号 108000.00

アクセサリー

››  詳細情報は107ページから

注文番号

››  すべてのカッティング対象物は117ページから

標準のスチール製ブレードの代わりに、セラミック製ブレードもご

利用いただけるようになりました。SECUNORM 500用の新型セラ

ミック製ブレードの製品番号は65232Cとなります。
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 SECUNORM 500 台形ブレード搭載 番号 65232 

およびカッティングの深さ5 mm 番号 50000310.02 

個別ボックス入り1枚 (10 外装箱入り)

 SECUNORM 500 台形ブレード搭載 番号 5232 

およびカッティングの深さ7 mm 番号 50000610.02 

個別ボックス入り1枚 (10 外装箱入り)

SECUNORM 500
番号 50000310.02

  安全カッター。丸め加工された台形ブレードは、5mmのカッティング深

さに対応します。

SECUNORM PROFIは、40年以上にわたり安全性、堅牢性そしてエル

ゴノミクスにおける業界標準となっています。そして、後継モデルはさ

らにその上を行きます。新設計のアルミニウム製グリップは、ハンドリ

ングがさらに向上し、さらに快適な作業を約束します。新しくなったス

ライダーは、左右どちらからでも操作できます。また、ブレード交換は

極めて簡単になりました。カッティングの際には、実績のあるブレード

自動収納機能が切り傷を防止します。

 ビデオ

 製品紹介

動画 使用方法

C
S

製品の特徴 番号 50000310.02

 技術的特徴

 主要なカッティング対象物

 製品の詳細

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 143 x 16 x 36 mm

基礎材料 アルミニウム

製品重量 72.5 g

VEあたりの重量 (個別カートン) 86.0 g

台形ブレード 番号 65232 番号 65232.70 

0.63 mm, 丸みが付けられた先端、幅広研削,  

ディスペンサー入り10枚

セラミックブレード 番号 65232C 番号 1765232.25 

0.65 mm, セラミック、丸みが付けられた先端、幅広研削, 

ブリスターパック入り 2セット

台形ブレード 番号 5232 番号 5232.70 

0.63 mm, 幅広研削, ディスペンサー入り10枚

台形ブレード 番号 5233 番号 5233.70 

0.63 mm, 片面研削, ディスペンサー入り10枚

台形ブレード 番号 610 番号 610.70 

0.63 mm, ステンレス, ディスペンサー入り10枚

台形ブレード 番号 852 番号 852.42 

0.63 mm, ステンレス、TiNコーティングの刃先,  

紙包装入り5個

フック形ブレード 番号 56 番号 56.70 

0.63 mm, ディスペンサー入り10枚

フック形ブレード 番号 5634 番号 5634.70 

0.63 mm, 丸みが付けられた先端, 

ディスペンサー入り10枚

すべてのモデル 注文番号

››   すべての刃についてはページ 120

クリップ付きベルト用ホルスター(S) 番号 9920.08

ホルスター (S) 番号 9842.08

回収ボックス 番号 9810.08

回収ボックス用ウォールマウント 番号 9845.06

SAFEBOX 番号 108000.00

 アクセサリー

››  詳細情報は107ページから

 注文番号

››  すべてのカッティング対象物は117ページから

 標準のスチール製ブレードの代わりに、セラミック製ブレードもご

利用いただけるようになりました。SECUNORM 500用の新型セラ

ミック製ブレードの製品番号は65232Cとなります。

商品保護になります

より短いブレードによって、商

品に近づきすぎることもありま

せん。つまり、カッティングの深

さを気にすることなく作業を行

えます。グリップは前方に向け

て細くなっており、切込み部を

常に視野に置いておくことが

できます。

エルゴノミックなデザインの

グリップ

SECUNORM 500には、エルゴ

ノミクスの要素が至る所に取り

入れられています。例えば、最

適に手にフィットする、グリップ

の新しい形状です。またそれ

は、曲面加工が施されたナイ

フの先端部またはスライダー

の滑り止め仕様のソフトグリッ

プなどにも見られます。

優れた耐久性

丈夫なアルミニウム製グリップ

は、最大の使用頻度と過酷な

カッティング条件を想定して設

計されてます。本製品は、す

でにおなじみの先代モデル同

様、極めてタフなオールラウン

ダーとなっています。

両面スライダー

旧型のSECUNORM PROFIで

は、右利き用と左利き用があ

りました。最新型の後継モデ

ルでは、その区別がなくなり

ました。作業の状況によって

は、ナイフを持ち変えることも

できます。

ツール不要

ツール不要の究極のブレード

交換: SECUNORM 500には、

直感的な操作が可能なブレー

ド交換ボタンが装備されてま

す。ボタンを押すだけで、安全

に固定されたブレードごとブレ

ードキャリアを抜き取ることが

できます。

装備可能な刃 注文番号
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SECUNORM 300
番号 30000110.02

エルゴノミックなデザインの

グリップ

SECUNORM 300には、エルゴ

ノミクスの要素が至る所に取り

入れられています。例えば、最

適に手にフィットする、グリップ

の新しい形状です。またそれ

は、曲面加工が施されたナイ

フの先端部またはスライダー

の滑り止め仕様のソフトグリッ

プなどにも見られます。

心地良い軽さ

その先行製品と同様

に、SECUNORM 300はその軽

さで印象づけます。快適で汎

用性の高いプロ用のカッティン

グ工具を握るのに52グラム以

上の重さはかかりません。

高い耐摩耗性

SECUNORM 300はFRPででき

ているため、耐摩耗性が特に

優れています。その結果、カッ

ティング対象物との接触が強く

なっても、安全カッターは常に

最良の形状を保ちます。

より深いカッティングの深

さ高いカッティング頻度でも疲

れることがありません - 優れ

たエルゴノミックを備えた新し

いデザインのもう1つの利点

です。

最適な刃の交換

刃の交換ボタンを押します - 

すると刃と共にプラスチック製

インサートを引き出すことがで

きます。ロック可能な刃のカバ

ーと一体かされたマグネット

は、刃の交換をさらに簡単か

つ安全にします。

驚くほど簡単で、説得力ある優れもの丸いトラピーズリング。

SECUNORM 300は、SECUNORM 500の「弟」製品、そしてSECU-

NORM PROFI LIGHTの着実な発展形態です。その心地よい軽さを維

持するだけでなく、実証された刃の自動収納を維持します。オールラ

ウンドナイフSECUNORM 300で他の多くのことを最適な形で経験する

でしょう。たとえば、とりわけ人間工学に基づくデザイン、カッティング

の深さの増加、新しいソフトグリップ、そしてユーザーにとって非常に

簡単なな刃の交換などです。

ビデオ

製品紹介

動画 使用方法

C
S

製品の特徴 番号 30000110.02

技術的特徴

主要なカッティング対象物

製品の詳細

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 143 x 16 x 36 mm

基礎材料 ガラス繊維強化プラスチック

製品重量 52.0 g

VEあたりの重量 (個別カートン) 66.0 g

SECUNORM 300 台形ブレード搭載 番号 65232 番号 30000110.02 

個別ボックス入り1枚 (10個 外装箱入り)

SECUNORM 300 台形ブレード搭載 番号 5232 番号 30000410.02 

個別ボックス入り1枚 (10個 外装箱入り)

台形ブレード 番号 65232 番号 65232.70 

0.63 mm, 丸みが付けられた先端、幅広研削,  

ディスペンサー入り10枚

セラミックブレード 番号 65232C 番号 1765232.25 

0.65 mm, セラミック、丸みが付けられた先端、

幅広研削, ブリスターパック入り 2セット

台形ブレード 番号 5232 番号 5232.70 

0.63 mm, 幅広研削, ディスペンサー入り10枚

台形ブレード 番号 5233 番号 5233.70 

0.63 mm, 片面研削, ディスペンサー入り10枚

台形ブレード 番号 610 番号 610.70 

0.63 mm, ステンレス, ディスペンサー入り10枚

台形ブレード 番号 852 番号 852.42 

0.63 mm, ステンレス、TiNコーティングの刃先,  

紙包装入り5個

フック形ブレード 番号 56 番号 56.70 

0.63 mm, ディスペンサー入り10枚

フック形ブレード 番号 5634 番号 5634.70 

0.63 mm, 丸みが付けられた先端, 

ディスペンサー入り10枚

すべてのモデル 注文番号 装備可能な刃 注文番号

››   すべての刃についてはページ 120

クリップ付きベルト用ホルスター(S) 番号 9920.08

ホルスター (S) 番号 9842.08

回収ボックス 番号 9810.08

回収ボックス用ウォールマウント 番号 9845.06

SAFEBOX 番号 108000.00

アクセサリー

››  詳細情報は107ページから

注文番号

››  すべてのカッティング対象物は117ページから

標準のスチール製ブレードの代わりに、セラミック製ブレードもご

利用いただけるようになりました。SECUNORM 300用の新型セラ

ミック製ブレードの製品番号は65232Cとなります。
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SECUNORM 525
番号 52500410.02 使用方法

製品の特徴 番号 52500410.02

技術的特徴

主要なカッティング対象物

製品の詳細

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 143 x 17 x 31 mm

基礎材料 アルミニウム

製品重量 81.0 g

VEあたりの重量 (個別カートン) 94.0 g

SECUNORM 525 台形ブレード搭載 番号 99 番号 52500410.02 

個別ボックス入り1枚 (10 外装箱入り)

SECUNORM 525 台形ブレード搭載 番号 199 番号 52501410.02 

個別ボックス入り1枚 (10 外装箱入り)

SECUNORM 525 台形ブレード搭載 番号 60099 番号 52500110.02 

個別ボックス入り1枚 (10 外装箱入り)

台形ブレード 番号 99 番号 99.70 

0.63 mm, 幅広研削, ディスペンサー入り10枚

台形ブレード 番号 199 番号 199.70 

0.63 mm, 幅広研削、ステンレス,  

ディスペンサー入り10枚

台形ブレード 番号 60099 番号 60099.70 

0.63 mm, 丸みが付けられた先端、 幅広研削,  

ディスペンサー入り10枚

セラミックブレード 番号 60099C 番号 1760099.25 

0.65 mm, セラミック、丸みが付けられた先端、幅広研削, 

ブリスターパック入り 2セット

フック形ブレード 番号 98 番号 98.70 

0.63 mm, ディスペンサー入り10枚

すべてのモデル 注文番号 装備可能な刃 注文番号

クリップ付きベルト用ホルスター(S) 番号 9920.08

ホルスター (S) 番号 9842.08

回収ボックス 番号 9810.08

回収ボックス用ウォールマウント 番号 9845.06

SAFEBOX 番号 108000.00

アクセサリー

››  詳細情報は107ページから

注文番号

››  すべてのカッティング対象物は117ページから

高い品質で多くの用途に対応。台形ブレード搭載。

安全カッターSECUNORM 525は、その直線的なデザインが特徴で

す。人間工学に基づき設計されたアルミニウム製ハンドルは手にしっ

かりとなじみ、心地よいグリップを提供します。SECUNORM 525は、そ

の堅牢な設計と最大21 mmの大きなカッティング深さによって、3層段

ボールなど、さまざまな材料に問題なく対応します。ブレードを容易に

確認できるため、非常に正確な切断が可能です。そして、実績のある

ブレード自動収納機能が切り傷を防止します。

頑丈なグリップ

SECUNORM PROFI25でおなじ

みのアルミニウム製ハンドルと

新たに開発されたプラスチック

製インサートが完成度の高い

製品を実現しています。この組

み合わせにより、SECUNORM 

525は最も過酷な用途にも対

応します。

最適化されたスライダー

ホールド感とグリップこそ

MARTORの真骨頂です。そし

てここにも：SECUNORM 525の

スライダーは、溝が付けられて

おり、そして大き目に設計され

ています。そのため、手袋をし

ていても、快適なグリップで理

想的な作業が可能です。

安全なブレード交換

ブレード交換ボタンを押すだけ

で、内部パーツを簡単に取り

出し、磁石で固定されたブレー

ドにアクセスできます。また、ブ

レードカバーを持ち上げ、その

位置でロックできるのも便利な

機能です。

大きなカッティング深さ

大きなカッティング深さは、

厚手のボックス、ロール、

ゴムなどに最適です。しか

し、SECUNORM 525の長所

は、非常に幅広い用途に対応

することだけでなく、使用頻度

が高い状況でも安心して作業

できる点です。

確実な握り

SECUNORM 525は、確実に固

定できる便利なアイレットを装

備しています。これでもう、この

ナイフを手離せなくなるはずで

す。つまり、紛失と怪我のリス

クを低減した、理想的な製品と

言えます。

標準のスチール製ブレードの代わりに、セラミック製ブレードもご

利用いただけるようになりました。SECUNORM 525用の新型セラ

ミック製ブレードの製品番号は60099Cとなります。

ビデオ

製品紹介

動画

C
S
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SECUNORM 540
番号 54000410.02 使用方法

製品の特徴 番号 54000410.02

技術的特徴

主要なカッティング対象物

製品の詳細

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 143 x 17 x 31 mm

基礎材料 アルミニウム

製品重量 79.0 g

VEあたりの重量 (個別カートン) 92.0 g

SECUNORM 540 発泡スチロール用ブレード搭載 番号 7940 番号 54000410.02 

個別ボックス入り1枚 (10 外装箱入り)

SECUNORM 540 発泡スチロール用ブレード搭載 番号 17940 番号 54001410.02 

個別ボックス入り1枚 (10 外装箱入り)

