
● 手のひらにのるコンパクトサイズで、用途に応じて大から小まで15種類の中から選べます。
● 連結活字専用ベースが付いています。
● エアーシリンダーや油圧装置と連動させることにより、ラインに組み込むことが可能です。
● 差し替え式活字のためワンタッチで脱着できます。
● インクパットが本体に内蔵されており、連続捺印に最適です。
● インクパットには、きめ細かな特殊スポンジを採用しているため、捺印文字は非常に鮮明です。
● 不滅・速乾インクが使用できます。
・Palm size stamps ranging from large to small, selectable from among 15 types base on use.
・The base for combination types is provided.
・It can be incorporated into automatic production lines by using air cylinders or hydraulic equipment.
・Type is removal and changed extremely easily.
・Thanks to the built-in ink-pad, continuous stamping is possible.
・Special fine-texture sponge used for the ink pad contributes to clear, sharp stamping quality.
・Indelible and fast-drying inks are available.

ハンドスタンプ
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65 95

MX-900

捺印面積14×17mm
寸法：縦92.0×横26.5×奥行23.5mm

リブロック　SS　ダイレクトマーキング用ゴム印
●上から押し込むだけで簡単にセットができます。
●一部の差し替え、組み合わせができます。
●両面テープが不要のために位置合わせなどの手間が不要です。
●ゴム印の総厚みが最小3.6ミリ以上で自由に設定できます。
●オフセットやダイレクト両方に使用できます。
●マーキングインクの種類によりゴム硬度やゴム材質などが自由に設定できます。
●簡易型ハンドスタンプに装着したリブロックSS活字

リブロックSSゴム印専用の小型ハンドスタンプ

リブロックSS
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ダイレクト簡易型ハンドスタンプ
手軽にお使いいただけるよな手押し式の「オフセット簡易型ハンドスタンプ」

オフセット簡易型ハンドスタンプ価格表

○差し替え式活字のためワンタッチで着脱できます。
○インクパットが本体に内蔵されており、連続捺印に最適です。
○インクパットには、きめこまかい特殊スポンジを採用しているた
め、捺印文字は非常に鮮明です。

○不滅速乾インクが使用できます。
○ゴム印はリブロックSS型を使用しています。
○ゴム活字は全て特注扱いのため書体、文字の大きさ、ピッチな
ど全て自由にすることができます。

S-821 S-822

R-517 R-524

簡易型ハンドスタンプ本体 / 価格
型　式 印面寸法mm 本　体
外形 ： 角形 
S-820 6×12 
S-821 10×26 ￥2,000
S-822 14×38 ￥2,500
S-823 18×47 
S-824 22×58 
S-825 25×70 
S-826 24×41 ￥4,500
S-827 30×50 
S-828 33×56 
S-829 40×64 
S-830 38×75 
S-831 10×70 
S-832 15×75 
S-833 25×82 
詳細につきましてはお問い合わせください。

簡易型ハンドスタンプ本体 / 価格
型　式 印面寸法mm 本　体
外形 ： 角形 
S-510 丸12 ￥2,200
S-520 丸20 ￥2,500
S-530 丸32 
S-542 丸42 
外形 ： 丸形 
R-517 丸18 
R-524 丸24 ￥3,500
詳細につきましてはお問い合わせください



●差替式ゴム活字のため、誰にでも簡単に取替えができます。
●マジックテープ式・マグネット式も承ります。
●前にころがすだけで、鮮明な印字ができます。
●インクを変えることによって、金属やプラスチックに印字ができます。
●インクローラー1回の含浸で、数千回もの印字が可能です。
●インクパッドには、きめ細かな特殊スポンジを採用しているため、
 捺印文字は非常に鮮明です。
●不滅・速乾インクが使用できます。
●特注ゴム印も制作可能です。

・Easy replacement of the printing part is possible due to replaceable rubber printing type
・Magic-tape type and magnet type are also available
・Just rolling forward permits clear printing
・Printing on metal or plastic board is possible when ink is changed
・Several thousand times of printing per one-time soaking of the ink roller in ink is possible
・Employment of smooth special sponge for the ink pad results in extremely clear letters printed
・Indelible and quick drying ink are applicable.
・Order for custom-made special rubber stamp is acceptable 

段ボール・紙袋・ベニヤ・金属・プラスチック等の印字に最適！

 ハンドプリンティングローラー

上記以外の特注機製作も承ります。We accept an order for custom-made items.プリント巾(Y)

プリント長さ(L)

■仕様

Y

L

ピッチ Pitch
3.8m/m

リブベース

－

厚み Thickness
＋0.05m/m

Hand Printing Roller

Suitable for printing on corrugated board, a paper bag, 
a sheet of plywood, metal board, etc.

MODEL
(Type)

Ａ

ＡＣ

Ｂ

ＢＤ

ＣＡ

Ｃ

Ｄ

プリント巾(Y)
Print width (Y) 

40 mm

40 mm

75 mm

75ｍｍ

115 mm

115 mm

150 mm

プリント長さ(L)
Print length (L) 

175 mm

330 mm

175 mm

400 mm

175 mm

330 mm

400 mm

リブベースの本数
Rib base(Pieces )

12本

12本

22本

22本

32本

32本

42本

重量
Weight

470g

650g

600g

1850g

650g

1770g

1500g

2350g

タイプ
Type 

スプリングリターン式
Spring turn

カム式
Cam

スプリングリターン式
Spring turn

カム式
Cam

スプリングリターン式
Spring turn

DＡ 115 mm 240 mm 32本
カム式
Cam

カム式
Cam

カム式
Cam

※リブベースとはゴム印がはめ込まれる部分のことです。
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※手を汚さず印字できるインクパットカバーは別売りです。

有限会社 誠文堂 
http://www.tokyo-seibundo.co.jp/ 
E-mail :  info@tokyo-seibundo.co.jp

〒144-0031 東京都大田区東蒲田二丁目27-9
TEL（代）03-3734-0611 　FAX.03-3735-4526 




