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スポット溶接機関係商品価格表 

平成 23年 2月 23日 現在 

【HSW-01A溶接機・セット品】 

商品名（型番） 外 観 説 明 標準価格 

スポット溶接機 

HSW-01A 

(HSW-01A)  

標準付属品（溶接ペン・AC 電源アダプタ・

電極クリーナ・取扱説明書） 

53,000円 

標準 HSW-01A 

スポット溶接機セット 

(01ASEB1) 

 

【構成】溶接機本体（HSW-01A),フットス

イッチ（HSW-F1N),保護眼鏡(HSW-G1),

棒状電極(HSW-EB1) 

【主な用途】ステンレス線・板を溶接する

ための実用的な低価格構成例です。 66,000円 

細線材薄板用 

HSW-01A 

スポット溶接機セット 

(01AEB1) 

 

 

【構成】溶接機本体（HSW-01A), 

フットスイッチ（HSW-F1N),保護眼鏡

(HSW-G1),棒状電極(HSW-EB1) パワーコ

ントローラ（HSW-PC1） 

【主な用途】0.3mm以下の細線材や熱電対,

細く薄い素材に対応できます。 

81,000円 

小電流電池タブ付用 

HSW-01A 

スポット溶接機セット 

（01AN12F1） 

 

【構成】溶接機本体（HSW-01A), 

保 護 眼 鏡 （ HSW-G1), ニ ッ ケ ル 薄 板

（HSW-1225F 0.08mm 厚 7.6m),フット

スイッチ(HSW-F1N) 

【主な用途】低電流で動作する機器用の電

池にニッケルタブを溶接できます。 68,000円 

ピンセット電極付 

HSW-01A 

スポット溶接機セット 

（01APC1W2） 

 

【構成】溶接機本体（HSW-01A）, 

パワーコントローラ（HSW-PC1）,溶接ピ

ンセット (HSW-W2),フットスイッチ

(HSW-F1N),保護眼鏡(HSW-G1) 

【主な用途】円筒をつくるなど,上下から電

極を当て溶接できる構成です。 96,000円 

熱電対用 

HSW-01A 

スポット溶接機セット 

(01ATC1) 

 

【構成】溶接機本体（HSW-01A）, 

パワーコントローラ（HSW-PC1）,熱電対

ピンセット電極(HSW-TC1),フットスイッ

チ(HSW-F1N),保護眼鏡(HSW-G1) 

【主な用途】0.1mm付近の熱電対でも目視

で溶接可能な熱電対用セットです。 124,000円 

※商品の仕様及び価格は,予告なく変更することがございます。最新の情報は弊社Webページの「価

格・注文」よりご確認ください。 http://www.yokodai.jp  ※価格は税込価格です。

http://www.yokodai.jp/shop/item.cgi?item_id=01ATC1&ctg_id=G&page=1
http://www.yokodai.jp/
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【HSW-0２A溶接機・セット品】 

商品名（型番） 外 観 説 明 標準価格 

スポット溶接機 

HSW-02A 

 ( HSW-02A ) 

 

標準付属品（溶接ペン・AC電源アダ

プタ・評価用ニッケル板・ステンレ

ス線・電極クリーナ・取扱説明書） 

186,000円 

標準 HSW-02A 

スポット溶接機セット 

( 02AEBF1 ) 

 

【構成】溶接機本体(HSW-02A), 

棒状電極(HSW-EB1),フットスイッ

チ(HSW-F1N),保護眼鏡(HSW-G1) 

【主な用途】ステンレス線・板の溶

接をはじめ,強度を必要とする溶接か

ら熱電対の溶接まで,幅広く対応でき

る標準セットです。 199,000円 

大電流電池タブ付 

HSW-02A 

スポット溶接機セット 

( 02AN64 ) 

 

【構成】溶接機本体(HSW-02A),フッ

トスイッチ(HSW-F1N),ニッケル薄

板 (HSW-N6425F), 保 護 眼 鏡

(HSW-G1)【主な用途】大電流で動作

する機器の組電池を製作用のニッケ

ルタブ材を含む推奨構成です。 205,000円 

ピンセット電極 

HSW-02A 

スポット溶接機セット 

(02AW2) 

 

【構成】溶接機本体(HSW-02A),溶接

ピンセット(HSW-W2),フットスイッ

チ (HSW-F1N),保護眼鏡 (HSW-G1),

【主な用途】上下から電極を当てて

溶接する作業に適したセットです。 213,000円 

熱電対・タブ用 

HSW-02A 

スポット溶接機セット 

( 02ATCPC1 ) 

 

【構成】溶接機本体(HSW-02A),熱電

対用ピンセット(HSW-TC1),パワー

コントローラ(HSW-PC1),フットス

イ ッ チ (HSW-F1N), 保 護 眼 鏡

(HSW-G1)【主な用途】0.3mm 以下

の細い熱電対も目視溶接できます。  257,000円 

熱電対・汎用 

HSW-02A 

スポット溶接機フルセット 

( 02ATPE ) 

 

 