発泡スチロール用ブレード 番号 7940 番号 7940.60 

0.50 mm, 長さ71.2 mm,  

クリアパッケージ入り10枚

発泡スチロール用ブレード 番号 17940 番号 17940.60 

0.50 mm, 長さ71.2 mm、 

ステンレス, クリアパッケージ入り10枚

すべてのモデル 注文番号 装備可能な刃 注文番号

クリップ付きベルト用ホルスター(S) 番号 9920.08

ホルスター (S) 番号 9842.08

回収ボックス 番号 9810.08

回収ボックス用ウォールマウント 番号 9845.06

SAFEBOX 番号 108000.00

アクセサリー

››  詳細情報は107ページから

注文番号

››  すべてのカッティング対象物は117ページから

多くの分野のスペシャリスト向けに。

SECUNORM 540の最大36 mmものカッティング深さに匹敵する製品

は、業界を見渡しても見当たりません。MARTOR安全カッターは、特

にフォーム材、発砲スチロール、ペーパーウェブ、袋物において、その

圧倒的な強みを見せつけます。頑丈で人間工学に基づき設計された

アルミニウム製ハンドルは、あらゆる専門分野で使いやすく、どのよう

な手にもフィットします。カッティングの際には、実績のあるブレード自

動収納機能が切り傷を防止します。

頑丈なグリップ

SECUNORM PROFI40でおなじ

みのアルミニウム製ハンドルと

新たに開発されたプラスチック

製インサートが完成度の高い

製品を実現しています。この組

み合わせにより、SECUNORM 

540は最も過酷な用途にも対

応します。

最適化されたスライダー

ホールド感とグリップこそ

MARTORの真骨頂です。そし

てここにも：SECUNORM 540の

スライダーは、溝が付けられて

おり、そして大き目に設計され

ています。そのため、手袋をし

ていても、快適なグリップで理

想的な作業が可能です。

安全なブレード交換

ブレード交換ボタンを押すだけ

で、内部パーツを簡単に取り

出し、磁石で固定されたブレー

ドにアクセスできます。また、ブ

レードカバーを持ち上げ、その

位置でロックできるのも便利な

機能です。

非常に大きなカッティング深さ

非常に大きなカッティング深さ

は、フォーム材や発砲スチロ

ールなどの特に厚手の素材に

適していますが、たとえばペー

パーウェブの切断にも最適で

す。高品質のブレードは、破損

のリスクが非常に低いことが

特徴です。

確実な握り

SECUNORM 540は、確実に固

定できる便利なアイレットを装

備しています。これでもう、この

ナイフを手離せなくなるはずで

す。つまり、紛失と怪我のリス

クを低減した、理想的な製品と

言えます。

ビデオ

製品紹介

動画
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SECUNORM 380
番号 380001.02

長い刃渡り

「長い」というだけでは過小評

価です。刃渡りは正確に7.8 

cmです。これならSECUNORM 

380を使えば、例えば4層袋物

強化段ボール箱、、巻き取り紙

やペーパーロール、建材フォ

ーム、発泡スチロール板等を

楽にカットできます。

簡単なブレード交換

このためのツールは不要で

す。ツール不要なのはグリップ

終端部に実用的なブレード交

換ボタンがあって、これを押し

下げるだけで済むからです。

ブレードキャリアをブレードごと

引き抜くことができるようにな

りました。

エルゴノミックなデザインの

グリップ

経験により弊社は把握してい

ます。グリップがエルゴノミッ

クになるほど、カッティング作

業は楽になります。このため

SECUNORM 380はその形状、

持ち心地のよいソフトグリッ

プ、スライダー上の溝によって

も納得できます。

特別に頑丈

どの観点から見ても：「コア」は

特に安定した耐摩耗性金属レ

ールです。グリップは高級プ

ラスチック製なので期待を裏

切られるような品質ではあり

ません。

右利きでも左利きでも

新製品SECUNORM 380は利き

手がどちらでも使い易くなって

います。お好みに合わせブレ

ードを180°回すだけでまたぴ

たりと合います。SECUNORM 

380の固定にはストラップハトメ

も合います。

これは世界初の快挙です。特殊な要件に最適です。

長いブレードでも安全ですか? 以前これは両立していませんでした。

この製品が開発されるまでは。新SECUNORM 380は世界初の刃渡り

8 cmのブレード自動収納式安全カッターだからです。従来式のカッタ

ーに代わる固定ブレード式でリスクが小さい製品をお探しならこの製

品をお勧めします。さらに、ロックがユーザーの介入なくブレードのグ

リップから動くのを阻止します。

ビデオ

製品紹介

動画 使用方法

製品の特徴 番号 380001.02

技術的特徴

主要なカッティング対象物

製品の詳細

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 170.5 x 20 x 34 mm

基礎材料 ガラス繊維強化プラスチック

製品重量 78.0 g

VEあたりの重量 (個別カートン) 92.4 g

SECUNORM 380 発泡スチロール用ブレード搭載 番号 79 番号 380001.02 

個別ボックス入り1枚 (10 外装箱入り)

SECUNORM 380 発泡スチロール用ブレード搭載 番号 379 番号 380005.02 

個別ボックス入り1枚 (10 外装箱入り)

発泡スチロール用ブレード 番号 79 番号 79.66 

0.50 mm, 長さ109.5 mm,  

セーフティディスペンサー入り10枚

発泡スチロール用ブレード 番号 179 番号 179.60 

0.50 mm, 長さ109.5 mm、 

ステンレス, クリアパッケージ入り10枚

発泡スチロール用ブレード 番号 379 番号 379.60 

0.50 mm, 長さ109.5 mm、波型エッジ,  

クリアパッケージ入り10枚

発泡スチロール用ブレード 番号 7940 番号 7940.60 

0.50 mm, 長さ71.2 mm,  

クリアパッケージ入り10枚

発泡スチロール用ブレード 番号 17940 番号 17940.60 

0.50 mm, 長さ71.2 mm、ステンレス,  

クリアパッケージ入り10枚

すべてのモデル 注文番号 装備可能な刃 注文番号

クリップ付きベルト用ホルスター(S) 番号 9920.08

回収ボックス 番号 9810.08

回収ボックス用ウォールマウント 番号 9845.06

SAFEBOX 番号 108000.00

アクセサリー

››  詳細情報は107ページから

注文番号

››  すべてのカッティング対象物は117ページから

元のサイズの70％
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SECUNORM 380
番号 380005.02

長い刃渡り

「長い」というだけでは過小評

価です。刃渡りは正確に7.8 

cmです。ここで登場する波形

刃先を持つ発泡スチロール用

ブレードは、SECUNORM 380

を最大4層の段ボール、建築

用フォーム材、フォーム材、発

泡スチロールボードの切断に

おけるエキスパートにします。

簡単なブレード交換

このためのツールは不要で

す。ツール不要なのはグリップ

終端部に実用的なブレード交

換ボタンがあって、これを押し

下げるだけで済むからです。

ブレードキャリアをブレードごと

引き抜くことができるようにな

りました。

エルゴノミックなデザインの

グリップ

経験により弊社は把握してい

ます。グリップがエルゴノミッ

クになるほど、カッティング作

業は楽になります。このため

SECUNORM 380はその形状、

持ち心地のよいソフトグリッ

プ、スライダー上の溝によって

も納得できます。

特別に頑丈

どの観点から見ても：「コア」は

特に安定した耐摩耗性金属レ

ールです。グリップは高級プ

ラスチック製なので期待を裏

切られるような品質ではあり

ません。

右利きでも左利きでも

新製品SECUNORM 380は利き

手がどちらでも使い易くなって

います。お好みに合わせブレ

ードを180°回すだけでまたぴ

たりと合います。SECUNORM 

380の固定にはストラップハトメ

も合います。

これは世界初の快挙です。特殊な要件に最適です。波刃つき。

長いブレードでも安全ですか? 以前これは両立していませんでした。

この製品が開発されるまでは。新SECUNORM 380は世界初の刃渡り

8 cmのブレード自動収納式安全カッターだからです。従来式のカッタ

ーに代わる固定ブレード式でリスクが小さい製品をお探しならこの製

品をお勧めします。波形刃先を持つ発泡スチロール用ブレードによっ

て、SECUNORM 380は発泡スチロールやフォーム材などの特殊素材

を非常に簡単に切断します。

ビデオ

製品紹介

動画 使用方法

製品の特徴 番号 380005.02

技術的特徴

主要なカッティング対象物

製品の詳細

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 170.5 x 20 x 34 mm

基礎材料 ガラス繊維強化プラスチック

製品重量 79.0 g

VEあたりの重量 (個別カートン) 94.5 g

SECUNORM 380 発泡スチロール用ブレード搭載 番号 379 番号 380005.02 

個別ボックス入り1枚 (10 外装箱入り)

SECUNORM 380 発泡スチロール用ブレード搭載 番号 79 番号 380001.02 

個別ボックス入り1枚 (10 外装箱入り)

発泡スチロール用ブレード 番号 379 番号 379.60 

0.50 mm, 長さ109.5 mm、波型エッジ,  

クリアパッケージ入り10枚

発泡スチロール用ブレード 番号 79 番号 79.66 

0.50 mm, 長さ109.5 mm,  

セーフティディスペンサー入り10枚

発泡スチロール用ブレード 番号 179 番号 179.60 

0.50 mm, 長さ109.5 mm、ステンレス,  

クリアパッケージ入り10枚

発泡スチロール用ブレード 番号 7940 番号 7940.60 

0.50 mm, 長さ71.2 mm,  

クリアパッケージ入り10枚

発泡スチロール用ブレード 番号 17940 番号 17940.60 

0.50 mm, 長さ71.2 mm、ステンレス,  

クリアパッケージ入り10枚

すべてのモデル 注文番号 装備可能な刃 注文番号

クリップ付きベルト用ホルスター(S) 番号 9920.08

回収ボックス 番号 9810.08

回収ボックス用ウォールマウント 番号 9845.06

SAFEBOX 番号 108000.00

アクセサリー

››  詳細情報は107ページから

注文番号

››  すべてのカッティング対象物は117ページから

元のサイズの70％
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台形ブレード 番号 5232 番号 5232.70 

0.63 mm, 幅広研削, ディスペンサー入り10枚

台形ブレード 番号 65232 番号 65232.70 

0.63 mm, 丸みが付けられた先端、幅広研削,  

ディスペンサー入り10枚

セラミックブレード 番号 65232C 番号 1765232.25 

0.65 mm, セラミック、丸みが付けられた先端、幅広研削, 

ブリスターパック入り 2セット

台形ブレード 番号 610 番号 610.70 

0.63 mm, ステンレス, ディスペンサー入り10枚

フック形ブレード 番号 56 番号 56.70 

0.63 mm, ディスペンサー入り10枚

台形ブレード 番号 52 番号 52.70 

0.63 mm, ディスペンサー入り10枚

台形ブレード 番号 5233 番号 5233.70 

0.63 mm, 片面研削, ディスペンサー入り10枚

台形ブレード 番号 8852 番号 8852.70 

0.63 mm, TiNコーティングの刃先,  

ディスペンサー入り10枚

台形ブレード 番号 852 番号 852.42 

0.63 mm, ステンレス、TiNコーティングの刃先,  

紙包装入り5個

SECUNORM MIZAR 台形ブレード搭載 番号 5232 番号 125001.02 

個別ボックス入り1枚 (10 外装箱入り)

SECUNORM MIZAR 台形ブレード搭載 番号 65232 番号 125002.02 

個別ボックス入り1枚 (10 外装箱入り)

SECUNORM MIZAR
番号 125001.02

エルゴノミックな形状

右利きですか? それとも左利き

ですか。SECUNORM MIZARで

はどちら利きでも対応します。

エルゴノミックな形状のペンチ

式グリップがどんな手にもぴっ

たりと収まります。これでかっ

てぃんぐが特に容易になりま

す。高いカット頻度のときにも

対応します。

機能性プラスチック

精度のためにグラスファイバ

ー使用。素材のプラスチック

は特急品質で摩耗しません。

これでグリップの前部分だけ

ではなく、使用時間全体が増

します。

思うより簡単です

ブレード交換にツールは不要

です。両手のみ。この順序で

す。3イン1ロックをいっぱいに

引き戻し、レバーを出して、ブ

レードを入れ替え、レバーを戻

すだけです。

付加価値付きの安全確保

SECUNORM MIZARの3イン1

ロックは独特のものですこれな

らカッティングツールをアンロッ

ク/ロックすることができます。

また、簡単で安全なブレード交

換ができます。

2倍使用できるブレード

高品質ブレードを交換する前

にブレードを一回裏返します。

ブレードの使用時間は倍にな

り、そして加える力も少なくて

済みます。お使いの製品は

新品同様すぐにご使用にな

れます。

より高いパフォーマンスを実現するレバーです。

快適さを重視したSECUNORM MIZARをお試しになれば、当社の高

級仕様ペンチ式グリップの世界をご体験いただけます。このモデルに

は、スライダーの代わりに、ブレードを展開するためのスムーズ操作

のレバーが搭載されています。このツールは、その大きな切断深さが

ほとんどの材料に対応し、多彩な用途に効率的に利用していただけ

ます。そして、その完璧なハンドリングにより様々なカッティングタイプ

に対応します。

ビデオ

製品紹介

動画 使用方法

製品の特徴 番号 125001.02

技術的特徴

主要なカッティング対象物

製品の詳細

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 139 x 15.6 x 50.5 mm

基礎材料 ガラス繊維強化プラスチック

製品重量 59.0 g

VEあたりの重量 (個別カートン) 74.0 g

すべてのモデル 注文番号 装備可能な刃 注文番号

››   すべての刃についてはページ 120

クリップ付きベルト用ホルスター(M) 番号 9921.08

回収ボックス 番号 9810.08

回収ボックス用ウォールマウント 番号 9845.06

SAFEBOX 番号 108000.00

アクセサリー

››  詳細情報は107ページから

注文番号

››  すべてのカッティング対象物は117ページから

C
S

標準のスチール製ブレードの代わりに、セラミック製ブレードもご

利用いただけるようになりました。SECUNORM MIZAR用の新型セ

ラミック製ブレードの製品番号は65232Cとなります。
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SECUNORM 175
番号 175001.02

