
 注意文の警告マークについて 
ご使用上の注意事項を次のように区別しています。 

  警告 …重傷をともなう重大事故の発生を想定してのご注意 

  注意 …傷害や物的損害を想定してのご注意 

なお、 注意 として記載されていても、あるいは特に記述がなくても、状況に

よっては重大な結果をまねくおそれがあります。正しく安全にご使用ください。 

製品情報 

K-83 
シャーシパンチセット 

 仕  様 

１．カッターをカッター受けとして使用するとき、ケガをしないようご注意くださ 
  い。 

２．必ず全円周を切り抜いてください。板の端から５ｍｍ以上離れたところを 
    切り抜いてください。カッターの刃を損傷するおそれがあります。 

３．切りカスは一回ごとに取り除いてください。 

４．貫通したあと、必要以上に締めつけないでください。また、とくに硬い板や 
    能力以上の厚い板を切らないでください。カッターの刃を損傷するおそれ 
    があります。 

注意 

 ご使用上の注意 

穴あけ能力 
（アルミ板） １.８ｍｍ厚以下 

（鉄板） ０.８ｍｍ厚以下 

カッターサイズ １６・１８・２１・２５・３０ ｍｍφ 

付属品 リーマー 

加工には１０ｍｍφ
の下穴が必要で
す。 

このたびはホーザン Ｋ‐８３ シャーシパンチセット をお買い上げいただき、まこと

にありがとうございます。この製品情報をよくお読みになり、正しくお使いくださ

い。また、お読みになったあとも大切に保管してください。 
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 ご使用方法 

１ 穴あけ部分の中心に３ｍｍφ程度のドリルで穴を開け、付属のリーマー
を時計方向に回して１０ｍｍφ以上に広げてください。 

３ センターボルトのネジとカッター受けの内ネジに注油します。 

４ カッター受けとカッターのあいだに材料
をはさみ、センターボルトを通します。 
センターボルトを通す方向は上図の矢
印の通りです。 

５ カッター受けを片手で保持し、センター
ボルトを時計方向にまわして刃先が材
料に接したところで穴あけ位置を確認
し、よければさらにセンターボルトを時計
方向にまわして切り抜きます。 

 お手入れ方法 
使用後はサビ防止のため、油をしみ込ま
せたウエスでふいて保管してください。 

23.02 

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町１－２－１２ 
        TEL(06)6567-3111  FAX(06)6562-0024 

カッターとカッター受けを選んでください。 
１６、１８、２１ｍｍには専用のカッター受けがありません。たとえば、２１ 
ｍｍの刃の反対側が１６ｍｍ用のカッター受けになっています。 
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