
理研コランダム株式会社

CK77 CORK PRODUCT

NEW

◆用途◆

・ステンレス/銅板の最終仕上げ

・炭素鋼/アルミ合金等の表面仕上げ

・プレス後の微小バリ取り ・ヘアライン仕上げ

・金属メッキ前の研磨目ならし

・ガラス/石材の表面仕上げ

コルク製品

コルク

被削材/ワーク

基材/布

①研磨材

◆研磨前◆

◆研磨後◆ ③欠けた研磨材

②欠けたコルク

②

③

研磨の圧力が加わると、、、

・研磨性能が高い…砥粒量が多い為、研磨材の接触が多い。

・寿命が長い…コルクが大量の砥粒でコーティングされており摩耗が少ない。

コルクのクッション性で研磨目の優しい仕上がりを実現

①
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CK77 CORK PRODUCT

NEW

◆粒度展開◆

◆ワーク：ステンレス◆

<面粗度 社内分析>

<総研削量 社内分析>

<面粗度 社内分析>

<総研削量 社内分析>

製品詳細につきましては営業担当者へお問い合わせください。

タイプ CK77

粒度
#240 #320 #400 #600

● ● ● ●

◆ワーク：銅板◆

※上記データは弊社内での研削試験データになります。

※最大加工巾: 1410mm

面粗度や総研削量の数値はお客様の製品使用条件により変動しますのでご了承願います。



CK77 CORK PRODUCT

NEW

◆USAGE◆

・For finish polishing stainless steel/ copper plate.

・For polishing surface of carbon steel/ aluminum alloy.

・For micro deburring after pressing.

・For hairline

・For smooth with surface before metal plating. ・For polishing surface of glass/ stone.

Cork

Workpieces

Base material/ Cloth
① Abrasive

◆Before polishing◆

③ Chipped abrasive

② Chipped cork

②

③

In the case of polishing and pressuring

・Good performance of polishing…a lot of abrasives contact with workpieces due to 
large amount of abrasive.

・Long life…small worn down due to large amount of abrasive coated cork.

Actualization for finer polishing face with cushioning cork

①

RIKEN CORUNDUM Co., LTD.

◆After polishing◆



CK77 CORK PRODUCT

NEW

◆The list of grit◆

◆Stainless steel◆

<Analysis: Ra data>

<Analysis: all amount of grinding data>

Please feel free to ask sales representative about a detail.

TYPE CK77

GRIT
#240 #320 #400 #600

● ● ● ●

◆Copper plate◆

※ These above data is grinding test at our company only.

※Maximum processing width:1410mm

There are possibility that these data that Ra and all amount of grinding will be changed 
by the usage condition for customer. Please kindly note it.

RIKEN CORUNDUM CO., LTD.
https://www.rikencorundum.co.jp/

547-1, MIYAMAE, KOUNOSU CITY, SAITAMA 365-0051 JAPAN
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<Analysis: Ra data>

<Analysis: all amount of grinding data>