エルゴノミックなデザインの

グリップ

MARTORは皆様の作業を楽に

したいのです – 例えばよく考

案されたエルゴノミクスを応用

しています。こうしてグリップは

手にしっくりとくるし、先端が快

適に丸みを帯びて加工されて

います。溝がさらにスライダー

の保持性をよくします。

簡単なブレード交換

ブレードの交換をさらに最適に

改善しました：グリップを開ける

には、ブレード交換ボタンを押

し下げて引きます。スライダー

が自動的に高く返り – ブレード

交換の準備が整います。

両面スライダー

SECUNORM 175は最もよい意

味で使い易さそのものです。

これには右利き用か左利き用

かというご質問についても当て

はまります。明快な答え：どち

ら利きかを問いません。このた

めに両側にスライダーが装備

されています。

実用的なハトメ

SECUNORM 175等のカッティ

ングツールは本来ポケットに最

適です。本来。というのは、さっ

と手にできるようにするため、

紐を穴に通せます。そして手

首に取り付けます。

4倍使用できるブレード

お使いのブレードをさらに活用

したいのはなぜでしょうか? 刃

といっても2枚刃と4つの鋭いエ

ッジがあるからです。回したり

反転させて4回分使用でき、し

かも、毎回の切れ味は初回と

同じです。

このタイプの製品の中でも特に快適なデザインです。

SECUNORM 175は、その独特な方法でユーザーの保護を提供しま

す。特にユニークなのは、考え抜かれた非常に簡単なブレード交換

です。さらに、エルゴノミックなグリップ、両方から使用可能なスライダ

ー、そして新鮮なデザインがその特徴となっています。SECUNORM 

175は非常に汎用性のあるカッティングツールであり、段ボール箱の

他に袋物、フィルムまたはストラップ等の切断も難なくこなすことは、

言うまでもありません。

ビデオ

製品紹介

動画 使用方法

製品の特徴 番号 175001.02

技術的特徴

主要なカッティング対象物

製品の詳細

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 109.5 x 13.5 x 34 mm

基礎材料 ガラス繊維強化プラスチック

製品重量 31.0 g

VEあたりの重量 (個別カートン) 36.0 g

SECUNORM 175 産業用刃搭載 番号 45 番号 175001.02 

個別ボックス入り1枚 (20 外装箱入り)

工業用ブレード 番号 45 番号 45.60 

0.30 mm, クリアパッケージ入り10枚

工業用ブレード 番号 145 番号 145.60 

0.30 mm, ステンレス, クリアパッケージ入り10枚

すべてのモデル 注文番号 装備可能な刃 注文番号

クリップ付きベルト用ホルスター(M) 番号 9921.08

回収ボックス 番号 9810.08

回収ボックス用ウォールマウント 番号 9845.06

SAFEBOX 番号 108000.00

アクセサリー

››  詳細情報は107ページから

注文番号

››  すべてのカッティング対象物は117ページから
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SECUNORM HANDY 産業用刃搭載 番号 45 番号 445.02 

個別ボックス入り1枚 (20 外装箱入り)

SECUNORM HANDY ステンレスグリップおよび 

産業用刃搭載 番号 45 番号 444.02 

個別ボックス入り1枚 (20 外装箱入り)

SECUNORM HANDY
番号 445.02

両面スライダー

右利きですか? 左利きで

すか? どちらにも対応しま

す。SECUNORM HANDYはス

ライダー付きなので、両側か

らアクセスできます。従って利

き手に関わらずご利用にな

れます!

小型でも頑丈

パワーパッケージブレード付き

のプラスチックインサートは、

塗装された金属製グリップに

収納されています。こうしてカ

ッティングツールは、長期的に

も「厚みと薄さで」お役に立ち

続けます。

ハンディーなフォーマット

SECUNORM HANDYならどん

なポケットにも入ります。使わ

ないときにしまえます。カッテ

ィングの際には、その軽さと持

ち心地よさを納得していただ

けるはずです。そして、溝付き

のスライダーは確実に保持で

きます。

工具なしで

ブレードはツールや説明書不

要でいとも簡単に交換できま

す。万が一説明が欲しい場合

のためにのみ：後ろのプラスチ

ックインサートをグリップから引

出し、ブレードを反転するか交

換して、元に戻すだけです!

4倍使用できるブレード

お使いのブレードをさらに活用

したいのはなぜでしょうか? 刃

といっても2枚刃と4つの鋭いエ

ッジがあるからです。回したり

反転させて4回分使用でき、し

かも、毎回の切れ味は初回と

同じです。

ポケットサイズの定番です。

SECUNORM HANDYのコンパクトさに騙されてはいけません。コンパ

クトさとは可愛いということでしょうか。それは正反対です。これは、作

業において必要となる鋭さとその他すべてのの特徴を備えたカッティ

ングツールです。そして、ブレード、グリップともに長期間使用できる

ため、非常に経済的です。さらに、この安全カッターは、高いカッティ

ングの頻度においても、ほとんどすべての材料に対応します。

使用方法

製品の特徴 番号 445.02

技術的特徴

主要なカッティング対象物

製品の詳細

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 100 x 7.8 x 25.5 mm

基礎材料 スチール

製品重量 35.0 g

VEあたりの重量 (個別カートン) 36.5 g

工業用ブレード 番号 45 番号 45.60 

0.30 mm, クリアパッケージ入り10枚

工業用ブレード 番号 145 番号 145.60 

0.30 mm, ステンレス, クリアパッケージ入り10枚

すべてのモデル 注文番号 装備可能な刃 注文番号

クリップ付きベルト用ホルスター(M) 番号 9921.08

回収ボックス 番号 9810.08

回収ボックス用ウォールマウント 番号 9845.06

SAFEBOX 番号 108000.00

アクセサリー

››  詳細情報は107ページから

注文番号

››  すべてのカッティング対象物は117ページから
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SECUNORM SMARTCUT
番号 110000.02

固定ブレード式で2つの利点

SECUNORM SMARTCUTは固

定ブレード式ナイフです。すな

わちブレード交換のとき、傷を

負うリスクがありません。さら

に、ブレードが製造プロセス中

になくなることはありません。

両面スライダー

右利きですか? 左利きですか? 

右利き、左利きのどちらでもご

使用になれます。SECUNORM 

SMARTCUTはスライダー付

きなので、両側からアクセス

できます。ご自分でお選びく

ださい。

軽さと容易さで

17 gしかないSECUNORM 

SMARTCUTは軽量の真打で

す。このことは迅速かつ能率

よくカッティングが可能なことに

も寄与します。手も腕も疲れ知

らずです。

完璧な操作性

製品はハンディーに見えるだ

けではありません。小さいエン

ドに丸みのあるグリップが実際

にとてもよく手になじみます。

さらに、親指が滑らないように

スライダーには溝が施してあ

ります。

なくならない

SECUNORM SMARTCUTがこ

れほどコンパクトでお – 固定

や持ち運び用のハトメはこの

製品にもあります。

カッティングツールはここまでスマートになれるのです。

この安全カッターを手に取られれば、なぜその名前にSMARTが含ま

れているのか、おわかりになるはずです。スマートなのは、例えばそ

の軽量さとコンパクトな形状です。または、ほとんどすべてのカッティン

グ材料に対応している点です。さらに、これほど小さいサイズながら、

ブレード自動収納機能を搭載している点です。そして、忘れてはなら

ないのが、プロモーション用ナイフとして非常に人気が高い点です。

ビデオ

製品紹介

動画 使用方法

製品の特徴 番号 110000.02

技術的特徴

主要なカッティング対象物

製品の詳細

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 110 x 12.5 x 25 mm

基礎材料 プラスチック

製品重量 17.2 g

VEあたりの重量 (個別カートン) 21.3 g

クリップ付きベルト用ホルスター(M) 番号 9921.08

回収ボックス 番号 9810.08

回収ボックス用ウォールマウント 番号 9845.06

アクセサリー 注文番号

SECUNORM SMARTCUT 番号 110000.02 

個別ボックス入り1枚 (20 外装箱入り)

 SECUNORM SMARTCUT ステンレス刃搭載 番号 110100.02 

個別ボックス入り1枚 (20 外装箱入り)

すべてのモデル 注文番号

装着状態の刃

 ブレードは交換できません。 

ブレード強度 0.63 mm。

 

    

 

››  詳細情報は107ページから

装着状態の刃

ステンレスブレードは固定式であり、交換できません。

ブレード強度 0.63 mm。
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SECUNORM MULTISAFE
番号 8152.02

頑丈な構造

ご覧になりまた触感でもわか

るとおり、SECUNORM MULTI-

SAFEは極めて安定していま

す。豊富なブレードの形状から

お選びになれるので柔軟に対

応できます。従って製品はど

んなカッティングタイプにも適し

ています。

一体金属製

SECUNORM MULTISAFEは鋳

型から取出したような高精度ツ

ールです。亜鉛ダイキャストが

高精度を可能にします。食品

加工用など特定業界向けに面

塗装なしの製品もございます。

上部スライダー

左利きですか、それとも右利き

ですか、とお訊ねですか? 左と

右の両方、これが答えです。

金属スライダーがグリップ上部

にあるからです。これでどちら

の親指でも楽に扱えます。

2倍使用できるブレード

高品質ブレードを交換する前

にブレードを一回裏返します。

ブレードの使用時間は倍にな

り、そして加える力も少なくて

済みます。お使いの製品は

新品同様すぐにご使用にな

れます。

固定用ハトメ

ロングセラーのSECUNORM 

MULTISAFEを通して以前から

ハトメには馴染んでおられま

すね。これは、カッティングツ

ールを常に容易かつ安全に

固定できるようにするための

ものです。

当社の重量級ナイフ。

亜鉛製のSECUNORM MULTISAFEは、この度デザインがリニューア

ルされた、当社のベストセラー製品です。そのシンプルで頑丈な構造

によって、耐久性に優れています。この製品は、その大きな刃渡りに

よって、ほとんどあらゆる材料に対応します。または、必要に応じて

安全カッターのブレードを、当社の幅広いブレードラインナップの中か

ら最適なものと交換してください。

ビデオ

製品紹介

動画 使用方法

製品の特徴 番号 8152.02

技術的特徴

主要なカッティング対象物

製品の詳細

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 142 x 17 x 38.5 mm

基礎材料 亜鉛

製品重量 150.0 g

VEあたりの重量 (個別カートン) 163.0 g

SECUNORM MULTISAFE 台形ブレード搭載 番号 5232 番号 8152.02 

個別ボックス入り1枚 (10 外装箱入り)

台形ブレード 番号 5232 番号 5232.70 

0.63 mm, 幅広研削, ディスペンサー入り10枚

台形ブレード 番号 5233 番号 5233.70 

0.63 mm, 片面研削, ディスペンサー入り10枚

台形ブレード 番号 65232 番号 65232.70 

0.63 mm, 丸みが付けられた先端、幅広研削,  

ディスペンサー入り10枚

台形ブレード 番号 610 番号 610.70 

0.63 mm, ステンレス, ディスペンサー入り10枚

フック形ブレード 番号 56 番号 56.70 

0.63 mm, ディスペンサー入り10枚

フック形ブレード 番号 5634 番号 5634.70 

0.63 mm, 丸みが付けられた先端, 

ディスペンサー入り10枚

フック形ブレード 番号 63 番号 63.70 

0.63 mm, ディスペンサー入り10枚

フック形ブレード 番号 60 番号 60.70 

0.63 mm, ディスペンサー入り10枚

すべてのモデル 注文番号 装備可能な刃 注文番号

››   すべての刃についてはページ 120

クリップ付きベルト用ホルスター(S) 番号 9920.08

ホルスター (S) 番号 9842.08

回収ボックス 番号 9810.08

回収ボックス用ウォールマウント 番号 9845.06

SAFEBOX 番号 108000.00

アクセサリー

››  詳細情報は107ページから

注文番号

››  すべてのカッティング対象物は117ページから



 

食品や医薬品などの製造工程における異物？それは間違いな

く回避したいでしょう。手作業でのカッティング作業に関連するこ

のリスクを最小限に抑えるために、MARTOR MDPナイフの使用

をお勧めします。特徴：すべてのプラスチック部品は金属探知機

で探知可能なプラスチック製です。ナイフが紛失したり、製品の

最小粒子が紛失した場合、使用目的に合った検知器により確

実に検知し、障害や汚染が発生する前にフィルターで取り除くこ

とができます。

M
D

P
ナ

イ
フ
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SECUMAX 320 MDP
番号 32000771.02

