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「'21-'22 年度版 イゲタロイ切削工具総合カタログ」正誤表
2021年12月

住友電気工業株式会社「イゲタロイ切削工具総合カタログ」をご利用いただき誠にありがとうございます。本カタログには下表の誤りがございました。訂正してお詫び申し上げます。
なお、本正誤表は仕様・寸法・在庫情報の誤りや訂正など、重要事項のみの掲載となっております。あしからずご了承ください。
（受注生産予定品・廃止予定品［F］から受注生産品［　］への移行につきましては個別に掲載しておりません）
章 ページ 項目 誤 正

A

A2中
インサート材種　ターニング用材種
ノンコートCBN/コーテッドCBN　鋳鉄　アイコン

 BNC8115
BNC8125

0

（無印）
BNS8125
 BNC8115

0
P （アイコン P ）

A2中
インサート材種　ターニング材種用
ノンコートCBN/コーテッドCBN　鋳鉄　材種名

 BNC8115
BNC8125

0

BNC8125
BNS8125
 BNC8115

0
P BNS8125

A3中
インサート材種　ミリング材種用
左端列　項目

ノンコートCBN

A32

ノンコートCBN
コーテッドCBN

A32

A3中
インサート材種　ミリング材種用
ノンコートCBN　鋳鉄　アイコン BNC8115 （無印） BNC8115

P
（アイコン P ）

A14下
ターニング用チップブレーカ・材種選択ガイド
ステンレス鋼　推奨切削条件　被削材 Cr/Ni

系

オーステナイト
系

SSU304, SUS304L,
SUS316, SUS316L,
SUS303, SUS321

二相系
（オーステナイト・
フェライト系）

SUS329J1,
SUS329J3L,
SSU329J4L

Cr/Ni
系

オーステナイト
系

SUS304, SUS304L,
SUS316, SUS316L,
SUS303, SUS321

二相系
（オーステナイト・
フェライト系）

SUS329J1,
SUS329J3L,
SUS329J4L

B

B11中
ブレーカ選択ガイド　中～粗切削用
GZ型ブレーカ　製品写真

B41中
正方形ネガティブインサート
仕上切削　LU型ブレーカ　製品写真

LU

10°

LU

10°

B41中
正方形ネガティブインサート
仕上切削　SU型ブレーカ　製品写真

SU

13°

SU

13°

E

E11中
内径旋削用スマートダンパー
部品（コネクタ）型番表　寸法

型番：J-G1/8-R1/4-00   H1：19
型番：J-G1/8-R1/4-90    L1：25.5    L2：22    H2：16.6
型番：J-G1/8-R3/8-90    L1：30.0    L2：20    H2：18.5

型番：J-G1/8-R1/4-00   H1：14
型番：J-G1/8-R1/4-90    L1：22.0    L2：25    H2：17.0
型番：J-G1/8-R3/8-90    L1：23.0    L2：30    H2：19.0

E54上中

SEC-ボーリングバイト　S-SWUB型
SEC-ボーリングバイト　C-SWUB型
ホルダ寸法図
Fig1　記号　WFの範囲

Fig 1 
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F

F25中
F29中
F31中
F33中
F35中
F37中
F49中

SEC-溝入れバイト GND型
溝入れ・突切り　インサート型番表　全長L

［溝入れ・突切り］
型番：GCM N150005-GF    全長L：17.4

［溝入れ・突切り］
型番：GCM N150005-GF    全長L：17.8

F25中
F27中
F29中
F31中
F33中
F35中
F37中
F39中
F41中
F43中
F47中
F49中

SEC-溝入れバイト GND型
倣い・R溝・ぬすみ　インサート型番表　
全長L

［倣い・R溝・ぬすみ］
型番：GCM N2010-RN    全長L：21.7
型番：GCM N3015-RN    全長L：22.4
型番：GCM N4020-RN    全長L：28.0
型番：GCM N5025-RN    全長L：28.1
型番：GCM N6030-RN    全長L：28.1

