
ネオジリング型

サイズ 表⾯磁束密度 吸着⼒
φOD×φID×H ミリテスラ kgf

ネオジム磁石 リング型 φ4mm×φ2mm×4mm 284.7 mT 0.392 kgf
φ5mm×φ3mm×4mm 579 mT 0.494 kgf
φ5mm×φ2.4mm×3mm 220 mT 0.3 kgf
φ5.5mm×φ3mm×2mm 504 mT 0.512 kgf
φ6mm×φ1mm×6mm 414 mT 1.17 kgf
φ6mm×φ3mm×4mm 330 mT 0.4 kgf
φ6.6mm×φ2mm×1.5mm 200 mT 0.28 kgf
φ7mm×φ4mm×5mm 571 mT 1.032 kgf
φ8mm×φ2mm×2.5mm 418 mT 1.058 kgf
φ8mm×φ4mm×5mm 551 mT 1.44 kgf
φ8mm×φ5mm×15mm 607 mT 1.402 kgf
φ8.5mm×φ5.5mm×0.8mm 100 mT 0.2 kgf
φ10mm×φ1mm×10mm 467 mT 3.366 kgf
φ10mm×φ5mm×5mm 528 mT 2.117 kgf
φ10mm×φ6mm×1mm 315 mT 0.615 kgf
φ10mm×φ6mm×10mm 591 mT 2.2 kgf
φ10.5mm×φ7.6mm×1mm 382 mT 0.7 kgf
φ11mm×φ4mm×10mm 320 mT 3.2 kgf
φ11mm×φ6mm×5mm 528 mT 2.385 kgf
φ12mm×φ6mm×0.8mm 160 mT 0.7 kgf
φ12mm×φ7mm×6mm 541 mT 2.823 kgf
φ12mm×φ10mm×1.2mm 478 mT 0.865 kgf
φ12mm×φ10mm×2mm 526 mT 1.105 kgf
φ12mm×φ10mm×3mm 561 mT 1.247 kgf
φ13mm×φ9mm×2.4mm 470 mT 1.878 kgf
φ13.5mm×φ5mm×2mm 470 mT 1.878 kgf
φ14mm×φ5.1mm×4mm 220 mT 1.0 kgf
φ14mm×φ9mm×4mm 506 mT 2.912 kgf
φ14.2mm×φ10mm×2mm 300 mT 2.1 kgf
φ15mm×φ6mm×2mm 径方向
φ15mm×φ9mm×1.2mm 267 mT 1.431 kgf
φ15mm×φ10mm×5mm 528 mT 3.464 kgf
φ15mm×φ13mm×2mm 242 mT 1.404 kgf
φ16mm×φ13mm×3mm 529 mT 2.298 kgf
φ17mm×φ8.8mm×1.25 mm 180 mT 1.0 kgf
φ18mm×φ6mm×3 mm 214 mT 2.961 kgf
φ18mm×φ7mm×6mm 458 mT 5.958 kgf
φ18mm×φ14mm×8mm 576 mT 4.158 kgf
φ19mm×φ6.5mm×10mm 514 mT 8.699 kgf
φ20mm×φ10.5mm×1.5mm 191 mT 2.207 kgf
φ20mm×φ12.5mm×1mm 161 mT 1.536 kgf
φ23mm×φ8mm×3.5mm 297 mT 4.38 kgf
φ23mm×φ8mm×14mm 420 mT 12.0 kgf
φ23mm×φ13mm×1mm 134 mT 1.435 kgf
φ23mm×φ19mm×6mm 高方向 555 mT 5.125 kgf
φ23mm×φ19mm×6mm 径方向
φ23.3mm×φ19.3mm×6mm 高方向 554 mT 5.197 kgf

商品名 形状
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φ23.3mm×φ19.3mm×6mm 径方向
φ23.7mm×φ19.7mm×6mm 高方向 558 mT 5.294 kgf
φ23.7mm×φ19.7mm×6mm 径方向
φ24mm×φ20mm×6mm 高方向 561 mT 5.368 kgf
φ24mm×φ20mm×6mm 径方向
φ25mm×φ7mm×6mm 373 mT 8.408 kgf
φ25mm×φ8mm×6mm 341.1 mT 8.994 kgf
φ25mm×φ19mm×5mm 517 mT 6.827 kgf
φ26mm×φ6.5mm×10mm 407 mT 14.24 kgf
φ26mm×φ20mm×2mm 379 mT 3.746 kgf
φ26mm×φ20mm×6mm 527 mT 7.671 kgf
φ27.5mm×φ22.5mm×5mm 242 mT 6.867 kgf
φ29mm×φ10mm×3.5mm 230.3 mT 7.25 kgf
φ30mm×φ9mm×10mm 437 mT 16.521 kgf
φ30mm×φ14mm×5mm 358 mT 9.339 kgf
φ30mm×φ25mm×13mm 587 mT 9.402 kgf
φ31mm×φ15mm×2mm 168 mT 4.123 kgf
φ31.2mm×φ18.2mm×1mm 120 mT 3.2 kgf
φ33mm×φ23mm×10mm 542 mT 15.936 kgf
φ39mm×φ19mm×7mm 379 mT 17.356 kgf
φ39mm×φ24mm×5mm 373 mT 13.272 kgf
φ40mm×φ10mm×5mm 220 mT 13.19 kgf
φ40mm×φ26mm×10.5mm 499 mT 23.551 kgf
φ40mm×φ30mm×10mm 529 mT 19.854 kgf
φ46mm×φ16.5mm×9 mm 325.9 mT 25.361 kgf
φ54mm×φ38mm×5mm 360 mT 19.255 kgf
φ56mm×φ46mm×10mm 554 mT 28.837 kgf
φ59mm×φ19mm×10mm 312 mT 32.613 kgf
φ60mm×φ30mm×35mm 502 mT 88 kgf
φ50mm×φ38mm×30mm 504.5 mT 38.928 kgf
φ65mm×φ55mm×15mm 563 mT 38.164 kgf
φ70mm×φ32mm×15mm 450 mT 50.0 kgf
φ76mm×φ42mm×6mm 237 mT 35.645 kgf
φ98mm×φ58mm×10mm 400 mT 65.0 kgf
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