
9,999\

お
試し
応援SET

2021年 6月末日まで

Nine9 does it ALL!

モミツケ
・メント

リ・コク
イン　コ

レイッポ
ン
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お
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2021年 6月末日まで
【期間限定特別販売セット】

効率化ができ⽣産性を⾼められる︕

>> モミツケ加⼯、刻印加⼯、溝⼊れ加⼯、⾯取り加⼯、  座繰り加⼯、旋盤加⼯に
ミーリングマシンやマシニングセンター、CNC旋盤にてご使⽤いただけます︕

◆⽤途いろいろ
モミツケ加⼯ 溝⼊れ加⼯ ⾯取り加⼯ 刻印加⼯

機械に1本つけておけば、様々な加⼯に対応できます︕

Nine9の超硬インサート式多機能ツールなら、刃先が摩耗したらインサートを交換するだけでOK!　
再研磨が不要となり、管理の⼿間もコストも削減できます︕

　　　　　　を使うと

どんなメリットがある︖

刻印カッターは

45°と 60°タイプを
ご⽤意しています︕

多くのみなさまに Nine9 製品を使っていただきたく、 定番⼈気の 「NC スポットドリル」 「刻印カッター」 において
お試し応援 SET と致しまして 【ホルダー 1 本 + インサート 2 枚】 の特別セットをユーザー様価格 『￥9,999』 でご⽤意致しました︕

※通常、 インサートは 5 ヶ /1 ケース〜の販売となります。

NC スポットドリル
加⼯映像

刻印カッター
加⼯映像

ツールド Youtube チャンネルにてご覧いただけます。
動画で Check ︕
百聞は⼀⾒に如かず︕⼀⽬瞭然



※製品特⻑などの詳細は、
  別途カタログをご確認くださいますよう
　お願い致します。
　右記の QR コードからも
　カタログの PDF がダウンロード可能です。

キャンペーンのご注⽂は
　　　　裏⾯の専⽤注⽂⽤紙にて︕
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通常定価︓ホルダー \10,000/1 本
インサート \4,400/1 ヶ

★セット内容 【ホルダー 99619-V060-06/1 本 インサート V06006T1W06-NC2032/2 ヶ】
60°刻印カッター︓ホルダーΦ6 シャンク
　　　　　　　　　　　　インサートタイプ︓NC2032（ノーズ R0.2 HRC30~50 向け汎⽤グレード )２コーナー使⽤可

6

通常定価︓ホルダー \10,000/1 本
インサート \4,400/1 ヶ

★セット内容 【ホルダー 99619-V045-06/1 本 インサート V04506T1W06-NC2032/2 ヶ】
45°刻印カッター︓ホルダーΦ6 シャンク
　　　　　　　　　　　　インサートタイプ︓NC2032（ノーズ R0.2 HRC30~50 向け汎⽤グレード )２コーナー使⽤可

★セット内容 【ホルダー 99616-10/1 本 インサート N9MT080204CT-NC40/2 ヶ】
90°NC スポットドリル︓ホルダーΦ10 シャンク
　　　　　　　　　　　　　　　インサートタイプ︓NC40（ノーズ R0.4 ⼀般鋼向け汎⽤グレード）4 コーナー使⽤可
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特別セット型番︓99CP-N9MT0801

通常定価︓ホルダー \11,500/1 本
インサート \3,600/1 ヶ

通常定価︓ホルダー \11,500/1 本
インサート \3,600/1 ヶ

通常定価︓ホルダー \11,500/1 本
インサート \3,600/1 ヶ

通常定価︓ホルダー \13,000/1 本
インサート \3,600/1 ヶ

通常定価︓ホルダー \13,000/1 本
インサート \3,600/1 ヶ

第 1回・選択希望特別SET
春のセンバツBEST9発表！

ん～、どうでしょう！？でしょう！？

【お試し応援︕ホルダー1本+インサート2ヶ＝￥9,999セット】⼀覧
※こちらの SET は期間限定特別セットのため、 通常時には販売しておりません。
参考価格としてホルダーとインサートの通常定価単価を記載しておりますが、 通常インサートの販売ロットは 5 ヶ /1 ケース〜となりますのでご注意ください。

★セット内容 【ホルダー 99616-10/1 本 インサート N9MT080204CT-NC10/2 ヶ】
90°NC スポットドリル︓ホルダーΦ10 シャンク
　　　　　　　　　　　　　　　インサートタイプ︓NC10（ノーズ R0.4 ⾮鉄⾦属 ・ ステンレス向け )４コーナー使⽤可

★セット内容 【ホルダー 99616-10/1 本 インサート N9MT080208CT-NC40/2 ヶ】
90°NC スポットドリル︓ホルダーΦ10 シャンク
　　　　　　　　　　　　　　　インサートタイプ︓NC40（ノーズ R0.8 ⼀般鋼向け汎⽤グレード）4 コーナー使⽤可