［倣い・R溝・ぬすみ］
型番：GCM N2010-RN    全長L：21.7（変更なし）
型番：GCM N3015-RN    全長L：22.6
型番：GCM N4020-RN    全長L：28.2
型番：GCM N5025-RN    全長L：28.3
型番：GCM N6030-RN    全長L：28.3

F75中
F81中
F85中

SEC-突切りバイト GND型
溝入れ・突切り　インサート型番表　
全長L

［溝入れ・突切り］
型番：GCM N150005-GF　全長L：17.4

［溝入れ・突切り］
型番：GCM N150005-GF　全長L：17.8

F99下
SEC-ねじ切りバイト　SSTE型/SSTI型
●切込み方法の切りくず形状への影響　
切削条件

被削材：SUS316　M30×1.5　切削条件：vc=60mm/min Wet, 8パス加工 被削材：SUS316　M30×1.5　切削条件：vc=60m/min Wet, 8パス加工

H

H12中
被削材別/切削状態別の選択ガイド　ミリング用材種
ノンコートCBN/コーテッドCBN　鋳鉄　アイコン BNC8115 （無印） BNC8115

P
（アイコン P ）

H59上
H63上
H65上
H67上
H215上

SEC-ウェーブミル　WEZ（11型）
インサート在庫表　
XCU2500/XCK2000　在庫

型番：AOMT11T302PEER-G  材種：XCU2500/XCK2000
在庫：[ ● ] 標準在庫品（新製品・拡充品）
型番：AOMT11T312PEER-G  材種：XCU2500/XCK2000
在庫：[ ● ] 標準在庫品（新製品・拡充品）
型番：AOMT11T316PEER-G  材種：XCU2500/XCK2000
在庫：[ ● ] 標準在庫品（新製品・拡充品）
型番：AOMT11T320PEER-G  材種：XCU2500/XCK2000
在庫：[ ● ] 標準在庫品（新製品・拡充品）
型番：AOMT11T330PEER-G  材種：XCU2500/XCK2000
在庫：[ ● ] 標準在庫品（新製品・拡充品）

型番：AOMT11T302PEER-G  材種：XCU2500/XCK2000
在庫：[  ] 無印（受注生産品）
型番：AOMT11T312PEER-G  材種：XCU2500/XCK2000
在庫：[  ] 無印（受注生産品）
型番：AOMT11T316PEER-G  材種：XCU2500/XCK2000
在庫：[  ] 無印（受注生産品）
型番：AOMT11T320PEER-G  材種：XCU2500/XCK2000
在庫：[  ] 無印（受注生産品）
型番：AOMT11T330PEER-G  材種：XCU2500/XCK2000
在庫：[  ] 無印（受注生産品）

H61上
H69上
H71上
H73上
H217上

SEC-ウェーブミル WEZ（17型）
インサート在庫表　
XCU2500/XCK2000　在庫

型番：AOMT170502PEER-G  材種：XCU2500/XCK2000
在庫：[ ● ] 標準在庫品（新製品・拡充品）
型番：AOMT170512PEER-G  材種：XCU2500/XCK2000
在庫：[ ● ] 標準在庫品（新製品・拡充品）
型番：AOMT170516PEER-G  材種：XCU2500/XCK2000
在庫：[ ● ] 標準在庫品（新製品・拡充品）
型番：AOMT170520PEER-G  材種：XCU2500/XCK2000
在庫：[ ● ] 標準在庫品（新製品・拡充品）
型番：AOMT170530PEER-G  材種：XCU2500/XCK2000
在庫：[ ● ] 標準在庫品（新製品・拡充品）
型番：AOMT170532PEER-G  材種：XCU2500/XCK2000
在庫：[ ● ] 標準在庫品（新製品・拡充品）
型番：AOMT170540PEER-G  材種：XCU2500/XCK2000
在庫：[ ● ] 標準在庫品（新製品・拡充品）
型番：AOMT170550PEER-G  材種：XCU2500/XCK2000
在庫：[ ● ] 標準在庫品（新製品・拡充品）