金属探知機で検出可能なプラ

スチック

金属探知機に対応するSECU-

MAX 320 MDPは、混入への

対策が必要な業界や企業に

特に適しています。カッティン

グツールの最も小さな部品で

も、製品に混入する前に探知

可能です。

安全第一

シールドされたブレードと丸み

を帯びたブレードノーズが、ユ

ーザーと商品を確実に保護し

ます。過酷な使用にも耐えるよ

う、カッターヘッド全体が強化さ

れています。

簡単に交換

ハンドリングと安全性も向上： 

新たに設計されたブレード変

更機構。ブレード交換ボタンを

上向きに引っ張りとカバーを持

ち上げるだけです。これで、4

回分使用可能なブレードが、

目の前に出てきています。

完璧なエルゴノミクス

違いがおわかりいただけます

か。指に優しいシルエットの新

型ハンドルの形状は、手にぴ

ったりとフィットします。調整さ

れたカッティングアングルも手

と腕に優しく、切断の開始時、

そしえ切断時も快適です。

最適化されたブレードエリア

2つのみの例：カッティングチャ

ンネルの形状が変更され、安

全カッターが切断された素材を

より素早く取り除きます。また、

斜めのカットは、これまでにも

増して上手くいきます。ユーザ

ーにとってのメリット：少ない力

での作業が可能です。

COMBIの後継モデルです。新世代モデル。金属探知機で探知可能。

SECUMAX COMBI MDPは、フィルム専用かナイフとして独特な製

品でした。そしてこの度、後継モデルが発売となりました。新型の

SECUMAX 320 MDP は、一目見ればわかるその奇抜なデザインが

特徴です。次に、ユーザーがその中にある価値に感心することでしょ

う。例えば、以前のモデルに比べさらに完成度の高いエルゴノミクス

や、新設計されたブレード交換機構です。そして、「金属探知対応」に

関しては？それは、常にCOMBI MDPの遺伝子であり、当然のことな

がら引き継がれています。

ビデオ

使用方法

製品の詳細

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 158 x 13 x 56 mm

基礎材料 金属探知機で検出可能なプ

ラスチック

製品重量 58.8 g

VEあたりの重量 (個別カートン) 76.5 g

SECUMAX 320 MDP 産業用刃搭載 番号192043 番号 32000771.02 

個別ボックス入り1枚 (10 外装箱入り)

工業用ブレード 番号 192043 番号 192043.66 

0.40 mm, 幅広研削、ステンレス,  

セーフティディスペンサー入り10枚

すべてのモデル 注文番号 装備可能な刃 注文番号

クリップ付きベルト用ホルスター(M) 番号 9921.08

回収ボックス 番号 9810.08

回収ボックス用ウォールマウント 番号 9845.06

SAFEBOX 番号 108000.00

名刺型金属探知機テスター 番号 9910.09

アクセサリー

››  詳細情報は107ページから

注文番号

 

 

製品の特徴 番号 32000771.02

技術的特徴

主要なカッティング対象物

››  すべてのカッティング対象物は117ページから

製品紹介

動画
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SECUMAX 145 MDP
番号 145007.12

2イン1ブレードヘッド

ブレードヘッドには2つの機能

があります。カットと突き刺し。

容易な刺し込み(段ボール箱

やフォイル等)のためには、左

右のナイフノーズをブレードエ

ッジから使用し、粘着テープの

場合ブレードヘッド上のコーナ

ーを使用します。

シールドされたブレード

4mmのみのブレードアクセスで

もブレードは十分にシールドさ

れます。指に触れることはあり

ませんが、多くの種類のカッテ

ィング材料適合します。その下

の商品はブレードと決して接触

しません。

ブレード ステンレス

SECUMAX 145 MDPの場合標

準でステンレススチール製ブレ

ードなので、常に要求度の高

い条件で使用する場合に最適

です。さらに随時水で問題なく

洗い流せます。

金属探知機で探知可能

繊細さが要求される用途では

SECUMAX 145 MDPなら確実

にできます。探知機は固定ブ

レード式カッティングツールや

部品が生産工程に入ると直ち

に作動します。

とても薄く、安定

グリップのほかカッティングチ

ャネルも1.5 mmの薄さです。メ

リット：カッティングの際に力が

少なくて済みます。この際、安

定性は経路だけはありません 

– 0.5 mmのブレードと高級プラ

スチックのおかげです。

スリムな形状。卓越した性能。金属探知機で探知可能。

SECUMAX 145 は、日常の様々なカッティング作業で使用できる、当

社の小型高品質の安全カッターの金属探知仕様モデルです。金属

探知機で探知可能なプラスチック製のグリップと厚さ 0.5mm のブレー

ドを採用し、14gの軽量さと極めて高い堅牢性を実現しました。シール

ドされた刃先は、単層の段ボール、フィルムまたは粘着テープなどに

使用できます。ブレードがユーザーの指に触れることはありません。

そして、SECUMAX 145 MDPは探知が可能なため、お客様の会社を

保護することにもなります。

ビデオ

使用方法

製品の詳細

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 118 x 4 x 35.4 mm

基礎材料 金属探知機で検出可能なプ

ラスチック

製品重量 13.7 g

VEあたりの重量 (箱入り10枚) 151.0 g

クリップ付きベルト用ホルスター(S) 番号 9920.08

名刺型金属探知機テスター 番号 9910.09

アクセサリー

SECUMAX 145 MDP 番号 145007.12 

箱入り10枚(バラ品)

すべてのモデル 注文番号

装着状態の刃

 ステンレスブレードは固定式であり、交換できません。 

ブレード強度 0.50 mm。

注文番号

 

 

製品の特徴 番号 145007.12

技術的特徴

主要なカッティング対象物

››  すべてのカッティング対象物は117ページから

製品紹介

動画

››  詳細情報は107ページから
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小さなヘルパーの登場です。金属探知機で探知可能。

カッティングツールで作業をしながら、他のことのために両手を自由

にしておくのは可能でしょうか。それは、SECUMAX リングナイフ MDP

でのみ可能です。このリングを指に装着すれば、フィルム、糸、紐や

その他の素材を切断できます。そして、万が一置き忘れた場合も、こ

のリングは金属探知機で探知可能なプラスチックを使用しており、製

造工程に紛れ込んでしまうリスクを最低限に抑えます。

SECUMAX リングナイフ MDP
番号 307.08

製品の詳細

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 34.3 x 23.2 x 18.4 mm

基礎材料 金属探知機で検出可能なプラ

スチック

製品重量 3.5 g

VEあたりの重量 (50 外装箱入り) 218.0 g

使用方法

 ステンレスブレードは固定式であり、交換できません。  

ブレード強度 0.30 mm。

SECUMAX リングナイフ MDP 番号 307.08 

バラ品 (50 外装箱入り)

すべてのモデル 注文番号

製品の特徴 番号 307.08

技術的特徴

主要なカッティング対象物

 

名刺型金属探知機テスター 番号 9910.09

アクセサリー

装着状態の刃

注文番号

››  詳細情報は107ページから

››  すべてのカッティング対象物は117ページから

 スペシャリストの中のオールラウンダー。金属探知機で探知可能。

SECUMAX POLYCUT MDPは、小型かつ小回りの利くプラスチック製

の固定ブレード式ナイフです。また、オールラウンダーとして特別な

存在です。ブレードとプラスチック部の間がより広くなっており、薄い

材料を複数枚同時に切断できます。長く尖ったノーズは、紙やフィル

ム等の取り扱いにおいて役に立ちます。また、金属探知機で探知可

能で、紛失時も発見できるプラスチックを使用していることは、企業に

とっても安心できる点です。

SECUMAX POLYCUT MDP
番号 08500772.12

製品の詳細

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 76.1 x 3 x 45.1 mm

基礎材料 金属探知機で検出可能なプラ

スチック

製品重量 9.4 g

VEあたりの重量 (箱入り10枚) 104.2 g

使用方法

 ステンレスブレードは固定式であり、交換できません。 

ブレード強度 0.30 mm。 

SECUMAX POLYCUT MDP 番号 08500772.12 

箱入り10枚(バラ品)

  すべてのモデル 注文番号

製品の特徴 番号 08500772.12

技術的特徴

主要なカッティング対象物

 

装着状態の刃

››  すべてのカッティング対象物は117ページから

名刺型金属探知機テスター 番号 9910.09

アクセサリー

››  詳細情報は107ページから

 

ビデオ

製品紹介

動画

 注文番号



45°

96 97

SECUNORM PROFI25 MDP
番号 120700.02

金属探知機で探知可能

作業の際はカッティングツー

ル、またはその部品が無くなる

こともあります。しかしそれでも

直ぐに見つかります。金属探

知機で探知可能なプラスチック

は直ぐに見つかるからです。

無塗装

作業の際に発生しうるリスク

を回避したいですか。当然で

す。塗装なしのグリップが何

かが剥離して、生産工程に紛

れ込むようなリスクを最小限

にします。

頑丈なグリップ

SECUNORM PROFI25 MDPの

プラスチックインサートはアル

ミニウム製グリップに差し込み

ます。安定した構造により、カ

ット頻度が高くても長い耐用期

間が期待できます。

2倍使用できるブレード

高品質ブレードを交換する前

にブレードを一回裏返します。

ブレードの使用時間は倍にな

り、そして加える力も少なくて

済みます。お使いの製品は

新品同様すぐにご使用にな

れます。

 

 

あらゆる用途においてプロ級の性能。金属探知機で探知可能。

SECUNORM PROFI25 MDPにこの名前が付けているのには訳があり

ます。このナイフはほとんどあらゆる材料とカッティングタイプに対応

し、まさしく「プロ仕様」のカッティングツールと呼べます。「25」とは、そ

の25mmの大きな刃渡りを意味し、例えば三層強化段ボールも難なく

開くことができます。「MDP」は、安全カッターのすべてのプラスチック

部品が金属探知機で探知可能であることを示しています。

使用方法

製品の詳細

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 143 x 17 x 31 mm

基礎材料 アルミニウム

製品重量 84.5 g

VEあたりの重量 (個別カートン) 99.3 g

SECUNORM PROFI25 MDP 台形ブレード搭載 番号 199 番号 120700.02 

個別ボックス入り1枚 (10 外装箱入り)

台形ブレード 番号 199 番号 199.70 

0.63 mm, 幅広研削、ステンレス, ディスペンサー入り10枚

すべてのモデル 注文番号 装備可能な刃 注文番号

クリップ付きベルト用ホルスター(S) 番号 9920.08

ホルスター (S) 番号 9842.08

回収ボックス 番号 9810.08

回収ボックス用ウォールマウント 番号 9845.06

SAFEBOX 番号 108000.00

名刺型金属探知機テスター 番号 9910.09

アクセサリー

››  詳細情報は107ージから

注文番号

 

製品の特徴 番号 120700.02

技術的特徴

主要なカッティング対象物

››  すべてのカッティング対象物は117ページから

 

 

ビデオ

製品紹介

動画
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使用方法

ポケットサイズの定番です。金属探知機で探知可能。

SECUNORM HANDY MDPのコンパクトさに騙されてはいけません。

コンパクトさとは可愛いということでしょうか。それは正反対です。これ

は、作業において必要となる鋭さとその他すべてのの特徴を備えた

カッティングツールです。食品や医薬品の製造現場においては、MDP

仕様を優先することをお勧めします。なぜなら、金属探知機で探知可

能なプラスチックと防錆仕様が、SECUNORM HANDY MDPの使用に

よってリスクが発生しないことを保証するからです。

SECUNORM HANDY MDP
番号 447.02

SECUNORM HANDY MDP 産業用刃搭載 番号 145 番号 447.02 

個別ボックス入り1枚 (20 外装箱入り)

工業用ブレード 番号 145 番号 145.60 

0.30 mm, ステンレス, クリアパッケージ入り10枚

すべてのモデル 注文番号

装備可能な刃 注文番号

製品の特徴 番号 447.02

技術的特徴

主要なカッティング対象物

製品の詳細

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 100 x 7.8 x 25.5 mm

基礎材料 ステンレススチール

製品重量 37.5 g

VEあたりの重量 (個別カートン) 41.3 g

クリップ付きベルト用ホルスター(M) 番号 9921.08

回収ボックス 番号 9810.08

回収ボックス用ウォールマウント 番号 9845.06

SAFEBOX 番号 108000.00

名刺型金属探知機テスター 番号 9910.09

アクセサリー 注文番号

››  詳細情報は107ページから

カッティングツールはここまでスマートになれるのです。金属探知機

で探知可能。

SECUNORM SMARTCUT MDPを手に取られれば、なぜその名前に

SMARTが含まれているのか、おわかりになるはずです。スマートな

のは、例えばその軽量さとコンパクトな形状です。または、ほとんど

すべてのカッティング材料に対応している点です。さらにスマートな点

は、混入などに対する懸念のある産業においても問題なく使用できる

点です。これは、この製品のグリップは金属探知機で探知可能なプラ

スチック製で、ブレードはステンレススチール製であるためです。知っ

ててよかったですよね。

SECUNORM SMARTCUT MDP
番号 110700.02

製品の詳細

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 110 x 12.5 x 25 mm

基礎材料 金属探知機で検出可能なプラ

スチック

製品重量 23.5 g

VEあたりの重量 (個別カートン) 26.8 g

使用方法

 ステンレスブレードは交換できません。 

ブレード強度 0.63 mm。

SECUNORM SMARTCUT MDP 番号 110700.02 

個別ボックス入り1枚 (20 外装箱入り)

