
We sincerely look forward to establishing long-term cooperation with you to achieve a win-win situation!
互恵の実現に向け、お客様と長期的提携関係を結ぶように取り組みます！
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A COMPANY PROFILE
A 企業概要
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Changsha Hengfeng Superhard Materials Co.,Ltd.
founded in 2008,

which is a company specialized in
manufacturing industrial synthetic diamond powder.

長沙市恒鋒超硬材料有限公司

2008年に設立され、産業用合成ダイヤモンド・パウダーの製造に特化した企業です。

The main products are: monocrystalline, micron, resin diamond, RVD, CBN, PCD.
主要製品は、単結晶、ミクロン、樹脂ダイヤモンド、RVD、CBN、PCD を含みます。

We have our own factory with an experienced team in R&D department
which is concentrate

on developing new products for the market demand.
A strict quality control system was established which aim at the maximum

customer satisfaction.
市場ニーズに合わせて新製品の開発に専念するR＆D部門を通じ、自有工場を運営しています。

顧客満足度を最優先にした高度な品質管理システムを構築しています。

Committing to research, develop and innovate of superhard materials and products, and strive to
make due contributions to the development of this industry.

超硬質材料および製品の研究、開発、革新に取り組み、業界の発展に貢献するよう努めています。

We sincerely looking forward to cooperating with you.
ご支持・ご愛顧を何卒よろしくお願いします。
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B PRODUCTS INTRODUCTION
B 製品紹介
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HengFeng 1200 Diamond Series
HFD1200 series is designed for sawing and drilling application mainly.

恒鋒1200 ダイヤモンド・シリーズ
HFD1200 シリーズは、主にソーイングおよびドリル用途向けに設計されています。

HFD1290
Perfect selected cubo-octahedral crystalline shape.
Outstanding diaphaneity
and strength with high thermal stability.
It's suitable for high hardness stone, reinforced concrete and core bits.

厳選の立方八面体結晶形。

高い熱安定性、卓越した透明度と強度。

高硬度石材、鉄筋コンクリート、コアビットに適用です。

HFD1280
Controlled cubo-octahedral crystalline shape,
high diaphaneity, strength and thermal stability.
Good choice for mining, drilling,
cutting which work with high load.

厳選の立方八面体結晶形、高い透明度、強度と熱安定性。

高負荷の採掘、掘削と切断に適用です。
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HFD1260
Complete crystalline shape, low impurities inside.
Good strength and thermal stability.
Suitable for circular saw, gang saw,
core bits with medium-high load.

完全なる結晶形で、不純物含有量が低いです。

高い強度と熱安定性。

中高負荷のサーキュラーソー、ギャングソー、コアビットに適用です。

HFD1240
Comparatively regular crystalline shape.
Medium impact strength and thermal stability.
Good for circular saw and free-cutting tools with medium load,
and grinding wheels.

より規則的結晶形。

中等の衝撃耐性と熱安定性。

中等負荷のサーキュラーソー、カットフリーツール、および研削砥石に適用です。
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HFD1230
Combination of different crystalline shape, medium strength
with medium friability.
Widely be used for grinding wheels and economical choice
for cutting tools which work with medium load.

異なる結晶形からなり、中等の強度と破砕性を有します。

研削砥石に幅広く運用され、経済性が高く、中等負荷の切削工具に適用です。

HFD1220
Angular crystalline shape with good friability.
Easily to combine with it’s bonding system.
Ideal diamond powder for cutting blades, grinding wheels with low load.

角結晶形で、破砕性に優れます。

接着システムと簡単に結合できます。

切断刃物や低負荷の砥石に最適なダイヤモンドパウダーです。
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Available sizes
選択可能なサイズ

等级

サイズ
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HengFeng 3200 Diamond Series
HFD3200 series is designed for cutting and grinding application mainly.

恒鋒3200 ダイヤモンド・シリーズ
HFD3200 シリーズは、主に切削および研削用途向けに設計されています。

HFD3218
Perfect selected cubo-octahedral crystalline shape.
High diaphaneity, high strength and thermal stability.
Mainly used for precious application like electronics and glasses.

厳選の立方八面体結晶形。

高い透明度、強度と熱安定性。

主に電子機器やメガネなどの精細用途に使用されます。

HFD3217
Controlled cubo-octahedral crystalline shape.
Superior strength and thermal stability.
Widely be used for ruby, sapphire,
glasses and some other applications have high requirements.

