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チューブベンダーの特長と使用方法
    

「チューブベンダー/パイプベンダー」の商品一覧はこちら「チューブベンダー/パイプベンダー」の商品一覧はこちら

チューブベンダー

銅・ステンレス・アルミなどの配管をきれいに曲げる工具です。

特長

チューブベンダーは外径規制管を曲げ加工するのに
適しています。
内径規制管の曲げ加工には、油圧ベンダーを使用します。

外径規制管とは…外径規制管とは…
比較的軟質で薄肉です。
※冷媒配管や水道配管などに使用されています。
内径規制管とは…内径規制管とは…
硬質で厚肉です。※ガス管などに使用されています。

チューブベンダーの使用方法チューブベンダーの使用方法
●0点の使い方●0点の使い方
（お客様の指定の角度に曲げる場合）（お客様の指定の角度に曲げる場合）

1. 180°に曲げる場合
2. 0点をホイールの0°に合わせて所定の角
度の目盛（この場合180°）までハンド
ルを回します。

3. 図のような180°の曲げ加工ができま
す。

●Lマークの使い方●Lマークの使い方
（ベンダーのフックより前方に指定寸法をとり、90°曲げする場合）（ベンダーのフックより前方に指定寸法をとり、90°曲げする場合）

1. 図のように前寸法（50cm）をとって曲
げる場合

2. 前寸法（50cm）を計り、マークをつけ
ます。

3. マークをベンダーシューのLマークに合
わせて曲げます。

4. 配管の中心を軸に50cmの前寸法をとっ
た90°曲げができます。

●Rマークの使い方●Rマークの使い方

商品名から探す

ブランド名から探す

カタログカタログ
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商品豆知識商品豆知識 油圧パイプベンダーの特長と使い方

（ベンダーのホイールより後方に指定寸法をとり、90°曲げする場合）（ベンダーのホイールより後方に指定寸法をとり、90°曲げする場合）

1. 図のように後寸法（40cm）をとって曲
げる場合

2. 後寸法（40cm）を計り、マークをつけ
ます。

3. マークをベンダーシューのRマークに合
わせて曲げます。

4. 配管の中心を軸に40cm後寸法をとった
90°曲げができます。

曲げ加工を行うチューブの材質を確認してください。（銅管・ステンレス管鋼管など）
チューブの外径、肉厚（mm）を確認してください。
用途に合わせてベンダーの種類を選んでください。

ココミテvol.2より転載

「チューブベンダー/パイプベンダー」の商品一覧はこちら「チューブベンダー/パイプベンダー」の商品一覧はこちら

『ベンダー』に関連するカテゴリ『ベンダー』に関連するカテゴリ

チューブベンダー/パイプベンダーチューブベンダー/パイプベンダー  スプリングベンダースプリングベンダー  オプションオプション

『チューブベンダー/パイプベンダー』に関連するカテゴリ『チューブベンダー/パイプベンダー』に関連するカテゴリ

『チューブベンダー/パイプベンダー』カテゴリにこんな商品があります『チューブベンダー/パイプベンダー』カテゴリにこんな商品があります

3サイズチューブ
ベンダー
大阪魂
￥2,290￥2,290

3サイズベンダー

エスコ
￥1,900￥1,900

チューブベンダ
ー
スーパーツール
￥9,990～￥9,990～

ヒッキー型コン
ジット・ベンダ
ーRIDGID(日本エマ
ソン)
￥6,990～￥6,990～

チューブベンダ
ー(ステンレス用)
TRUSCO
￥7,611～￥7,611～

細径パイプ用 ベ
ンダー
Strong Tool
￥1,790￥1,790

チューブベンダ
ー(なましステン
レス・銅・アル
ミ用)
TRUSCO
￥6,394～￥6,394～

『チューブベンダー』に関連した商品『チューブベンダー』に関連した商品

3サイズチューブ
ベンダー
大阪魂
￥2,290￥2,290

チューブベンダ
ー
スーパーツール
￥9,990～￥9,990～

3サイズベンダー

エスコ
￥1,900￥1,900

チューブベンダ
ー(ステンレス用)
TRUSCO
￥7,611～￥7,611～

チューブベンダ
ー(なましステン
レス・銅・アル
ミ用)
TRUSCO
￥6,394～￥6,394～

4ヘッドチューブ
ベンダー
スーパーツール
￥5,990￥5,990

レバー式チュー
ブベンダ
タスコ(TASCO)
￥2,990～￥2,990～
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一覧で商品を探す一覧で商品を探す

・カテゴリ一覧
・商品名一覧
・ブランド名一覧
・新着商品一覧

特集で商品を探す特集で商品を探す

・キャンペーン一覧
・定期注文特集
・みんなの商品レビュー
・おすすめ特集
・満足度ランキング
・節約商品探検隊

便利な機能便利な機能

・カタログ請求
・スマホアプリ
・RSS配信(最新情報)

会社概要会社概要

・ご挨拶
・会社情報（Company Information）
・企業理念
・コーポレート・ガバナンス
・IR情報（IR）
・パブリシティ情報
・プレスリリース
・組織図（社員の声）
・CMギャラリー
・モノタロウ侍の生態

採用情報採用情報

・アルバイト採用
・新卒採用
・中途採用

仕入先募集仕入先募集

・取引希望の方はこちら

国内関連サービス/サイト国内関連サービス/サイト

・IHC.MonotaRO（個人消費者向け）
・大企業向け間接資材（MRO）集中購買サービス
・無人店舗

海外子会社海外子会社

・NAVIMRO(Korea/韓国)
・monotaro.id(Indonesia/インドネシア)
・Zoro Shanghai(China/中国)

海外関連サービス/サイト海外関連サービス/サイト

・海外資材調達をご検討の方へ
・MonotaRO Singapore
・MonotaRO Malaysia
・MonotaRO Philippine
・MonotaRO Taiwan
・MonotaRO Vietnam
・MonotaRO Thailand

当サイトについて当サイトについて

・ご利用規約
・「特定商取引に関する法律」に基づく表示
・「古物営業法」に基づく表示
・プライバシーポリシー
・ご利用環境チェック
・サイトマップ

お買い物の流れお買い物の流れ お支払方法についてお支払方法について
配送料について配送料について 返品・交換について返品・交換について

ご利用ガイド：ご利用ガイド：

お問合せ窓口お問合せ窓口

0120-443-5090120-443-509
土・日・祝日を除く8:00～18:00

ＩＰ電話（Skype™含む）からお
かけになる場合は、ＴＥＬ 06-
4869-7167にお電話をお願いいた
します。

表示価格はすべて税別価格です
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