型番：AOMT170502PEER-G  材種：XCU2500/XCK2000
在庫：[  ] 無印（受注生産品）
型番：AOMT170512PEER-G  材種：XCU2500/XCK2000
在庫：[  ] 無印（受注生産品）
型番：AOMT170516PEER-G  材種：XCU2500/XCK2000
在庫：[  ] 無印（受注生産品）
型番：AOMT170520PEER-G  材種：XCU2500/XCK2000
在庫：[  ] 無印（受注生産品）
型番：AOMT170530PEER-G  材種：XCU2500/XCK2000
在庫：[  ] 無印（受注生産品）
型番：AOMT170532PEER-G  材種：XCU2500/XCK2000
在庫：[  ] 無印（受注生産品）
型番：AOMT170540PEER-G  材種：XCU2500/XCK2000
在庫：[  ] 無印（受注生産品）
型番：AOMT170550PEER-G  材種：XCU2500/XCK2000
在庫：[  ] 無印（受注生産品）

H87上
SEC-ウェーブリピータ　WRX3000R（S）型
本体型番表　刃径DC 型番：WRX3080RS5332 刃径DC： 80 型番：WRX3080RS5332 刃径DC：80

H136中
SEC-スミパワーミル　PWS（F）4000型
本体型番表　取付深さCBDP

型番：PWS4160R 取付深さCBDP：38
型番：PWSF4160R 取付深さCBDP：38

型番：PWS4160R 取付深さCBDP：41.5
型番：PWSF4160R 取付深さCBDP：41.5

H144中
SEC-スミデュアルミル　DMSW型　
■特長 ● 複合円弧形状の切れ刃により小さい切り込みと ● 複合円弧形状の切れ刃により小さい切込み角と

＊
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章 ページ 項目 誤 正

H

H146上
SEC-スミデュアルミル　DMSW08000R（S）型
本体型番表　重量

型番：DMSW08050RS04 重量：0.24
型番：DMSW08050RS05 重量：0.23
型番：DMSW08052RS04 重量：0.25
型番：DMSW08052RS05 重量：0.25
型番：DMSW08063RS04 重量：0.43
型番：DMSW08063RS05 重量：0.43
型番：DMSW08063RS06 重量：0.42
型番：DMSW08063RS05-27 重量：0.53
型番：DMSW08063RS06-27 重量：0.52
型番：DMSW08066RS05-27 重量：0.58
型番：DMSW08066RS06-27 重量：0.57
型番：DMSW08080RS06 重量：0.86
型番：DMSW08080RS08 重量：0.83
型番：DMSW08085RS06 重量：0.94

型番：DMSW08085RS08 重量：0.90
型番：DMSW08100RS06 重量：1.25
型番：DMSW08125RS08 重量：2.37
型番：DMSW08160RS10 重量：4.69
型番：DMSW08050R04 重量：0.24
型番：DMSW08050R05 重量：0.23
型番：DMSW08063R04 重量：0.44
型番：DMSW08063R05 重量：0.44
型番：DMSW08063R06 重量：0.42
型番：DMSW08080R06 重量：1.32
型番：DMSW08080R08 重量：1.29
型番：DMSW08100R06 重量：1.77
型番：DMSW08125R08 重量：2.48
型番：DMSW08160R10 重量：4.19

型番：DMSW08050RS04 重量：0.25
型番：DMSW08050RS05 重量：0.24
型番：DMSW08052RS04 重量：0.27
型番：DMSW08052RS05 重量：0.25＊
型番：DMSW08063RS04 重量：0.46
型番：DMSW08063RS05 重量：0.46
型番：DMSW08063RS06 重量：0.44
型番：DMSW08063RS05-27 重量：0.55
型番：DMSW08063RS06-27 重量：0.53
型番：DMSW08066RS05-27 重量：0.60
型番：DMSW08066RS06-27 重量：0.58
型番：DMSW08080RS06 重量：0.88
型番：DMSW08080RS08 重量：0.84
型番：DMSW08085RS06 重量：1.01