すべてのモデル 注文番号

製品の特徴 番号 110700.02

技術的特徴

主要なカッティング対象物

 

クリップ付きベルト用ホルスター(M) 番号 9921.08

名刺型金属探知機テスター 番号 9910.09

アクセサリー

装着状態の刃

注文番号

››  詳細情報は107ページから

››  すべてのカッティング対象物は117ページから ››  すべてのカッティング対象物は117ページから

 

ビデオ

製品紹介

動画



 

当社のカッティング工具は、日常生活に欠かせないだ

けでなく、日常的ではない状況においても必要となりま

す。交通事故の例：隠し刃型SOSナイフは、シートベル

トや衣類の切断に役立ちます。

SO
Sナ

イ
フ
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SECUMAX SALVEX SOS
番号 538.02

特別に頑丈

SECUMAX SALVEX SOS は頑

丈なプラスチック製でこのため

硬めの用途にも耐えます。緊

急時にも信頼できるツールで

す。しかも耐用期間が長く設定

されています。

ハンマー付き

救急処置ナイフは安全ガラス

にも対処できます。特殊超硬

スチール製の内蔵された救出

用ハンマーで窓やサイドウィン

ドウを叩き割ります。

4倍使用できるブレード

ブレードは4つのエッジがある

ので回すか反転させて使用で

きます。いつも「新しい」ブレー

ドのおかげで、緊急時にも完

璧に機能するカッティングツー

ルをご利用いただけます。

右利きでも左利きでも

寸秒を争う場面がありま

す。SECUMAX SALVEX SOS

は、そういう時にすぐ使えま

す。右利きか左利きかは問題

ではありません。どちらの手に

も合うからです。

ハトメと ブラケット

極めて重要：救急処置ナイフ

がお手元にあることが前提で

す。同様に重要なこと：常に

すぐ見つかること。このため

SECUMAX SALVEX SOSには

固定用ハトメがあるだけでは

ありません。自動車用の別個

ブラケットも付いています。

応急処置用ナイフとハンマーが融合されました。

事故が発生した場合、迅速かつ冷静に行動することが重要です。直

観的に使用でき、多目的に使用できる応急処置用ナイフは、人命を

救う役割さえ果たします。負傷者を救出するには、まずSECUMAX 

SALVEX SOSで車両のサイドウィンドウを割ります。シールドされたブ

レードは、シートベルトや衣服の切断に使用します。救助できるという

ことは気持ちのいいことです。

使用方法

製品の詳細

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 187 x 24 x 77 mm

基礎材料 プラスチック

製品重量 140.0 g

VEあたりの重量 (個別カートン) 215.0 g

SECUMAX SALVEX SOS 産業用刃搭載 番号 37040 番号 538.02 

個別ボックス入り1枚 (10 外装箱入り)

すべてのモデル  注文番号

回収ボックス 番号 9810.08

回収ボックス用ウォールマウント 番号 9845.06

SAFEBOX 番号 108000.00

アクセサリー

››  詳細情報は107ページから

注文番号

 

製品の特徴 番号 538.02

技術的特徴

主要なカッティング対象物

››  すべてのカッティング対象物は117ページから

装備可能な刃 注文番号

元のサイズの90％

工業用ブレード 番号 37040 番号 37040.60 

0.40 mm, 幅広研削, クリアパッケージ入り10枚

工業用ブレード 番号 37030 番号 37030.50 

0.30 mm, マガジンに10個

工業用ブレード 番号 36030 番号 36030.50 

0.30 mm, マガジンに10個

工業用ブレード 番号 13730 番号 13730.60 

0.30 mm, ステンレス, クリアパッケージ入り10枚

工業用ブレード 番号 83730 番号 83730.31 

0.30 mm, ステンレス、TiNコーティングの刃先,  

ブレード100枚 (個別に紙に包装)

工業用ブレード 番号 83630 番号 83630.35 

0.30 mm, ステンレス、TiNコーティングの刃先,  

ブレード500枚 (個別に紙に包装)
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SECUMAX SOS-CUTTER
番号 537.00

ハンディーな形状

「引きの力が効く」SECUMAX 

SOS-CUTTERは指を一本は

開口に入れるカッティングの

とき特に作業し易くしてくれま

す。これに対して押し切りは

平らな製品形状と丸みのある

縁によって行いやすくなって

います。

実用的なハトメ

SECUMAX SOSカッターなら救

急箱と同じく車両に欠かせな

いものです。緊急時に安全カ

ッターにすぐに手が伸びるよう

に、固定用ハトメがあります。

完璧な場所

代替的に安全カッターは一体

ベルクロベルトで留めることが

できます。例えばインパネに

止める等が考えられます。こ

れんらいつでもすぐに手に取

れます – 車内で「飛散」する

ことなく。

 

 

 

 

緊急時に役立つ安全カッター。

シートベルトは命にかかわる重要な装備です。しかし、事故の後に

負傷者を迅速に救助する必要のある場合には、その障害となりま

す。SECUMAX SOS-CUTTERは、そのような場合に優れた性能を発

揮します。この製品を使用すれば、医師、救助隊員、目撃者であって

も、シートベルトを確実に切断できます。また、この安全カッターは衣

服の切断にも適しています。したがって、負傷者の応急処置にも役

立ちます。

使用方法

製品の詳細

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 124 x 8.5 x 43.5 mm

基礎材料 プラスチック

製品重量 27.5 g

VEあたりの重量 (ブリスターパック入り 1セット) 38.6 g

SECUMAX SOS-CUTTER 番号 537.00 

ブリスターパック入り 1セット (10 外装箱入り)

すべてのモデル 注文番号

装着状態の刃

 ご注意：このブレードは固定式であり、交換できません 。 

ブレード強度 0.30 mm 。

 

製品の特徴 番号 537.00

技術的特徴

主要なカッティング対象物

››  すべてのカッティング対象物は117ページから



 

アクセサリは製品に付属するものです。最高の意

味で。当社のアクセサリは、例えば、カッティング工

具を安全に保管するためのものです。または、使

用済みの刃を最適に処分するためのものです。

ア
ク

セ
サ

リ
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使用方法

常にすべてを手元に準備：ベルト用ホルスター L。

必要のないときにカッティングツールをどこに保管すればいいでしょう

か。丈夫なベルト用ホルスター Lには、すべてのMARTOR製大型ナ

イフおよび安全カッターを収納していただけます。さらに、内蔵された

インナーおよびアウターポケットには、例えばさらなるナイフ、ペンま

たはスペアのブレード等を収納していただけます。ベルト用ホルスタ

ーをお使いになれば、作業道具を安全に運ぶことができ、そして必要

な時にはすぐに取り出して作業を継続できます。

クリップ付きベルト用ホルスター(L)
番号 9922.08

製品の詳細 番号 9922.08

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 215 x 68 x 40 mm

基礎材料 ナイロン

製品重量 76.0 g

VEあたりの重量 (バラ品) 76.0 g

クリップ付きベルト用ホルスター(M)
番号 9921.08

常にすべてを手元に準備：ベルト用ホルスター M。

必要のないときにカッティングツールをどこに保管す

ればいいでしょうか。丈夫なベルト用ホルスター Mに

は、中サイズのあらゆるMARTOR製ナイフおよび安全

カッターを収納していただけます。さらに、内蔵された

インナーおよびアウターポケットには、例えばさらなる

ナイフ、ペンまたはスペアのブレード等を収納していた

だけます。ベルト用ホルスターをお使いになれば、作

業道具を安全に運ぶことができ、そして必要な時には

すぐに取り出して作業を継続できます。

使用方法

製品の詳細 番号 9921.08

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 215 x 60 x 28 mm

基礎材料 ナイロン

製品重量 65.0 g

VEあたりの重量 (バラ品) 65.0 g

クリップ付きベルト用ホルスター(S)
番号 9920.08

常にすべてを手元に準備：ベルト用ホルスター S。

必要のないときにカッティングツールをどこに保管す

ればいいでしょうか。丈夫なベルト用ホルスター Sに

は、コンパクトサイズのあらゆるMARTOR製ナイフお

よび安全カッターを収納していただけます。さらに、内

蔵されたポケットには、例えばペンまたはスペアのブ

レード等を収納していただけます。ベルト用ホルスタ

ーをお使いになれば、作業道具を安全に運ぶことが

使用方法

製品の詳細 番号 9920.08

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 215 x 53 x 23 mm

基礎材料 ナイロン

製品重量 58.0 g

VEあたりの重量 (バラ品) 58.0 g

実証済みの安全性

カッティングツールにはユー

ザーも当社も高い要件を課し

ます。アクセサリの場合にもそ

うではない理由があるでしょう

か? 弊社製のベルトポケットは

有害物質や安定性検査に合

格しており、極めて優秀である

ことが証明されています。

 

合いますか? 正確に合います

ベルトポケットS、M、Lは弊社

のナイフ専用ですがそれば

かりではありません。ポケット

サイズに応じて組合せる機会

があります。ナイフ/ペン、ナイ

フ/鋏、ナイフ/ナイフ、ナイフ/

ペン/鋏等

 

小さな空間の奇跡

ベルトポケットの場合は新しい

しまい方が見つかります。空間

やスリットがあるほか、寸法に

ピタリと合うので、内容は必要

なだけしっかりとしかしできる

だけ柔軟に保持されます。

 

2重の取り付け

クリップかマジックテープ式で

ベルトポケットを確実に固定で

きます。マジックテープはベルト

にお勧めしますが、クリップは

衣服の他の部分にも使用でき

ます。例えばパンツのポケット。

頑丈な材料

ベルトポケットは日常作業の

一部です。このポケットは差し

込むこともできる必要がありま

す。これを保証するのが損耗し

ない40°Cで洗浄可能なナイロ

ン製、これを二重の縫い目で固

定しており、長時間の負荷にお

いても耐えます。

元のサイズの47％

元のサイズの25％

元のサイズの25％

例

クリップ付きベルト用ホルス

ター(L)

- SECUPRO 625

- SECUMAX 320

- SECUMAX 363

例

クリップ付きベルト用ホルス

ター(S) 

- SECUNORM 500

- SECUMAX 363

例

クリップ付きベルト用ホルス

ター(M) 

- SECUMAX 320

- SECUMAX 363
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あなたの個人的なブレード格納庫です。

SAFEBOXは十分なサイズで、多くの使用済みブレー

ドを安全に保管することができます。同時に非常にコ

ンパクトで、従業員による持ち運びも可能です。2つの

スリットは、ブレードを挿入するためだけでなく、折る

刃式ブレードを折る際にも利用できます。SAFEBOX

がいっぱいになったら、回収ボックスに移し替えてくだ

さい。

SAFEBOX
番号 108000.00

使用方法 寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 94 x 18 x 42 mm

基礎材料 プラスチック

製品重量 33.6 g

VEあたりの重量 (ブリスターパック入り  

1セッ)

43.7 g

製品の詳細 番号 108000.00

ブレードの最終処分用。

回収ボックスには、SAFEBOXに集められたブレードを

移します。または使用済みのブレードを直接入れても

構いません。ボックスがいっぱいになると、蓋をいっぱ

いに締め付けます。これでボックスの蓋は開かなくな

ります。これで、ブレードの入った回収ボックスをその

まま安全に一般ゴミとして廃棄できます。

回収ボックス
番号 9810.08

使用方法 寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 107 x 105 x 210 mm

基礎材料 プラスチック

製品重量 260.0 g

VEあたりの重量 (バラ品) 260.0 g

製品の詳細 番号 9810.08

これで回収ボックスの場所がどこか、誰にでもわかり

ます。

ナイフと同時にご注文ください。回収ボックスは、便利

なホルダーで適したあらゆる壁に固定することがで

き、廃棄のために取り外すこともできます。パイプやバ

ーに取り付ける場合には、付属のクランプをボルトと

ナット(共に付属)ご使用ください。

回収ボックス用ウォールマウント
番号 9845.06

使用方法 寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 94 x 51 x 94 mm

基礎材料 プラスチック

製品重量 123.0 g

VEあたりの重量 (個別カートン) 178.0 g

製品の詳細 番号 9845.06

元のサイズの50％

元のサイズの25％

元のサイズの45％

ホルスター (S)
番号 9842.08

使用方法

製品の詳細 番号 9842.08

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 104 x 33 x 40 mm

基礎材料 プラスチック

製品重量 24.0 g

VEあたりの重量 (バラ品) 24.0 g

元のサイズの50％

ホルスター(L)
番号 9843.08

使用方法

製品の詳細 番号 9843.08

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 109 x 50 x 44 mm

基礎材料 プラスチック

製品重量 28.6 g

VEあたりの重量 (バラ品) 28.6 g

元のサイズの50％

当社の幅広いカッティングツール用。

カッティングツールはプラスチック製ホルスターに入れ

て管理することもできます。ホルスターはベルトに取り

付けたり、クリップで作業服のポケットや職場のナイフ

保管場所として固定することもできます。大サイズの

ブラックホルスターは SECUPRO MAXISAFE などに適

しています。

当社のスリムタイプのカッティングツール用。

お使いのカッティングツールを素早く見つけられるもう

1つの場所、それは小型でブルーのプラスチック製ホ

ルスターです。使い方は大型のバリエーションと同じ

です。青いホルスターは、例えばSECUNORM 500また

はSECUNORM 300の持ち運びに利用できます。
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 使用方法  使用方法

