
EA580FR-1

EA580FV
円3,700

・能力：0.2 ～ 6.0 ㎟
・全長…165㎜ EA580WE-100A

円11,200

・能力：0.5/0.75/1.5/2.5/4.0/6.0 ㎟、
           φ8～ 13㎜
・全長…150㎜
・カッター能力…φ2.6 ㎜以下

・能力：0.5 ～ 6.0 ㎟  ・全長…160㎜
・カッター能力…6.0 ㎟

・能力：0.5 ～ 6.0 ㎟  ・全長…160㎜
・カッター能力…φ3.0 ㎜（銅・アルミ）
・フェルール端子用簡易圧着付
  （0.5 ～ 2.5 ㎟・4.0 ～ 6.0 ㎟）

EA580WJ-3
円6,890

・能力（光ファイバー 一次コーティング）φ0.2 ～ 0.25㎜
・全長…112㎜  ・皮むきの長さ…5～45㎜
・光ファイバーの一時被覆の除去用

EA580WJ-1
円4,520

・能力：φ0.12～ 0.8 ㎜  ・AWG36-20
・全長…112㎜  ・皮むきの長さ…5～45㎜

EA580WJ-2
円5,310

・能力：φ0.12～ 0.8 ㎜  ・AWG36-20
・全長…112㎜・皮むきの長さ…5～45㎜

・・・・・・替刃 (2枚 )・・・・・・ ・・・・・・替刃 (2枚 )・・・・・・

カッター付 カッター付

・・・・・・替刃 (2枚 )・・・・・・

カッター付

・ケーブルストリッパー2種
　　　⇒φ4～28㎜、φ8～13㎜
・同軸ケーブルストリッパー
 　　  ⇒φ4.8 ～ 7.5 ㎜
・ワイヤーストリッパー 
 　　  ⇒0.2 ～ 6.0 ㎟

・・・・・・替刃 (2枚 )・・・・・・

ESD

カッター付 カッター付

ワイヤーストリッパーワイヤーストリッパー

ワイヤーの線径に合わせた刃先の調整は不要！ワイヤーの線径に合わせた刃先の調整は不要！【ガンタイプ ワイヤーストリッパー】【ガンタイプ ワイヤーストリッパー】

 アタッシュタイプの
    樹脂ケース付

【WEICON(ヴェイコン )】社は1947年ドイツのミュンスターで
創業した産業・工業用品の大手メーカーです。
WEICON TOOLSのストリッパーは、正確かつ安全で、
素早い作業ができるよう開発されました。
プロユースだけで無く、DIYなどでも使われています。ケーブルストリッパーケーブルストリッパー

＆＆

EA580FS
円8,680

・能力：（軟）0.5 ～ 16㎟ 、（硬）0.5 ～ 10㎟
・全長…175㎜   ・カッター能力･･･φ3.0 ㎜
・長い被覆を剥がす際は、ケーブルストリッパー本体に
  ケーブルを通して引っ張ります。

品番
税抜価格

EA580FR
円8,680

・能力：0.75～ 4.0 ㎟
・全長…170㎜  ・カッター能力･･･φ3.0 ㎜
・長い被覆を剥がす際は、ケーブルストリッパー本体に
  ケーブルを通して引っ張ります。

品番
税抜価格

品番
税抜価格

・・・・・・替刃 (2枚 )・・・・・・

EA580F-1 円1,060

円1,060

品番 税抜価格 EA580FS-1品番 円1,840税抜価格 品番 円1,840税抜価格

品番
税抜価格

EA580WG
円3,730

品番
税抜価格

品番
税抜価格

品番
税抜価格

EA580WB
円2,770

品番
税抜価格

EA580WB-1 円880品番 税抜価格

品番
税抜価格

EA580WC
円7,490

品番
税抜価格

カッター付 貫通タイプ

Starter Set Pro

Fiber Optic Stripper Precision Wire Stripper S ESD Precision Wire Stripper

Mini-Duo No. 150 Duo-Crimp No. 300

Wire Stripper No. 7 Magic Wire Stripper No. ７－Ｆ

Wire Stripper No. 6
1000V絶縁

貫通タイプ

・・・・・・4本組セット・・・・・・

Multi-Stripper No. 400

Wire Stripper No. 5

EA580F
円3,460

品番
税抜価格

・能力：0.2 ～ 6.0 ㎟
・全長…175㎜   ・カッター能力･･･φ2.0 ㎜

EA580F-1品番 税抜価格

圧着付



ケーブルストリッパーセット

品番 ケーブルサイズ 税抜価格

EA580WE
∅4～16㎜ 
∅8～28㎜ 

（0.5・0.75・1.5・2.5・4.0・6.0㎟） 
（3個組）

6,800円

●工具袋は予告なく色や材質を
変更する事がございます。

ケーブルストリッパー

品番 ケーブルサイズ 税抜価格
EA580WE-16 ∅4～16㎜ 1,510円
EA580WE-28 ∅8～28㎜ 1,510円
EA580WE-16A 替刃 400円
●軽く扱いやすく、切れ味バツグン
●全長…140㎜　●本体刃1枚付属