（＊印：変更なし）

型番：DMSW08085RS08 重量：0.99
型番：DMSW08100RS06 重量：1.29
型番：DMSW08125RS08 重量：2.41
型番：DMSW08160RS10 重量：4.73
型番：DMSW08050R04 重量：0.25
型番：DMSW08050R05 重量：0.24
型番：DMSW08063R04 重量：0.46
型番：DMSW08063R05 重量：0.46
型番：DMSW08063R06 重量：0.44
型番：DMSW08080R06 重量：1.32＊
型番：DMSW08080R08 重量：1.28
型番：DMSW08100R06 重量：1.75
型番：DMSW08125R08 重量：2.55
型番：DMSW08160R10 重量：4.18

（＊印：変更なし）

H147上
SEC-スミデュアルミル　DMSW08000E（L）型
本体型番表　重量

型番：DMSW08035E02 重量：0.83
型番：DMSW08040E03 重量：0.85
型番：DMSW08050E03-42 重量：1.50
型番：DMSW08063E04-42 重量：1.63

型番：DMSW08035EL02 重量：1.19
型番：DMSW08040EL03 重量：1.21
型番：DMSW08050EL03-42 重量：2.52
型番：DMSW08063EL04-42 重量：2.66

型番：DMSW08035E02 重量：0.85
型番：DMSW08040E03 重量：0.86
型番：DMSW08050E03-42 重量：1.51
型番：DMSW08063E04-42 重量：1.66

型番：DMSW08035EL02 重量：1.21
型番：DMSW08040EL03 重量：1.22
型番：DMSW08050EL03-42 重量：2.54
型番：DMSW08063EL04-42 重量：2.68

H159上
SEC-ウェーブ多機能　WMM2000E/EL/ELH/EXLH型
本体寸法図 Fig 2（掲載なし）

APMX

LH
LF

DM
M

 h
7

D
C

Fig 2

H159上
SEC-ウェーブ多機能　WMM2000E/EL/ELH/EXLH型
本体型番表　Fig

型番：WMM2020E Fig：1
型番：WMM2025E Fig：1
型番：WMM2020EL Fig：1

型番：WMM2025EL Fig：1
型番：WMM2020ELH Fig：1
型番：WMM2025ELH Fig：1

型番：WMM2020E Fig：2
型番：WMM2025E Fig：2
型番：WMM2020EL Fig：2

型番：WMM2025EL Fig：2
型番：WMM2020ELH Fig：2
型番：WMM2025ELH Fig：2

H160上
SEC-ウェーブ多機能　WMM3000E/EL/ELH/EXLH型
本体寸法図 Fig 2（掲載なし）
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H160上
SEC-ウェーブ多機能　WMM3000E/EL/ELH/EXLH型
本体型番表　Fig

型番：WMM3032E Fig：1
型番：WMM3032EL Fig：1
型番：WMM3032ELH Fig：1

型番：WMM3032E Fig：2
型番：WMM3032EL Fig：2
型番：WMM3032ELH Fig：2

H159中
H160中

SEC-ウェーブ多機能　WMM2000E/EL/ELH/EXLH型
SEC-ウェーブ多機能　WMM3000E/EL/ELH/EXLH型
インサート型番表　材種分類