元のサイズの10％

自己復元性

MARTORカッティングマット

は自己復元性のある表面を

備えています。もっとも鋭利な

MARTORのブレードと最強の

圧力によるカッティングも許容

します。その後は再び新品同

様の外見に戻ります。

目盛の記入

目盛を記入することで正確な

カットの補助になります。さら

に、表側にはcmの目盛が記さ

れており、裏側にはインチの目

盛があります。必要に応じて、

選ぶことができます。

大きな選択肢

MARTORカッティングマットに

は五種類の大きさがあり、非常

に大きなものからとても小さな

ものまで揃っています。動機と

作業環境に応じて、MARTOR

ならこのように最適なサイズが

常に見つかります。 

  

元のサイズの40％

自己復元性

MARTORカッティングマット

は自己復元性のある表面を

備えています。もっとも鋭利な

MARTORのブレードと最強の

圧力によるカッティングも許容

します。その後は再び新品同

様の外見に戻ります。

安全技術の記入

MARTORの三種類の安全技

術がどう違うのか知りたけれ

ば、単に小さなカッティングマ

ットを見ればいいのです。表に

はドイツ語と英語で、裏にはフ

ランス語とスペイン語で記入し

てあります。

大きな選択肢

MARTORカッティングマットに

は五種類の大きさがあり、非常

に大きなものからとても小さな

ものまで揃っています。動機と

作業環境に応じて、MARTOR

ならこのように最適なサイズが

常に見つかります。

Platzhalter

すべてのモデル                                                                   注文番号

カッティングマット 620 x 870 mm                    番号 3001.06 

ポリエチレン袋入り1枚 

カッティングマット 440 x 620 mm                    番号 3002.06 

ポリエチレン袋入り1枚 

カッティングマット 320 x 440 mm                    番号 3003.06  

ポリエチレン袋入り1枚 

カッティングマット 230 x 320 mm                    番号 3004.06 

ポリエチレン袋入り1枚 

カッティングマット
番号 3005.06

自己復元力を持つカッティングマット620 x 870 mm.

下地を傷つけずにカットする？問題はありません。紙やボール紙、ホイ

ルやフィルムなどなら、最善なのは高品質のMARTORカッティングマッ

トを下に敷くことです。三層で構成されており、堅固な芯に二枚の抵抗

力の強い外層を組み合わせています。ですから力を入れてカットしても

傷つくことはありません。このカッティングマットは常に滑らかで、その後

も清潔に作業できます。さらに便利なのが、cmとインチで目盛が記され

ていることです。

カッティングマット
番号 3001.06

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 870 x 620 x 3 mm

基礎材料 プラスチック

製品重量 2200.0 g

VEあたりの重量 (ポリエチレン袋入り1枚) 2200.0 g

製品の詳細 番号 3001.06

自己復元力を持つカッティングマット148 X 210 MM.

下地を傷つけずにカットする？問題はありません。紙やボール紙、ホイ

ルやフィルムなどなら、最善なのは高品質のMARTORカッティングマッ

トを下に敷くことです。三層で構成されており、堅固な芯に二枚の抵抗

力の強い外層を組み合わせています。ですから力を入れてカットしても

傷つくことはありません。このカッティングマットは常に滑らかで、その後

も清潔に作業できます。さらに役立つのが、MARTORの安全技術に関

する印刷した説明です。

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 210 x 148 x 3 mm

基礎材料 プラスチック

製品重量 120.0 g

VEあたりの重量 (ポリエチレン袋入り1枚) 120.0 g

製品の詳細 番号 3005.06
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製品の詳細 番号 900951.08

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 335 x 267 x 50 mm

基礎材料 Nylon

製品重量 2450.0 g

VEあたりの重量 (バラ品) 2450.0 g

製品の詳細 番号 900952.08

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 335 x 267 x 60 mm

基礎材料 Nylon

製品重量 2610.0 g

VEあたりの重量 (バラ品) 2610.0 g

製品の詳細 番号 900948.08

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 335 x 267 x 17 mm

基礎材料 Nylon

製品重量 495.0 g

VEあたりの重量 (バラ品) 495.0 g

元のサイズの20％

元のサイズの20％

元のサイズの20％

PPEプレゼンテーション用フォルダ(L)
番号 900952.08
   

15のカッティングツール。納得のいくプレゼンテーショ

ンを可能にします。

個人保護具(PPE)販売業者または安全専門家の方々

に：当社のMARTORプレゼンテーション用フォルダを使

用すれば、カッティングツールを安全に輸送し、プレゼ

ンテーションを行うことができます。PPEプレゼンテーシ

ョン用フォルダ(L)には、15の高級安全カッターおよび

安全ばさみ、さらに様々なMARTORに関する資料や関

連資材が1つにまとめられています。 

PPEプレゼンテーション用フォルダ(S)    
番号 900951.08 

 13のカッティングツール。納得のいくプレゼンテーショ

ンを可能にします。

 個人保護具(PPE)販売業者または安全専門家の方々

に：当社のMARTORプレゼンテーション用フォルダを

使用すれば、カッティングツールを安全に輸送し、プレ

ゼンテーションを行うことができます。PPEプレゼンテ

ーション用フォルダ(S)には、13の高級安全カッターお

よび安全ばさみ、さらに様々なMARTORに関する資料

や関連資材が1つにまとめられています 

プレゼンテーション用フォルダ(空)
番号 900948.08 
   

 自由な組み合わせが可能。納得のいくプレゼンテーシ

ョンを可能にします。

個人保護具(PPE)販売業者または安全専門家の方々

に：当社のMARTORプレゼンテーション用フォルダを

使用すれば、カッティングツールを安全に輸送し、お

客様を納得させるプレゼンテーションを行うことができ

ます。プレゼンテーション用フォルダ(空)に、ご希望に

応じて高級安全カッターおよび安全ばさみをお選びに

なり、さらに様々なMARTORに関する資料や関連資材

とともに1つにまとめることができます。

ロックネジ用レンチ EASYSAFE
番号 9890.74

SECUMAX EASYSAFEのロック用。

ロックネジ用レンチを使えばSECUMAX EASYSAFEを

「ロック」できます。これは、カッティング性能には影響

ありませんが、ブレード交換を管理できます。これによ

り、許可された従業員のみがこのレンチでブレード交

換を行えます。障害が発生しやすい製造設備におけ

るさらなる安全措置です。

使用方法

製品の詳細 番号 9890.74

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 31 x 9.8 x 14.5 mm

基礎材料 プラスチック

製品重量 1.0 g

VEあたりの重量 (ポリエチレン袋入り5枚) 6.2 g

元のサイズの200％

名刺型金属探知機テスター
番号 9910.09

異物のシミュレーションで安全性を高めます。

名刺型金属探知機テスターには、2.5～8mmまでのプ

ラスチックボールによる5枚のテスト用カードが含まれ

ています。これにより、金属探知機の信頼性をテスト

することができます。

製品の詳細 番号 9910.09

寸法（長さｘ幅ｘ高さ） 101 x 68 x 0.5 mm

基礎材料 金属探知機で検出可

能なプラスチック

製品重量 3.0 g

VEあたりの重量 (ビニール袋入り 

5枚セット)

15.0 g
元のサイズの70％
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カッティング対象物のマトリックス

SECUMAX 番号
カッティン

グ深さ

SECUMAX 320 320001 4

SECUMAX 350 350001 6

SECUMAX 150 150001 6

SECUMAX 145 145001 4

SECUMAX 
EASYSAFE

121001 7

SECUMAX 
OPTICUT 437 7

SECUMAX 
OPTICUT

436 7

SECUMAX 
SNITTY

43037 2

SECUMAX 
MOBILEX

45137 2-10

SECUMAX 
COUPPY

43136 3

SECUMAX 
POLYCUT 8500012 3

SECUMAX 
PLASTICUT

46912 4

SECUMAX 
CARDYCUT

746912 2

SECUMAX 
CARDYCUT

546912 2

SECUMAX 
TRENNEX

6200012 3

SECUMAX 
VISICUT 47012 3
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カッティング対象物の割り当ては、お客様の施設の現場で、社内での無数のカッティング試験によって積

み重ねてきた、当社の長年の経験に基づいています。それにもかかわらず、そのようなマトリックスは、最

初の適応性以上のものを提供することはできません。  

したがって、推奨される安全カッターが、一般的な周囲条件下で個々のカッティング要件に適合するかど

うかを常に確認してください。もちろん、MARTORが喜んでアドバイスいたします。
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カッティング対象物のマトリックス

SECUPRO 番号
カッティン

グ深さ

SECUPRO 625 625001 21

SECUPRO 
MARTEGO

122001 9

SECUPRO 
MERAK 124001 9

SECUPRO 
MEGASAFE

116006 17

SECUPRO 
MAXISAFE

10130610 16

SECUPRO 
MAXISAFE

10150610 16

カッティング対象物のマトリックス

SOSナイフ 番号
カッティン

グ深さ

SECUMAX  
SOS-CUTTER

537 3

SECUMAX  
SALVEX SOS

538 6

SECUNORM 番号
カッティン

グ深さ

SECUNORM 500 50000110 17

SECUNORM 500 50000210 9

SECUNORM 500 50000310 5

SECUNORM 300 30000110 17

SECUNORM 525 52500410 21

SECUNORM 540 54000410 36

SECUNORM 380 380001 73

SECUNORM 380 380005 73

SECUNORM 
MIZAR

125001 15

SECUNORM 175 175001 10

SECUNORM 
HANDY

445 9

SECUNORM 
SMARTCUT

110000 12

SECUNORM 
MULTISAFE 8152 22
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SECUMAX 番号
カッティン

グ深さ

SECUMAX 565 565001 -

SECUMAX 564 564001 -

SECUMAX 363 363001
-

MDPナイフ 番号
カッティン

グ深さ

SECUMAX 320 
MDP

32000771 4

SECUMAX 145 
MDP

145007 4

SECUMAX 
POLYCUT MDP

8500772 3

SECUMAX リング

ナイフ MDP
307 6

SECUNORM 
PROFI25 MDP

120700 21

SECUNORM 
HANDY MDP

447 9

SECUNORM 
SMARTCUT MDP

110700 12
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121120 取り付け済み 取り付け済みオプション: オプション:

製品番号
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製品番号

刃のマトリックス  
SECUNORM
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SECUNORM 500

SECUNORM 500

SECUNORM 300

SECUNORM 525

SECUNORM
PROFI25 MDP

SECUNORM 540

SECUNORM 380

SECUNORM 380
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MIZAR
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SECUNORM 
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>> 交換可能な刃をもつカッターのみ >> 交換可能な刃をもつカッターのみ 

取り付け済み 取り付け済みオプション: オプション:
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WWW.MARTOR.COM

最適な製品を探すとき、個人的なコンサルティングに勝るものはありません。それが当社の強みのひとつ

です。さらに当社は他の分野においても www.martor.com などによりお客様の希望に可能な限り包括的

に応えたいと思っています。当社のホームページでは、カッティングソリューションの概要をさらに詳しく説

明する製品フィルターなどをご利用いただけます。

すべてをフィルターにかける

カッティングしたい素材は？安全カッターにはどのよう

な技術的特徴がありますか？このフィルター機能およ

び他の多くのフィルター機能を使用すると、適切な製

品の選択肢に素早く簡単にたどり着きます。例えば、

新しい「代理店検索」で適切な供給元を見つけること

ができます。

当社ホームページ。
お客様重視のサービス。 

すべてを比較する 

当社のラインナップには、非常に類似したナイフがあ

ります。そのため、再検討する価値があります。最大

4つのカッティング工具を選択し、それらを隣同士に配

置して製品を比較することができます。このようにし

て、製品の詳細を正確に捉えて最適なカッティング工

具を見つけることができます。



SECUNORM 500
PROFI DURCH UND DURCH. ABER KOMPLETT NEU GEDACHT.

NEU

Seite 1/04Stand 26.09.2013

SECUMAX 350
350001

SECUMAX 350 – MEhr SpASS bEi dEr ArbEit? probiErEn SiE ES.

Bestellnummer 350001.02

beim neuen SECUMAX 350 gehen Vielseitigkeit, Komfort und 
höchste Sicherheit hand in hand. das SECUMAX 350 ist eben 
ein echtes Multitalent – das zudem mit einem innovativen 
Klingenwechsel aufwartet. Schneiden können Sie mit ihm 

alle gängigen Materialien – von der Folie über die Kunststof-
fumreifung bis zum 2-lagigen Karton. Auch Klebebänder ritzt 
es spielend leicht. Und bei allem fühlt es sich so gut an, dass 
Sie es nur ungern wieder weglegen.

tEChniSChES dAtEnblAtt

Verdeckt liegende Klinge – höchste Sicherheit
die Klinge des SECUMAX 350 liegt nicht 
offen, sondern ist von Mensch und Ware 
abgeschirmt. das gibt ihnen ein höchst-
maß an Sicherheit. Vor Schnittverletz-
ungen und vor Warenbeschädigungen.