★セット内容 【ホルダー 99616-14/1 本 インサート N9MT11T3CT-NC40/2 ヶ】
90°NC スポットドリル︓ホルダーΦ16 シャンク
　　　　　　　　　　　　　　　インサートタイプ︓NC40（ノーズ R0.8 ⼀般鋼向け汎⽤グレード）4 コーナー使⽤可

★セット内容 【ホルダー 99616-14/1 本 インサート N9MT11T3CT-NC10/2 ヶ】
90°NC スポットドリル︓ホルダーΦ16 シャンク
　　　　　　　　　　　　　　　インサートタイプ︓NC10（ノーズ R0.3 ⾮鉄⾦属 ・ ステンレス向け )4 コーナー使⽤可
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通常定価︓ホルダー \10,000/1 本
インサート \4,100/1 ヶ

★セット内容 【ホルダー 99619-V045-06/1 本 インサート V04506T1W06-NC2071/2 ヶ】
45°刻印カッター︓ホルダーΦ6 シャンク
　　　　　　　　　　　　インサートタイプ︓NC2071（ノーズ R0.2 HRC30 以下向け汎⽤グレード )２コーナー使⽤可

9

通常定価︓ホルダー \10,000/1 本
インサート \4,100/1 ヶ

★セット内容 【ホルダー 99619-V060-06/1 本 インサート V06006T1W06-NC2071/2 ヶ】
60°刻印カッター︓ホルダーΦ6 シャンク
　　　　　　　　　　　　インサートタイプ︓NC2071（ノーズ R0.2 HRC30 以下向け汎⽤グレード )２コーナー使⽤可

特別セット型番︓99CP-N9MT0802

特別セット型番︓99CP-N9MT0803

特別セット型番︓99CP-N9MT11T1

特別セット型番︓99CP-N9MT11T2

特別セット型番︓99CP-V04506T1

特別セット型番︓99CP-V04506T2

特別セット型番︓99CP-V06006T1

特別セット型番︓99CP-V06006T2



Nine9 お試しセット \9,999 キャンペーン
こちらの注⽂書をFAXしていただいた場合のみ、キャンペーン特典適⽤とさせていただきます。2021年6月30日まで

対象製品︓期間限定特別セット【お試し応援︕ホルダー1本+インサート2ヶ＝￥9,999】

ユーザー様名

特別セット型番︓ 注⽂
数量6

★セット内容 【ホルダー99619-V045-06/1本 インサートV04506T1W06-NC2032/2ヶ】

特別セット型番︓ 注⽂
数量

7
★セット内容 【ホルダー99619-V045-06/1本 インサートV04506T1W06-NC2071/2ヶ】

特別セット型番︓ 注⽂
数量

9
★セット内容 【ホルダー99619-V060-06/1本 インサートV06006T1W06-NC2071/2ヶ】

特別セット型番︓ 注⽂
数量

8
★セット内容 【ホルダー99619-V060-06/1本 インサートV06006T1W06-NC2032/2ヶ】

特別セット型番︓ 注⽂
数量

2

★セット内容 【ホルダー99616-10/1本 インサートN9MT080204CT-NC10/2ヶ】

特別セット型番︓ 注⽂
数量

3
★セット内容 【ホルダー99616-10/1本 インサートN9MT080208CT-NC40/2ヶ】

特別セット型番︓ 注⽂
数量

4

★セット内容 【ホルダー99616-14/1本 インサートN9MT11T3CT-NC40/2ヶ】

特別セット型番︓ 注⽂
数量

5

★セット内容 【ホルダー99616-14/1本 インサートN9MT11T3CT-NC10/2ヶ】

★セット内容 【ホルダー99616-10/1本 インサートN9MT080204CT-NC40/2ヶ】

１ 特別セット型番︓ 注⽂
数量99CP-N9MT0801

99CP-N9MT0802

99CP-N9MT0803

99CP-N9MT11T1

99CP-N9MT11T2

99CP-V04506T1

99CP-V04506T2

99CP-V06006T1

99CP-V06006T2

リピート注⽂ご優待
クーポンコード︓BEST9

※対象︓\9,999 キャンペーン製品をご注⽂いただいたユーザー様※

2021年 8⽉末までにインサートのリピート注⽂をいただいた場合、 上記のクーポンコードをお伝えいただいたお客様へ感謝の気持ちを込めて
インサート 10枚のご注⽂につき QUO カード 500円分を差し上げます。 キャンペーン対象のホルダーに取り付けられる全てのインサートが対象です。
お⼿数ですが、 リピートご注⽂の際はクーポンコードと共にユーザー様名を明記いただきますようお願い申し上げます。

【クーポン期限︓2021年 8⽉末⽇まで】
さらに︕
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