
品番 名称 形状 定価(税込） 変更有 品番 名称 形状 定価(税込） 変更有

N-833-1
オープン実勢
売価￥8,500

2023.3.21 N-833-5S ¥3,168 2023.3.21

N-833-12 刃滑り板400用 ¥242 N-833-5 　上蓋 ¥2,013 2023.3.21

N-833-11 刃受け板400用 ¥1,155 2022.3.21 N-833-15
　 カム振れ止め板大
（上蓋に接着済み）

¥286

N-834-1
オープン実勢
売価￥12,000

2023.3.21 N-833-19 ナイロンナット(M3) ¥39

N-834-12 刃滑り板500用 ¥319 N-833-21 皿小ネジ（M3x16) ¥39

N-834-11 刃受け板500用 ¥1,441 2023.3.21 N-150-8  +ナベ小ネジ(M4x8) ¥39

N-831-14 補強板 ¥264 N-833-7 曲がり歯傘歯車大 ¥1,595 2023.3.21

N-836-41 ¥39 N-833-8 主軸 ¥1,023 2023.3.21

N-833-50 刃組立ネジセット ¥385 N-833-9/17 ¥737 2023.3.21

N-836-52 刃組立ネジ ¥77 N-833-10 下刃用カムホルダー ¥572 2023.3.21

N-836-46 刃組用ワッシャ ¥154 N-833-18 Oリング ¥187

N-836-48 回転リング ¥77 N-833-22 ¥77

N-831-31 ¥39 N-831-15/16 回転カムセット ¥1,309 2023.3.21

N-460-30 ¥39 N-128-40 平ワッシャ(6x13) ¥39

N-833-2S ¥6,919 2023.3.21 N-836-32 六角ナット（M6) ¥39

N-833-2 　本体（グリスニップル付） ¥5,181 2023.3.21 N-836-33 六角ナット（M6)左ネジ ¥39

N-833-14 　カム振れ止め板小 ¥264 N-798-12 緩み止めワッシャ ¥187 2023.4.17

N-833-23 　ベアリング
 （608DD)（本体内）

¥264 N-836-41 刃受け板取付ネジ ¥39

N-836-23 ¥132 N-836-54 固定レバー ¥1,023 2023.3.21

N-833-20 皿小ネジ（M3x12) ¥39 N-836-65 平ワッシャ ¥39

N-833-19 ナイロンナット(M3) ¥39 N-830-45 ¥264

N-833-6S ¥9,790 2023.3.21 N-830-46 ¥264

N-833-3S ¥7,205 2023.3.21 N-830-47 ¥264

N-833-3 　筒側 （グリスニップル付） ¥5,918 2023.3.21 N-833-24 ¥528

N-833-23 ¥264 N-830-60 ソケットA型 ¥528

N-836-23 ¥132 N-830-61 ソケットB型 ¥528

N-833-20 皿小ネジ（M3x12) ¥39 N-830-62 ソケットC型 ¥528

N-830-39 ¥77 N-830-63 ソケットD型 ¥528

N-830-53 ¥77 N-830-64 ソケットE型 ¥528

N-830-54 ¥39 N-830-65 ソケットF型 ¥528

N-833-15S ¥2,596 2023.3.21 N-830-59 ソケットG型 ¥528

N-833-6 　曲がり歯傘歯車小 ¥1,595 2023.3.21 N-833-68 ソケットH型 ¥528

N-833-23 　ベアリング（608DD) ¥264 N-830-66 出力側ソケット ¥264

N-150-28 　軸用C形止め輪(STW-8) ¥28 N-836-70 ５００用刃カバー ¥396

N-833-25 穴用C形止め輪(RTW-22) ¥28 N-843-70 ４００用刃カバー ¥319

N-833-4S ¥2,706 2023.3.21 N-833-26 刈太郎400用　一丁箱 ¥264

N-833-29 　裏蓋カバー（裏蓋取付

ボルト×5本付）
¥781 2023.3.21 N-833-27 刈太郎500用　一丁箱 ¥319

N-833-4 　裏蓋　（裏蓋取付ボルト×5

本付）
¥2,178 2023.3.21 N-833-28 スリーブ ¥264

N-833-13 　刃下受け板
　（裏蓋に接着済み）

¥132

グリスニップル
（Ａ型　Ｍ6）（本体接着済み）

筒側ｹｰｽｾｯﾄ（筒側・皿小ﾈｼﾞ

×2・抜止ﾈｼﾞ×2・取付ﾈｼﾞ・締付ﾅｯﾄ
付）

ポール抜け止めネジ
（M5x13.2)

400用替刃セット
（上下刃・滑り板・ネジセット）

上蓋セット（上蓋・振れ止め板

大・ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ×2・皿小ネジ×2付）

グリスニップル
（Ａ型　Ｍ6）（筒側接着済み）

　ベアリング
（608DD)（筒側内に接着済み）

裏蓋取付ボルト
（M4x12 六角棒ﾚﾝﾁ3㎜対応）

ソケット用ベアリング【6802DD】

パイプスペーサーφ24用

パイプスペーサーφ25用

パイプスペーサーφ25.4用

スティーブルナット(M4)

刈太郎（N-833/N-834） 部品価格表 2023/3/21

接
着
済
み

接
着
済
み

接
着
済
み

筒側ユニット（N-833-15S 傘歯車セット+N-833-

3S筒側ケースセット）

本体ケースセット
（本体・振れ止め板小×2・皿小ネジ×4・M3ナット×4付）

接
着
済
み

500用替刃セット
（上下刃・滑り板・ネジセット）

刃受け板取付ネジ
(皿小ネジM4x15)

刃調整ネジ用
廻り止めワッシャ

ポール取付ネジ
(M5x35)座金付

ポール締め付けナット
（M5x6Hﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ）

傘歯車セット（N-833-23ﾍﾞｱﾘﾝ

ｸ×2・C形止め輪×2種付）

裏蓋セット（裏蓋カバー・裏蓋・

受け板・裏蓋取付ボルト×5本付き）

上刃用カムホルダー
(ｽﾍﾟｰｻｰﾘﾍﾞｯﾄ付）