【構成】溶接機本体(HSW-02A),熱電

対用ピンセット(HSW-TC1),パワー

コントローラ(HSW-PC1),棒状電極

(HSW-EB1),フットスイッチ

(HSW-F1N),保護眼鏡(HSW-G1) 

【主な用途】先端部の溶接に加え熱

電対を測定対象に溶接するなど幅広

く利用できるセットです。 262,000円 

※商品の仕様及び価格は,予告なく変更することがございます。最新の情報は弊社Webページの「価

格・注文」よりご確認ください。 http://www.yokodai.jp    ※価格は税込価格です。

http://www.yokodai.jp/
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【HSW-03溶接機】 

商品名（型番） 外 観 説 明 標準価格 

スポット溶接機 

HSW-03 

 ( HSW-03 ) 

 

HSW-02Aの 2倍の容量をもち、電

圧・パルス幅可変で LCD表示器装備

しています。標準付属品（溶接ペン・

AC電源アダプタ(2)・フットスイッ

チ・電極クリーナ・取扱説明書） 318,000円 

※商品の仕様及び価格は,予告なく変更することがございます。最新の情報は弊社Webページの「価

格・注文」よりご確認ください。 http://www.yokodai.jp    ※価格は税込価格です。

http://www.yokodai.jp/
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【周辺機器】 

商品名（型番） 外 観 説 明 標準価格 

保護眼鏡  

（HSW-G1） 

 

 

正常に溶接が行われている場合,火花

が飛び散るようなことはほとんどあ

りませんが,溶接ペン圧力が不足して

いた場合や,タブや電池への接触が不

完全な場合に,火花となってニッケル

小片が飛び散ることがあります。この

ような状態から目を保護するために

保護眼鏡を使用してください。 1,300円 

パワーコントローラ 

（HSW-PC1） 

 

HSW-01A,02A に供給する電圧を調整

します。パワーを絞り込む必要がある

場合に用います。出力電圧を低下させ

た場合も、溶接機本体内の電圧を速や

かに低下させることができます。 16,900円 

フットスイッチ 

（HSW-F1N） 

 

HSW-01A/02A 用のフットスイッチで

す。フットスイッチを本体リアパネル

のコネクタに接続することにより,足

でスポット溶接機をトリガーするこ

とが可能になります。 6,300円 

フットスイッチ延長ケーブル 

（HSW-ECF） 

 

HSW-F1N用延長ケーブルです。ケー

ブル長は、約１メートルです。 

4,400円 

フットスイッチ延長ケーブル 

（HSW-ECF3） 

 

HSW-03 スポット溶接機標準装備の

フットスイッチ用 ケーブル長は約

１.５メートルです。 4,400円 

ポータブル電源 

（HSW-BPS） 

 

 

本製品は充電式電池で弊社 HSW シリー

ズ溶接機を動作させるためのポータブ

ル電源です。DC０Vから２４Vまで連続

的に電圧を調整できます。利用可能な弊

社溶接機はHSW-01AおよびHSW-02Aで

す。<ご注意>旧シリーズHSW-01,HSW-02

には対応していません。 49,800円 

ポータブル電源 

充電器・電池セット 

（HSW-BPSE） 

 

ポータブル電源装置と急速充電器のセ

ットです。（eneloop単三電池４本付） 

53,700円 

※商品の仕様及び価格は,予告なく変更することがございます。最新の情報は弊社 Web ページの

「価格・注文」よりご確認ください。 http://www.yokodai.jp    ※価格は税込価格です。 

http://www.yokodai.jp/shop/item.cgi?item_id=G1&ctg_id=2A&page=1
http://www.yokodai.jp/shop/item.cgi?item_id=G1&ctg_id=2A&page=1
http://www.yokodai.jp/
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【電極】 

商品名（型番） 外 観 説 明 標準価格 

溶接ペン  

（HSW-P1S） 

 

HSW-01A に標準添付されている溶接

ペン（電極）と同等です。摩耗した場

合に交換してください。 6,300円 

溶接ペン 

（HSW-P1N） 

 

HSW-02A に標準添付されている溶接

ペン（電極）と同等です。摩耗した場

合に交換してください。 6,300円 

溶接スティック 

（PSW-P2） 

 

クロム銅を電極に採用,耐磨耗性に優

れ, 操作性も向上した溶着しにくい電

極です。電極の交換が可能です。  40,000円 

棒状電極 

（HSW-EB1） 

 

溶接ペンの一方を外し,代わりに接続

します。大電流による強力な溶接が得

られます。10mm角 , 長さ 98mm 5,300円 

溶接ピンセット 

（HSW-W2） 

 

 

部材を上下から挟み溶接します。120

㎜のフトコロと５㎜の電極間距離を

確保しています。板材,線材の溶接に適

しています。 
18,800円 

クリップ電極 

（HSW-CL1） 

 

溶接物の一方を挟み電極とするため

のクリップ状電極です。厚さ 25mmま

での部材を挟むことができます。 11,200円 

熱電対用 

溶接ピンセット 

（HSW-TC1） 

 