インサート 
材種分類 コーティング

適用
加工

高速・軽切削 N
汎用切削 M P K N
粗切削

型　番

A
C

Z
35

0

A
C

Z
33

0

A
C

Z
31

0

H
1

D
L1

00
0

APMT 103504PDER ● ● ● Q Q
APMT 103508PDER ● ● ● Q Q
APMT 103512PDER ● ● ●

インサート 
材種分類 コーティング 超硬合金 DLC

適用
加工

高速・軽切削 N
汎用切削 M P K N
粗切削

型　番

A
C

Z
35

0

A
C

Z
33

0

A
C

Z
31

0

H
1

D
L1

00
0

APMT 103504PDER ● ● ● Q Q
APMT 103508PDER ● ● ● Q Q
APMT 103512PDER ● ● ●

 H1：超硬合金
 DL1000：DLC

H170上
SEC-ウェーブラジアスミル　WRCX型
■シリーズ構成　項目

外径
（mm）

最大刃径
  （mm）

H200中
アルミニウム合金用高速カッタ　RF型
■推奨切削条件　Si含有12％以下　
切削速度

2,000-3,500-5,000（DA1000/DA2200）
1,000-1,750-2,500（H1）

2,000-2,500-3,000（DA1000/DA2200）
300- 650-1,000（H1）

H221上
SEC-スミデュアルミル　DMSW08000M型
ヘッド型番表　重量

型番：DMSW08035M16Z2　重量：0.18
型番：DMSW08040M16Z3　重量：0.20
型番：DMSW08042M16Z3　重量：0.22

型番：DMSW08035M16Z2　重量：0.19
型番：DMSW08040M16Z3　重量：0.21
型番：DMSW08042M16Z3　重量：0.23

J

J3-29 刃径別有効長一覧 刃径 31.5, 32.5, 33.5, 34.5, 35.5, 36.5, 38.5, 39.5, 41.5, 42.5 欄 削除（受注生産品の為）

J38下
フラットマルチドリル　MDF-S型（外部給油式）
本体型番表　シャンク径DCON

刃径DC：3.66 型番：MDF0366S2D　シャンク径DCON：4.0
刃径DC：3.68 型番：MDF0368S2D　シャンク径DCON：4.0

刃径DC：3.66 型番：MDF0366S2D　シャンク径DCON：6.0
刃径DC：3.68 型番：MDF0368S2D　シャンク径DCON：6.0

J38上
フラットマルチドリル　MDF-S型（外部給油式）
本体型番表　シャンク径DCON 刃径DC：6.0 型番：MDF0600S2D　シャンク径DCON：8.0 刃径DC：6.0 型番：MDF0600S2D　シャンク径DCON：6.0

J99上
SEC-マルチドリル　SMD型（内部給油式）
刃先交換ヘッド　型番表　適用ホルダ 刃径DC：22.8 型番：SMDT2280MTL　適用ホルダ：SMDH200□ 刃径DC：22.8 型番：SMDT2280MTL　適用ホルダ：SMDH220□

J99下
SEC-マルチドリル　SMD型（内部給油式）
刃先交換ヘッドMTL型　型番表　在庫

刃径DC：31.5 型番：SMDT3150MTL　在庫：[ ● ] 標準在庫品
刃径DC：32.5 型番：SMDT3250MTL　在庫：[ ● ] 標準在庫品
刃径DC：33.5 型番：SMDT3350MTL　在庫：[ ● ] 標準在庫品
刃径DC：34.5 型番：SMDT3450MTL　在庫：[ ● ] 標準在庫品
刃径DC：35.5 型番：SMDT3550MTL　在庫：[ ● ] 標準在庫品
刃径DC：36.5 型番：SMDT3650MTL　在庫：[ ● ] 標準在庫品
刃径DC：38.5 型番：SMDT3850MTL　在庫：[ ● ] 標準在庫品
刃径DC：39.5 型番：SMDT3950MTL　在庫：[ ● ] 標準在庫品
刃径DC：41.5 型番：SMDT4150MTL　在庫：[ ● ] 標準在庫品
刃径DC：42.5 型番：SMDT4250MTL　在庫：[ ● ] 標準在庫品

刃径DC：31.5 型番：SMDT3150MTL　在庫：[ ] 受注生産品
刃径DC：32.5 型番：SMDT3250MTL　在庫：[ ] 受注生産品
刃径DC：33.5 型番：SMDT3350MTL　在庫：[ ] 受注生産品
刃径DC：34.5 型番：SMDT3450MTL　在庫：[ ] 受注生産品
刃径DC：35.5 型番：SMDT3550MTL　在庫：[ ] 受注生産品
刃径DC：36.5 型番：SMDT3650MTL　在庫：[ ] 受注生産品
刃径DC：38.5 型番：SMDT3850MTL　在庫：[ ] 受注生産品
刃径DC：39.5 型番：SMDT3950MTL　在庫：[ ] 受注生産品
刃径DC：41.5 型番：SMDT4150MTL　在庫：[ ] 受注生産品
刃径DC：42.5 型番：SMDT4250MTL　在庫：[ ] 受注生産品

