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商品コード 品名 タイプ 粒度 ジョイント サイズ(mm) 小箱入数 大箱入数

R28374 リックルベルト S79A #40 F 100X915 10 100

R28400 リックルベルト S79A #60 F 100X915 10 100

R28426 リックルベルト S79A #80 F 100X915 10 100

R29677 リックルベルト S79A #100 F 100X915 10 100

R29681 リックルベルト S79A #120 F 100X915 10 100

理研のセラミック
S79A - リックルベルト -

◆ F ジョイント ◆

◆製品一覧◆ ※ 製品は予告なく変更となる可能性がございますので、予めご了承願います。

◆特長◆

◆用途◆

刃物等のバリ取りや
ステンレス製品のキズ取り、
溶接ビード除去等の研磨に

使用できます。

乾式、湿式
どちらも

使用可能です。

「RICRLE(リックル)」

セラミックが
研磨熱を抑制、

火花の発生も少ないです。
硬い布を

使用しております。
自己鋭利性が良く

シャープな切れ味です。
(重研削や難削材に最適です。)

● ●

●●

● ●

<上から見た構造>

ウェーブカット

＋

テープ

理研コランダムの
セラミック砥粒を使用した

製品の愛称です。
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CODE DESCRIPTION TYPE GRIT JOINT SIZE(mm) PACKAGE CARTON

R28374 RICRLE BELT S79A #40 F 100X915 10 100

R28400 RICRLE BELT S79A #60 F 100X915 10 100

R28426 RICRLE BELT S79A #80 F 100X915 10 100

R29677 RICRLE BELT S79A #100 F 100X915 10 100

R29681 RICRLE BELT S79A #120 F 100X915 10 100

CERAMIC PRODUCT
S79A - RICRLE BELT -

◆ JOINT “F” ◆

◆FEATURES◆

◆USAGE◆

For deburring(cutting tool), 
removing bead

(stainless steel),
removing bead weld 

and so on.

We call as “RICRLE”
by using ceramic mineral.

It reduce generate the heat 
and prevent “burning”. 

Fantastic cutting power.
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● ●

<TOP VIEW>

Wave cut

＋

Tape

RIKEN CORUNDUM CO., LTD.
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◆PRODUCT LIST◆ ※ Please kindly note that product list will be changed without notice.

Using both of water 
and dry method.

Backing is 
based on firm cloth.

The most suitable:
(heavy duty grinding and 
hard-to-cut material)



new product RICRLE
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販売店

セラミック砥粒クロス製品 S79A
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S79A

研削性・寿命が優れ、作業効率を改善します

リックル
非鉄金属・鋼（工具鋼・ステンレス鋼）
木・ガラスなどあらゆる研削研磨に。

シャープな切れ味が持続するため、研磨目が整い、
研削性と仕上げ性の高バランスを実現します。

リックル 従来Z製品

本来の砥粒の特性を十分に発揮したことで焼けの
発生を抑え、寿命が従来品と較べ長くなりました。
火花が少ないのもリックルの特長です。

研削の効率が高く、自己鋭利性が良く、耐用性が長い研磨材です。

リックル 従来Z製品

用途

◆粗取り・仕上げ（作業工具類）

◆キズ取り、ビート除去（ステンレス製品） ◆バリ取り（刃物・打ち抜き類）

◆ヒズミ・カエリ取り（プレス製品）

◆研磨

◆コバ取り（ガラス） ◆厚み規制（木工）

梱包箱などに表示した「注意事項」を読んでご使用ください。

名称 リックル(S79A) 粒度 #40, #60, #80, #100, #120

基材 合織布 最大加工巾 1350 mm

研磨材 セラミック砥粒 製品形状 ベルト・ロール・ディスク

（アルミダイカスト・ロストワックス・
ゴルフヘッド・タービンブレード・黒皮）

※製品仕様は、改善・改良のため予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

Feature & Usage

リ ッ ク ル



New Product RICRLE
Ceramic grain/Cloth product S79A

S79A

Powerful Grinding / Long-Life

RICRLE
Nonferrous metal・Metal（Tool steal・Stainless steel）
Wood・Glass・General purpose

Due to outstanding durability and sharp edge of 
ceramic grain, grinded surface will be kept stable 
and average. The performance of grinding and
finishing will achieved high-quality balance.

RICRLE Zirconia 

Superior ceramic grain bring longer life than 
former products and smooth cutting. It reduce to 
generate the heat and prevent “burning” as a 
result.

Original ceramic grain performs high efficiency of grinding, fantastic cutting power 
and excellent durability!!

RICRLE Zirconia

APPLICATION

◆Finishing （Tool）

◆Removing bead（Stainless steel product） ◆Deburring（cutting and punching tool）

◆Removing strain（Press product)

◆Grinding

◆Edge sanding（Glass）

◆Cavitation（Wood）

※ Please kindly check 「Handling Notice」 on the box.

TYPE RICRLE(S79A) GRIT #40, #60, #80, #100, #120

BACKING Xwt Poly/Cotton EFFECTIVE WIDTH 1350 mm

MINERAL Ceramic Grain PRODUCT TYPE BELT/ROLL/FLAP DISC

（Aluminum die casting・Lost wax casting・Golf 
head・Turbine blades・Skin）

※Please kindly note that specification of product will be changed without announcement.

Feature & Usage
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