熱電対専用のピンセット電極です。 

心材径 0.1mm以下の熱電対も,目視で

溶接することができます。研磨用ステ

ィックが付属しています。 46,300円 

熱電対用 

溶接ピンセット 

（HSW-TC1W）  

全体に銀タングステンを用いたピン

セット電極です。研磨により長期間利

用可能です。 150,000円 

ローラー電極 

（PSW-R2） 

 

 

「金網の溶接」「箔の溶接」等が片手

で連続的に作業できます。電極にワー

クが溶着しにくいクロム銅を使用。 

ローラ部は交換可能 43,500円 

ワンハンド電極 

（PSW-H2） 

 

「バッテリーへのタブ溶接」「熱電対

のプリント基板への溶接」などが片手

で作業できます。電極にワークが溶着

しにくいクロム銅を使用。（整形用の

ヤスリが付属します） 42,500円 

※商品の仕様及び価格は,予告なく変更することがございます。最新の情報は弊社Webページの「価

格・注文」よりご確認ください。 http://www.yokodai.jp    ※価格は税込価格です。 

http://www.yokodai.jp/
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【電極】 

商品名（型番） 外 観 説 明 標準価格 

突き合わせ電極 

（PSW-TFT） 

 

突き合わせ溶接、リング溶接用電極で

す。2φ以下のステンレス線の木口面

を突き合わせて溶接することができ

ます。  

PSW-P2用 

標準電極  

（PSW-P２NSN） 
 

PSW-P2に標準添付されているクロム

銅電極です。（全長 35mm4本入り） 

3,500円 

PSW-P2用 

金属メッシュ電極  

（PSW-P２HSN） 
 

クロム銅電極で、先端部は平坦になっ

ています。（4本入り） 

4,000円 

PSW-P2用 

ロング電極  

（PSW-P２NSL） 
 

PSW-P2用のクロム銅電極です。 

（全長 42mm 4本入り） 

4,700円 

PSW-P2用 

銀タングステン電極  

（PSW-P２AGW） 
 

PSW-P2 用銀タングステン電極です。

（１本入り） 

48,800円 

PSW-R２ローラー電極用 

替電極 

（PSW-R２-C1） 

 

 

PSW-R2 ローラー電極用の替えロー

ラーです。クロム銅製（2本入り） 

4,900円 

※商品の仕様及び価格は,予告なく変更することがございます。最新の情報は弊社Webページの「価

格・注文」よりご確認ください。 http://www.yokodai.jp    ※価格は税込価格です。 

http://www.yokodai.jp/
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【消耗品（ニッケル）】 

商品名（型番） 外 観 説 明 標準価格 

ニッケル薄板（１ｍ） 

（HSW-N12） 

 
 
 
 

 

電池タブ溶接用 （幅）3.2mm × 

（長さ）1000mm×（厚）0.08mm 1,900円 

ニッケル薄板（１ｍ） 

（HSW-N25） 

電池タブ溶接用（幅）3.2mm × 

（長さ）1000mm×（厚）0.15mm 2,300円 

ニッケル薄板（１ｍ） 

（HSW-N64） 

電池タブ溶接用（幅）6.4mm × 

（長さ）1000mm ×（厚）0.15mm 2,500円 

ニッケル薄板（１ｍ） 

（HSW-N74） 

電池タブ溶接用（幅）6.4mm × 

（長さ）1000mm ×（厚）0.25mm 2,700円 

ニッケル薄板（7.6ｍ） 

（HSW-N1225F） 

 

（厚）0.08mm ×（幅）3.2mm× 

(長さ)７．６２ｍ（２５フィート）  

7,000円 

ニッケル薄板（7.6ｍ） 

（HSW-N2525F） 

 

（厚）0.15mm ×（幅）3.2mm× 

(長さ)７．６２ｍ（２５フィート） 

9,800円 

ニッケル薄板（7.6ｍ） 

（HSW-N6425F） 

 

（厚）0.15mm ×（幅）6.4mm× 

(長さ)７．６２ｍ（２５フィート） 

11,300円 

ニッケル薄板（7.6ｍ） 

（HSW-N7425F） 

 

（厚）0.25mm ×（幅）6.4mm× 

(長さ)７．６２ｍ（２５フィート） 

12,000円 

ニッケル薄板（50ｍ巻） 

（HSW-N12164F） 

 

（厚）0.08mm ×（幅）3.2mm× 

(長さ) ５０ｍ 

27,600円 

ニッケル薄板（50ｍ巻） 

（HSW-N25164F） 

 

（厚）0.15mm ×（幅）3.2mm× 

(長さ) ５０ｍ 

51,200円 

ニッケル薄板（50ｍ巻） 

（HSW-N64164F） 

 

（厚）0.08mm ×（幅）6.4mm× 

(長さ) ５０ｍ 

70,200円 

 

※商品の仕様及び価格は,予告なく変更することがございます。最新の情報は弊社Webページの「価

格・注文」よりご確認ください。 http://www.yokodai.jp    ※価格は税込価格です。 

http://www.yokodai.jp/