ケーブルストリッパー

品番 ケーブルサイズ 税抜価格
EA580WL ∅25㎜以上 29,800円
EA580WL-1 替刃 9,920円
●縦割、横割が送り機構により楽に行えます
●全長…210㎜ ●切り込み深さ…0～5㎜（調整可）
●端だけでなく、中間部分の被覆も外すことが
できます。

●低温（－10℃）でも作業が簡単 ●樹脂ケース付

絶縁電工ナイフ（ケーブル用）

品番 全長 
（㎜）

刃長 
（㎜） 税抜価格

EA640G-2 195 30 7,590円
●特殊な靴べら型のブレードチップは多層の 
ケーブルをはがす時に芯を傷つけません

● 1000V絶縁　●キャップ付

ケーブルストリッパー

品番 ケーブルサイズ 税抜価格
EA580W ∅4～13㎜ 2,590円

●縦割りができます。
●全長…138㎜

ケーブルストリッパー

品番 ケーブルサイズ 税抜価格
EA580WA ∅4～28㎜ 5,960円
EA580WA-1 替刃 940円
●軽く扱いやすく、切れ味バツグン
●全長…160㎜

［ステンレス製］電工はさみ

品番 全長 
（㎜）

刃長 
（㎜） 税抜価格

EA540E-31 150 40 4,550円
●根本にはロープやコード類の切断がしやすい 
窪み刃付

●刃材質…特殊ステンレス鋼
●フェルール端子用簡易圧着付（0.5～4.0㎟）
●滑り止め加工により正確にカットができます。
●プラスチックケース付

ケーブルストリッパー

品番 ケーブルサイズ 税抜価格
EA580WE-3 ∅4～28㎜ 1,960円
EA580WE-4B 替刃 400円
●フックブレード付
●全長…140㎜

ケーブルストリッパー

品番 ケーブルサイズ 税抜価格
EA580WE-1 ∅4～28㎜ 1,780円
EA580WE-16A 替刃 400円
●フックナイフ付
●全長…185㎜

ケーブルストリッパー（フックナイフ付）

品番 ケーブルサイズ 税抜価格
EA580WF ∅8～13㎜ 3,330円
EA580WF-1 替刃 1,280円
●全長…125㎜
●ワイヤーストリッパー付
（0.5・0.8・1.5・2.5・4.0・6.0㎟）
●フックナイフ付

●ケーブルの縦割・横割と
ワイヤーの単線剥きに
対応したマルチタイプ

ケーブルストリッパー

品番 能力 税抜価格
EA580WR ∅4.5～29㎜ 14,800円

●ラウンド、スパイラル、
縦方向の切断が可能

●全長…140㎜
●切り込み深さ…0～3㎜（調整可）

同軸ケーブルストリッパー

EA580WM-1 替刃 1,780円

品番 能力（同軸） 税抜価格

EA580WM RG58 / 3D-2V 
RG59 / 3C-2V 3,440円

●同軸ケーブルの被覆剥き、コネク
ター差し込み、取付け・取外しなど
の同軸ケーブルの作業をこの製品
一つで行えます

●全長…125㎜
●ケーブルサイズ…∅6.0～8.0㎜

ケーブルストリッパー

EA580WE-16A 替刃 400円

品番 ケーブルサイズ 税抜価格
EA580WE-35 ∅28～35㎜ 2,470円
EA580WE-50 ∅35～50㎜ 2,590円

●一般的な全ての丸型ケーブルに
対して縦割・横割が行えます

●全長… -35：160㎜ 
-50：180㎜

●切り込み深さ調整ねじ付

ケーブルストリッパー

品番 能力 税抜価格
EA580WH ∅6～13㎜ 2,290円

●丸みを帯びたヘッド
は、手の届きにくい
スペースでの作業に
最適です

●全長…140㎜

ケーブルストリッパー

品番 ケーブルサイズ 税抜価格
EA580WE-4 ∅4～28㎜ 2,470円
EA580WE-4B 替刃 400円
●軽く扱いやすく、切れ味バツグン
●全長…140㎜
●ワイヤーストリッパー付（0.5・0.75・1.5・2.5・4.0・6.0㎟）

【ケーブルストリッパー】

はさみ・ナイフ

異なる線径のケーブルでも、安全に手際よく作業できます！

●

●

●

●

●

●

品番 EA580WP 税抜価格 5,680円
端子盤面に押し込むだけ
の1アクションでケーブル
を圧着し切断できます
全長…185㎜
対応端子…LSA端子
切断能力…∅0.35～0.9㎜
電線の接続・切断・ 
取り外し・整線・モジュールの 
フレームからの取り外しなどに
引っ張りフック、ブレード付

パンチダウンツール（LSA端子用）

工具袋付

※表示価格の有効期限は２０23年12月末日（予定）となります。
※生産中止やモデルチェンジ等の諸事情により、廃番とさせていただく商品もございます。

Twitter/YouTube
フォロー・チャンネル登録はコチラ！

株式会社エスコ公式

〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号
TEL：06-6532-6226  FAX：06-6541-0929
https://www.esco-net.com/　MAIL：esco-sp@esco-net.com

#ＳＰ23-305