J104中
SEC-マルチドリル　SMD型
ホルダ型番表　シャンク径DCON

刃径DC：14.5をこえ～18.5以下　シャンク径DCON：25 4ヶ所
刃径DC：18.5をこえ～23.8以下　シャンク径DCON：30 5ヶ所

刃径DC：14.5をこえ～18.5以下　シャンク径DCON：20
刃径DC：18.5をこえ～23.8以下　シャンク径DCON：25

J105下
SEC-マルチドリル　SMD型（内部給油）平取りあり/フランジなし
ホルダ型番表　全長OAL 型番：SMDH425D　全長OAL：457 型番：SMDH425D　全長OAL：468

J110中
SEC-マルチドリル　SMD型
■性能　切削条件 工具：SMDH 140S + SMDT 1400MFS 工具：SMDH 140-1.5D + SMDT 1400MFS

J137中
SEC-プランジドリル　PDL型 2D/3D用（内部給油式）
推奨切削条件　推奨インサート材種 推奨ブレーカ：M　推奨インサート材種：ACP300（2D/3D共に）計6ヶ所 推奨ブレーカ：M　推奨インサート材種：ACM300

J139中
SEC-プランジミル　PCT型 3D/5D用（内部給油式）
推奨切削条件　推奨インサート材種 推奨ブレーカ：M　推奨インサート材種：ACP300（3D/5D共に）計6ヶ所 推奨ブレーカ：M　推奨インサート材種：ACM300

L L80上
スミボロンインサート
インサート型番表　在庫 型番：NU-TPGW080204　材種：NCB100　在庫：[ ● ] 標準在庫品 型番：NU-TPGW080204　材種：NCB100　在庫：[ ] 受注生産品

M

M10上
スミダイヤインサート
インサート型番表　切刃長LE

型番：NF-CNMX120402　切刃長LE：5.7
型番：NF-CNMX120404　切刃長LE：5.7
型番：NF-CNMX120408　切刃長LE：5.6
型番：NF-CNMX120412　切刃長LE：5.4

型番：NF-CNMX120402　切刃長LE：5.5
型番：NF-CNMX120404　切刃長LE：5.4
型番：NF-CNMX120408　切刃長LE：5.4
型番：NF-CNMX120412　切刃長LE：5.3

M10上
スミダイヤインサート
インサート型番表　切刃長LE

型番：CNMX120402　切刃長LE：5.7
型番：CNMX120404　切刃長LE：5.7
型番：CNMX120408　切刃長LE：5.6
型番：CNMX120412　切刃長LE：5.6

型番：CNMX120402　切刃長LE：5.5
型番：CNMX120404　切刃長LE：5.4
型番：CNMX120408　切刃長LE：5.4
型番：CNMX120412　切刃長LE：5.3

M12下
スミダイヤインサート
インサート型番表　形状　寸法図

型番：DCMT070201　寸法図：
型番：DCMT070202　寸法図：
型番：DCMT070204　寸法図：

型番：DCMT070201　寸法図：
型番：DCMT070202　寸法図：
型番：DCMT070204　寸法図：

M18下
スミダイヤインサート
インサート型番表　形状　製品写真

型番：NU-TPMT110302R-DM
型番：NU-TPMT110302L -DM 製品写真：型番：NU-TPMT110304R-DM
型番：NU-TPMT110304L-DM

型番：NU-TPMT110302R-DM
型番：NU-TPMT110302L -DM 製品写真：型番：NU-TPMT110304R-DM
型番：NU-TPMT110304L-DM

M46中
アルミニウム合金用高速カッタ　RF型
■推奨切削条件　Si含有12％以下　
切削速度

2,000-3,500-5,000（DA1000/DA2200）
1,000-1,750-2,500（H1）

2,000-2,500-3,000（DA1000/DA2200）
300- 650-1,000（H1）

N N4中
ねじ/偏芯軸
■ねじ　皿ねじ（トルクス穴つき）　寸法図

øD ød

LB

E

注記：掲載なし

（下側寸法図）

øD ød

LB

※BFTX02508NVのみ

E

（下側寸法図）
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