Sicherheitstechnik

technisches datenblatt > SECUMAX 350 

45°

SECUMAX 320

Ergonomischer Griff 
inkl. Soft-Grip
für den perfekten Halt

Verdeckt liegende Klinge
für höchsten Personen- 
und Warenschutz

Klingenwechselknopf
für den einfachen und sicheren 
Klingenwechsel

Klebebandritzer
mit zwei unterschiedlichen 
Ritztiefen

Hinweis: Damit das Produkt einwandfrei funktioniert, 
befreien Sie es bitte regelmäßig von Verunreinigungen. 
Als zusätzliche Schutzmaßnahme empfehlen wir das 
Tragen von Handschuhen.

ANWENDUNG

KLINGENWECHSEL

 
Wenn die SAFEBOX voll ist, entleeren Sie sie 
in die SAMMELBOX.

 
Die gebrauchte Klinge entsorgen Sie am bes-
ten in Ihrer SAFEBOX.

 
Auch kommt die verdeckt liegende Klinge 
nicht mit Ihrer Ware in Berührung.

 
Die verdeckt liegende Klinge gibt Ihnen ein 
Höchstmaß an Sicherheit vor Schnittverlet-
zungen.

PERSONENSCHUTZ WARENSCHUTZ ENTSORGUNG

10.2018 - Printed in Germany - Technische Änderungen vorbehalten. 
* Bitte beachten Sie auch unsere Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung!MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany | T +49 212 73870-0 | F +49 212 73870-90 | info@martor.de | www.martor.com

SICHERHEITSPOSTER
ZUM SICHEREN GEBRAUCH IHRES SCHNEIDWERKZEUGS

 
Um den Klebebandritzer zu verwenden, dre-
hen Sie das Schneidwerkzeug um 180 Grad.

 
Kunststoffumreifungen durchtrennen Sie am 
besten diagonal (im 45°-Winkel).

 
Beim Schneiden von Folien- und Papierbah-
nen darauf achten, dass das Schneidmaterial 
unter Spannung steht.

 
Mit der Messernase gelangen Sie ins Schneid-
material. Sie können sie auch als Führung 
beim Schneiden nutzen.

 
Zuletzt Klingenabdeckung wieder zuklappen 
und Klingenhalterung in den Griff zurückbe-
fördern. Klingenwechselknopf hörbar einras-
ten lassen.

 
Danach die Klinge links an der Kante ausrich-
ten und exakt auf den Nocken zurücklegen

 
Klingenabdeckung mit dem Daumen am 
 Klingensymbol aufklappen und die Klinge 
seitlich herausnehmen. Klinge wenden oder 
wechseln. 

 
Klingenhalterung mithilfe des Klingenwech-
selknopfs vollständig aus dem Griff heraus-
ziehen.

Ausgeprägte Nase
zum Einführen ins 
Schneidmaterial

4-fach nutzbare 
Klinge
für eine längere 
Einsatzzeit
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その他のサービスメディア：
安全ポスター、トレーニングビデオなど。

これと他のすべてのサービスメディアは、当社に直接リクエストできます。サービス番号をご利用くださ

い。または、弊社のホームページにアクセスしてダウンロードしてください。特に製品ごとの安全ポスター

やトレーニングビデオなどのトレーニング指向のメディアは、ユーザーが安全かつ効率的に安全カッター

を使用できるようにサポートします。

安全性ポスター

安全ポスターは、簡単な説明と使用説

明書の両方の要素を持ち合わせていま

す。大判のイラストと簡潔なテキストで、

当社の安全カッターの最適な使用方法

を示しています。ユーザーだけでなく、

安全管理者の仕事もサポートします。

ポスターは、倉庫、搬入口、製造ライン

など、重要な場所に貼ってください。

テクニカルデータシート

安全カッターの長さと幅はどれくらい

ですか？どのような技術的特徴があり

ますか？どのような証明書をいつ受け

取りましたか？テクニカルデータシート

は、これらの質問や他の多くの質問に

答えます。簡潔に集約されたデータは、

例えば、商品経済システムで新しいカッ

ティング工具を作成するのに非常に役

立ちます。

ビデオ

当社の実際のトレーニングビデオでは、

ユーザーの肩越しに指先まで正確に

見ることができます。対象物に合わせ

た最適なカッティング方法、刃を交換す

る方法、安全カッターの清掃方法など

を段階的に学習します。当社の製品ビ

デオでは、MARTORカッティング工具の

特性と利点の概要を簡単にご紹介しま

す。初めて紹介させていただくのに理想

的な製品ビデオですが、販売パートナ

ー向けのコンパクトな販売サポートも目

的としています。

ナイフプラン

MARTORナイフプランは、安全性の専

門家や運営責任者などの方々と連携

して各企業向けに個別に作成するた

め、2つと同じものはありません。ナイフ

プランは現在現場で使用されているカ

ッティング工具について説明します。同

時に、ユーザーへの取扱説明としても

利用していただけます。プランは、どの

MARTORナイフがどの目的でどの領域

で使用されるかを明確に定義していま

す。これにより、作業安全性と効率も向

上します。

製品フライヤー  

当社の主要なカッティングツールに

は、独自のメディアである製品フライヤ

ーが用意されています。そこには、安

全カッターについての役立つ詳細情報

が記載されています。カタログと同様

に、ここでも商品は現物サイズで示さ

れています。これは、製品をより良くイ

メージしていただくためです。
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ぜひ当社までご連絡ください。
お客様のご希望 
に沿えるように。

素早い配送サービス

MARTORは、その製品をゾーリンゲンの倉

庫から迅速かつ確実にお客様のもとへお届

けします。また、地域によっては世界各国の

流通パートナーが短納期で供給します。お

客様が安全カッターを入手される際、上質

な個別包装と多言語によるユーザーマニュ

アルにお気付きになることでしょう。これは

MARTORにとってもプロフェッショナリズムの

表現です。

研修とトレーニング*

お客様社内における労働安全性を向上することが当社の目標

です。当社の技術アドバイザーは、お客様の事業所において

研修やトレーニングを行ったり、安全週刊や社内展示会に参加

したりします。さらに、お客様の社員の皆さまは、当社のサービ

スメディア(例えばトレーニングビデオ)を活用して、安全カッター

の適切な取り扱いを練習することができ、それにより新しい工

具に対する許容度も高まります。

専属担当者制度

MARTORでは、カスタマーサービスのお客様専属の

担当者が対応いたします。注文から当社製品に関す

る詳細なアドバイスまで、すべてが信頼できるMAR-

TORの品質、そして当社の特徴ともいえる顧客重視

のもとで行われます。

サービスメディア

カタログとパンフレットが標準となっています。しかし、あ

なたはMARTORの安全ポスターをご存じですか？当社

の個別化されたナイフプランはどうですか？またはMAR-

TORのトレーニングビデオは？これら一連のサポート措

置により、お客様と共同で開発した安全な切断ソリューシ

ョンをお客様の社内に持続的に導入していきます。これ

がMARTOR式のサービスです。

*一部の国のみ

他にご質問がある場合は、サービス番号までお電話ください。

現地におけるアドバイス*

電話相談を補完するため、当社の技術コンサルタン

トがお客様の事業所まで出向きます。切断における「

コツ」に関する小さなアドバイスから複雑な切削ソリュ

ーションのための包括的な序行書監査まで、当社は

専門知識に基づくプロフェッショナルなサービスを提

供します。
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現場からのヒント。
最も一般的なカッティングタイプ。

窓の切りとり

段ボール箱は理想的な輸送ケースで

す。ただ、中身を取り出すための最良

の方法を見つけるのに困ります。段ボ

ール箱を保管用に使い続ける場合は、

穴開けをお勧めします。段ボール箱を

上から開けるのではなく、側面に大きな

穴をカッティングしてください。この「窓」

から商品を簡単にそして便利に取り出

すことができます。このカッティングタイ

プは、特にチェーン店で広く用いられて

います。

蓋あけ

段ボール箱を上から開きたい場合は、

蓋あけを選択してください。蓋開けとい

う名の通り、蓋を完全に取り外します。

カッティング工具で上端を突き刺し、折

り目に沿ってカッティングします。別の

方法としては、さらに下の側壁を安全カ

ッターでくるっと一周して切り取ります。

搬入口で商品を「1個」ずつ取り出す場

合などに蓋あけが用いられています。

プラスチック製ベルトをカット

プラスチック製ストラップは、特に重い品

物が入った箱をまとめるために使用され

ます。または、1つのパレットに複数のパ

ッケージを固定します。当社のカッティン

グツールの多くは、このストラップの切断

を専門としています。皆さまの多くは、異

なる厚さと品質のストラップを取り扱わ

れていることでしょう。ストラップが頑丈

なものであるほど、ストラップを45°の角

度から切断されることをお勧めします。

ホイルを取り除く

パレットは通常、ラッピングフィルムおよ

び収縮フィルムで包まれます。当社のラ

インナップには、これらのフィルムを取

り除くための適切なカッティング工具が

あります。特に隠し刃が付いているもの

は、パッケージされた商品が傷つかな

いようになっています。当社のフィルム

用ナイフは通常、先のとがったノーズ (

先端部) を持ち、それを使ってカッティン

グ対象物を突き刺すことができます。ま

たは、フィルムの上端をフリーハンドで

押して、カッティングの開始点を作成す

ることもできます。

袋物を開きます

特に食品、製薬、プラスチック加工業界

では、液体、粉末または顆粒などの原

材料の多くは袋に詰められて配送され

ます。紙袋、プラスチック袋、複合材料

の袋を開くには、通常、刃の長い安全カ

ッターを使用します。具体的には、袋を

注ぐレールに水平に置き、 

上部のLカットなどを使用して袋を切り

離します。

獣皮や樹皮の除去

アイディアが他の分野を連想させても、

紙およびフィルム加工業界においてス

ラブは最も一般的なカッティングタイプ

の1つです。まず、生産プロセスの中断

が度々発生していました。芯材に巻き

取る際に圧延品が破れるのです。これ

を再び使用できるようにするには、紙と

ホイルの残留物をスラブする必要があ

ります。つまり、加圧カッティングで分

離して取り除くのが最善です。このため

の理想的な安全カッターもご提供して

います。

それはすべて技術の問題です。当社カッティング工具の安全性は、最適な使用を直接左右します。ここで

は、さらに精度を上げて切り開いたり、切り離すためのポイントをいくつか紹介します。ここでは最も一般

的なカッティングタイプに焦点を当てています。
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MARTORは、お客様が製品を安全かつ効率的にお使いいただくことを願っております。MARTORとそのカ

ッティングツールをより深くご理解いただくことで、より安全かつ効率的にお使いいただけます。このため

に、当社は用語集をご用意しました。この用語集では、当社製品をお使いいただく際に繰り返し出てくる

専門用語がわかりやすく説明されています。

よりよくご理解いただくために。
MARTOR用語集

アイレット
アイレットはグリップ部の後端にあります。アイレットを使ってカッティングツールを

安全な場所に掛けておけます。もしくはストラップを通して、MARTORナイフをこの

ような方法で固定します。

オプションブレード
MARTORのほとんどの安全カッターでは、必要に応じて各種の替え刃を使うことが

できます。オプションの替え刃としては、フック刃などがあります（最初に装備されて

いる台形刃と交換できます）。ステンレス刃やTiNコーティング刃も使用できます。

刃先が丸いタイプもあります。これらはオプションのほんの一部です。MARTORで

は、200種類以上の刃を取り揃えております。

カッティングエッジ
刃の鋭利な部分をカッティングエッジと呼びます。カッティングエッジの外の端だけ

を考えており、刃の先端について語っています。

カッティングソリューション
当社の製品、性能、サービスはいずれも、カッティングに関わる問題の安全なソリ

ューションをお約束します。当社は常に、いかなる「カッティングの問題」に対しても

ソリューションを提供します。特に、特殊なカッティングワークや、特殊なカッティン

グ環境、特別なカッティング対象物などについて、解決策を用意しています。

カッティングタイプ
カッティングタイプとは、ユーザーがカッティングツールを使う方法や目的のことで

す。例として、引張りカッティング、押し切りカッティング、加圧カッティング、のこぎり

式カッティングなどがあります。あるいは、カッティングタイプはカッティングの結果

を意味することもあります。たとえば、「穴あけ」や「蓋あけ」などです。

カッティングチャネル
「ブレードアクセス」は、グリップとナイフノーズとの間隔のことで、これはカッティ

ングエッジの先までですが、、カッティングチャネルはそれよりも長くなります。例 

SECUMAX 350：カッティングチャネルとは、カッティング対象物が通る経路全体のこ

とです。つまり、グリップとノーズ（先端部）の間の「進入ゲート」から、ナイフ後方の

プラスチック製ヘッドまでの距離です。

カッティング対象物
カッティングツールを使ってカッティング対象物をカットします。そのツールで非常に

上手に切れる材質が、「主要カッティング対象物」に該当します。「付随カッティング

対象物」とは、MARTORナイフが対象として構想していない場合でも、同様にこの

工具で切る必要があるような対象物を指します。

カッティング深さ
カッティング深さとは、刃がカッティング対象物にどのくらい深く入り込むかを表し

ます。

グリップ
グリップは、当社のカッティングツールの主要構成部品です。グリップにはスライダ

ー、レバー、ボタンなどが装備されています。グリップ内には、刃や刃の収納機構

が収められています。

スライダー
MARTORのブレード自動収納型・全自動収納型安全カッターのほとんどには、スラ

イダーが搭載されています。スライダーを前に押し出すと刃がカッティングポジショ

ンに出されてきます。

スライドベース
MARTORの隠し刃型安全カッターの中には、グリップの端がスライドベースにつな

がった構造になっているものがあります。名前からわかるように、スライドベースの

下面は、カッティング面の上を極めて滑らかに滑ります。同時に、カッティング対象

物がスライドベースの上方にある刃に当たります。

ソフトグリップ
柔らかいプラスチック層によって、グリップは特に握りやすくなります。これをソフト

グリップと呼びます。

ノーズ
このノーズ（先端部）の形状は、当社の隠し刃型安全カッターにしかないものです。

グリップと合わせて確実に刃が隠される構造になっています。ノーズは通常は十分

に尖っており、切る対象への突き差しを楽にするようになっていますが、同時に、そ

れで怪我をすることがない程度に丸められています。

ブレードの交換
MARTORのカッティングツールのほとんどは、繰り返し使用するタイプです。刃の交

換はできる限り簡単かつ安全で快適に行えるようになっています。これにより、怪

我が防止されます。また、交換時に刃がなくなることもありません。

ブレードアクセス
ブレードアクセスとは、隠し刃型安全カッターの場合、グリップとノーズ（先端部）と

の間隔のことです。ブレードアクセスは、指に刃が触れない程度に狭く、カッティン

グ対象物を切るのに十分な広さになっています。

ブレードカテゴリー
当社では、特定のブレード（刃）をまとめてブレードカテゴリーと呼んでいます。カテ

ゴリー名は、形状（台形刃、フック刃など）、用途（産業用刃など）、そして機能（スク

レーパー刃、バリ取り刃など）に基づいています。

ブレードカバー
ブレードカバーは、刃の上に載っている小さなプレートです。これは、ブレードキャリ

アとともに刃を保持します。MARTORの多くのカッティングツールでは、刃を交換す

るのにブレードカバーを持ち上げる必要があります。

ブレードキャリア
刃は刃のホルダーに置かれています。ここでは一個または複数のカムにより正確

に固定されています。多くの刃のホルダーはさらに小さい磁石を備えており、これで

刃の交換時に刃を補助的に固定します。

ブレードスロット
ブレードスロットはグリップ部の前端にあります。刃がグリップのここから出て、そし

て再びグリップ内に戻ります。

プラスチック製インサート
例 SECUNORM HANDY：刃の交換時に引き出されるカッティングツールの内部全

体をプラスチック製インサートと呼びます。

プロモーション用ナイフ
MARTORの多くのカッティングツールは、プロモーション用ナイフとすることができ

ます。MARTORのロゴが省かれており、お客様独自のロゴやメッセージのためのス

ペースとしてご利用いただけます。このタイプのナイフは、利用価値が高くしかも耐

久性のある販促グッズとして、顧客や友人、パートナーへの配布用としてご用意い

ただけます。

ペンチ式グリップナイフ
実例：SECUPRO 625、SECUPRO MARTEGO、SECUPRO MERAK、およびSECU-

NORM MIZAR。これらのカッティングツールはどれも、近年開発された画期的なペ

ンチ式グリップナイフツールファミリーに属しています。グリップの下に、ペンチのよ

うな滑らかに動くレバーがあるのがわかります。このレバーによってとても快適に刃

を出すことができます。

ホルダーブラケット
ホルダーブラケットは、特定の安全カッターにおいてグリップのブレードアクセス領

域に直接取り付けられています。その役割は、切削材料を押さえつけ、詰まりを防

ぎつつ、最適な角度でブレードに導くことです。

レバー
MARTORのペンチ式グリップナイフの刃は、スライダーではなくレバーでスライドし

ます。このためには、下側のグリップ部分にあるレバーを操作します。

ロック
ロックすることで、誤って刃がグリップから外れるのを防ぎます。通常、ロック解除も

同じ部品で行います。

人間工学に基づくデザイン
手に持ったときに快適なカッティングツールを設計する場合にMARTORが使うこと

ばに「人間工学に基づくデザイン」や「エルゴノミックデザイン」があります。

使い捨てナイフ
MARTORの使い捨てナイフは、刃を交換することはできません。使用後は一般ごみ

として簡単に廃棄することができます。

使用時の快適さ
人間工学に基づいてデザインされており、簡単で安全に刃を交換できるといった特

長によって、カッティングツール使用時の快適さが向上します。

刃の全自動収納機能
刃は、カッティング対象物が離れた瞬間に、グリップ内に収納されます。これは、ス

ライダー（またはレバー）が保持された状態でも同じです。ブレード全自動収納型安

全カッターはSECUPROと呼ばれます。

刃の自動収納機能
刃は、カッティング対象物から離れた瞬間にグリップ内に収納されます。条件：ス

ライダーの保持が解除される。当社はブレード自動収納型安全カッターをSECU-

NORMと呼んでいます。

刃交換ボタン
特定の安全カッターでは、刃の交換ボタンを操作すると、刃の交換を開始すること

ができます。

厚さ
当社には、非常に薄い紙用ナイフ、フィルム用ナイフが数種類あります。この場合

は寸法で「幅」とは呼びません。その代わりにグリップの厚さで呼びます。2 mm、3 

mmなどがあります。狭い隙間や空間でのカッティングのために作られています。

右利き・左利き共用
ナイフが右利き、左利きにかかわらず同じように使える場合、MARTORは右利き・

左利き共用であることを明記します。

安全カッター
MARTORは、この他にも高品質なカッティングツールを豊富に取り揃えています

が、安全カッターこそが当社の主力製品です。安全カッターと呼ばれる理由は、刃

の自動収納・全自動収納、隠し刃といった、信頼性の高い安全技術が採用されて

いるためです。MARTORの安全カッターを使用することで、怪我を大幅に減らすこ

とができます。

安全レベル
MARTORの安全水準は次のように4つに区分されています。すなわち、通常レベル

の安全性（刃の手動収納）、高い安全性（刃の自動収納）、非常に高い安全性（刃

の全自動収納）、最高の安全性（隠し刃）です。
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安全技術
当社の安全技術には、刃の手動収納（安全カッター以外）、自動収納（SECU-

NORM）、全自動収納（SECUPRO）および隠し刃（SECUMAX）が含まれます。

粘着テープ用カッター
MARTOR当社には粘着テープ用カッター付きのカッティングツールがあります。

例：SECUMAX 320。ここで重要なのは二段階に分かれた切断深さを備えた切り替

え可能な金属プレートです。

装着状態の刃
通常、カッティングツールとともに出荷される刃は、ナイフ内部に予め取り付けられ

ています。しかしまったく別の刃を取り付けることもできます。これはオプションの刃

と呼んでいます。

製品カテゴリー
当社では、特定のカッティングツールをまとめて製品カテゴリーと呼んでいます。製

品カテゴリ－は3つあります。1.安全カッター、2.カッターナイフ、3.特殊ナイフ（メス、

バリ取り、スクレーパーなど）。

製品ファミリー
特定の機能を備えたカッティングツール群を、当社では製品ファミリーと呼んでいま

す。これらは異なる製品カテゴリーに含まれていることもあります。例えば、MDPナ

イフ、使い捨てナイフ、プロモーション用ナイフ、折る刃式カッターナイフ、ペンチ式

グリップナイフなどがあります。

金属探知機で探知可能
MDPナイフの製品ファミリーは特に「繊細な」分野、例えば食品や薬品の産業用

に構想したものです。MDPというのは「金属検知プラスチック/metal detectable 

plastic」の略称です。このような高品質プラスチック製のMARTORナイフは、生産プ

ロセスの中で意図せぬ形で成功した後で、使用目的に合った検知器により検知し

てより分けることができます。これで故障や不良品はおのずと小さなプラスチックの

粒子により効果的に防止されます。

隠し刃
カッティングツールは、刃が外側に向けてシールドされる設計になっています。その

結果、 最高度の切断負傷と物の損傷に対する安全性。当社の隠し刃型安全カッタ

ーはSECUMAXと呼ばれます

高品質ブレード
MARTORのブレードはすべて高品質ブレードです。しかしながら、これに関しても相

違があります。例えば、ステンレス刃、TiNコーティング刃などがそれです。

1エッジカッティング/2エッジカッティング
カッティングエッジが刃の片側だけか両側にあるかによって、片刃（1エッジカッティ

ング）または両刃（2エッジカッティング）と呼びます。

2回刃/4回刃
刃の向きを変えることで何回か使える刃を、2回刃および4回刃と呼びます。

3イン1ブレードヘッド
例 SECUMAX 150：カッティング、スクレーピング、スクラッチという異なる3つの用途

に適した個別のブレードヘッドを使用できます。

3イン1ロック
例 SECUNORM MIZAR：このペンチ式グリップナイフは、ユニークな3イン1ロックを

備えています。このロックによって、刃のロック・ロック解除ができるだけでなく、安

全に刃を交換することができます。

刃の固定
一貫した牽引力を確保するため、刃は刃のホルダーに固定されます。刃のホルダ

ーは通常上部エレメント(刃のカバー）と下部エレメント（刃のキャリア）で構成され

ます。

SECUMAX
SECUMAXは当社の製品グループの名前で、すべてが最高度の作業安全性を確

保するカッティングツールです。SECUMAX安全カッターは通常シールドされた刃を

備えており、これで使用者やパックされたものが刃に近づくことはありません

SECUNORM
SECUNORMは当社の製品グループの名前で、すべてが高度な作業安全性を確保

するカッティングツールです。SECUNORM安全カッターは通常自動式の刃の戻しに

より切り傷から保護します。

SECUPRO
SECUPROは当社の製品グループの名前で、すべてが非常に高度な作業安全性を

確保するカッティングツールです。SECUPRO安全カッターは通常全自動式の刃の

戻しにより切り傷から保護します。

TiNコーティング
TiNは窒化チタンです。これはチタンと窒素からなる化合物です。この材料の特徴

は、硬度と耐食性が非常に高いところです。MARTORのTiNコーティング刃の場

合、TiNは摩耗が少なく長寿命で、その間、優れた切れ味が長く維持されます。
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安全なカッティングの世界へようこそ。

全自動ブレード収納機能 

→ 非常に高い安全性

ブレード自動収納機能

→ 高い安全性

隠し刃

→ 最高の安全性
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ちらから。開いてください。
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すべての特性を一覧する 。

当社のピクトグラムシステムは、お客様が当社の製

品を比較し、切断用途おいて重要な特性を一目で

ご認識いただくためのクイックリファレンスです。

技術的特徴 
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アイコンを一目見るだけで、お客様のカッティング工具が最高の安全性、非常に高

い安全性または高い安全性を備えているかどうかがわかります。当社の安全技術

は、盾に例えることができます。

ハンドルに関するすべて
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刃に関するすべて

刃の交換は可能ですか？可能ならば、道具が必要かどうか? 刃はどのぐらい深く

切れるか? その際、しばしばミリ単位が重要になります。ですから、しっかりと確認

してください!

                  

主要な切削材料

どの製品が何を最もよく切れるか? 当社の安全カッターの多くが多機能ですが、そ

れぞれに微妙な違いがあります。これらのアイコンが、お客様が最適なカッティング

ソリューションを見つけるのに役立ちます。

アクセサリ

お客様の作業を軽減するものなら、すべてが有意義と言えます。ベルトポーチ、ロック

レンチ、使用済み刃の回収容器などがそれです。どの製品に何が合うのかを、こちら

でご覧になれます。

メディア

これらのピクトグラムにより、簡潔な製品ビデオや研修用のトレーニングビデオが
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当社の強み：  
MARTORのサービスおよびコンサルティング。

当社のカッティングソリューションをより安全なもの

にしているのは、当社のコンサルティングです。使

用例やトレーニング資料を用いて常にお客様をサ

ポートし、必要な場合はスタッフが直接サポートし

ます。

さらに詳しい情報は、当社ウェブサイトwww.martor.

comに掲載されています。

一目瞭然：安全ポスターは、最も重要な機能と正しい

使用方法を示し、職場に最適です。

最初のカットから刃の交換まで：当社ナイフの使い方

および用途をこのビデオでご紹介します。

すべての情報：製品の寸法、特性、特殊機能につい

ては、テクニカルデータシートに記載されています。

他にご質問がある場合は、サービス番号までお電話

ください。
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技術的変更は予告なく行われることがあります。
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スペイン, モロッコ, ポルトガル
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ハンガリー

www.protektor2001.hu

MARTORは、今日70か国以上で製品を販売しています。数多くの国にある当社の

パートナー企業が販売しています。www.martor.comにアクセスして「代理店」から世

界中にある供給元を検索できます。

お問い合わせ先 MARTOR KG 
Lindgesfeld 28 
42653 Solingen 
Germany
www.martor.de

オーストラリア

MARTOR Australia

オーストラリア、ミクロネシア連邦、マ

ーシャル諸島、ナウル、ニュージーラ

ンド、パラオ、パプアニューギニア、サ

モア、ソロモン諸島、トンガ、ツバル、

バヌアツ

www.martoraustralia.com.au

アメリカ

MARTOR USA (MARTORグループ

の一部)

米国, カナダ

www.martorusa.com
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Frago Corporativo S.A. de C.V.
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MARTORへようこそ

››  詳細な目次はこち

らをご覧ください。開い

てください。

MARTORは、特に安全ナイ

フの分野における革新的な

カッティングソリューションの

国際的なリーディングパー

トナーです。このカタログで

は、当社の高品質な製品ライ

ンナップを紹介しています。

各カッティング工具に関する重

要な情報のみならず、オーダ

ーメイドに必要なすべてのデ

ータと情報も掲載しています。