厳選の立方八面体結晶形。

優れた強度と熱安定性。

製造要件の厳しいルビー、サファイア、ガラスなどの用途に幅広く運用されています。
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HFD3216
Well-defined crystalline shape, medium strength and thermal stability.
Widely be used in glasses, stone,
ceramics industries and electronics application.

輪郭のはっきりした結晶形、中等の強度と熱安定性。

ガラス、石材、セラミックス産業、および電子機器などの用途で幅広く運用されています。

HFD3215
Combination of angular and cubo-octahedral crystalline shape.
Medium strength and thermal stability.
Economical choice for cutting, drilling glasses, ceramics industries.

角結晶形および立方八面体結晶形の結合。 中等の強度と熱安定性。 経済性が高く、ガラスの切

断・掘削やセラミック産業などの用途に適用です。
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HFD3214
Selected crystalline shape, medium strength.
Widely be used for glasses, gems, electronic application.
Good choice for bevel polishing.

厳選の結晶形で、中強度。

メガネ、宝石、電子関連の用途に幅広く運用されています。

ベベル研磨に最適です。

HFD3213
Broader combination of different crystalline shape.
Less strength with medium friability.
Widely be used for hard resin bond system and soft metal bond system.

異なる結晶形からの結合。

強度がより低く、中等の破砕性を有します。

硬質樹脂接着システムやソフトメタル接着システムに幅広く運用されています。

HFD3212
Incompletely crystalline shape with good friability.
Widely used for resin and vitrified bond tools
with low load like quartz and ferrite grinding.

高度な破砕性、不完全なる結晶形。

石英およびフェライトの研削などの低負荷樹脂およびガラス接着用具に幅広く運用されています。
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Available sizes
選択可能なサイズ

等级

サイズ
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HengFeng RVD Series
Economical choice for grinding application mainly for resin and vitrified system. Different shapes
and qualities can be customized.

恒鋒RVDシリーズ
経済性が高く、樹脂およびガラス化システムの研削用途に適用です。 異なる形状や品質のカスタマイ

ズに対応可能です。

HFD1211
Crushed diamond with different quality of mono crystalline diamond.
There are different choices of shape, angular and regular one.
Angular shape products help to increase cutting efficiency
while regular shape products help to increase the life and glossiness.

異なる品質のモノ結晶ダイヤモンドからなる砕けたダイヤモンド。 形状、角度と通常品の複数オプショ

ンがあります。

角結晶形製品は切断効率の向上に役立ち、通常形状製品は寿命と光沢度を向上させます。

HFD2210
Crushed diamond with good friability diamond.
Economical choice for resin bond and vitrified bond application to reduce production cost.

高度破砕性ダイヤモンドからなる砕けたダイヤモンド。 経済性が高く、樹脂接着とガラス化接着用途

に適用で、生産コストを削減できます。
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HFD-MPB1
Light green, semi-blocky shape.
The hardest strength Resin Diamond quality.
Widely be used for resin bond system to process tungsten carbide,
ceramics which have heavy load and get longer life.

浅緑色、セミブロッキー形状。

最大強度の樹脂ダイヤモンド。

高負荷・長寿命の炭化タングステンやセラミックなどの加工に向けた樹脂接着システムに幅広く運用さ

れています。

HFD-MPB2
Dark green, angular shape.
Perfect self-sharpen ability to improve the grinding efficiency.
Widely be used for nonferrous materials
like tungsten carbide, stone, ceramic, glasses and other materials.

深緑色、角結晶形。

研削効率の向上に繋がる高度なセルフ研磨能力。 炭化タングステン、石、セラミック、メガネなどの非

鉄材料に幅広く運用されています。



16

Available sizes
選択可能なサイズ

等级

サイズ
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HengFeng Micron Diamond Series
Choosing different raw material and particle size distribution (PSD) is controlled to meet different
application requirements.
Selected qualities and special PSD can be customized.

恒鋒ミクロン・ダイヤモンド・シリーズ
異なる原料および粒度分布(PSD)を制御することで、異なる用途に対応できます。

品質と特別PSDのカスタマイズに対応可能です。

HFD-MP30
Select good strength diamond for production, in yellow color.
Blocky shape with excellent PSD, perfect decentrality.
Mainly used for metal bond applications which have high requirements
for strength and narrow PSD like diamond wire,
PCD and other precious tools.

高強度の黄色いダイヤモンドを材料としています. ブロッキー形状で、高度なPSDと分散性を実現して

います。 主にダイヤモンドワイヤーや PCDなどの貴重用具など、強度要件とPSD の限られた金属接

着に適用です。

HFD-MP20
Semi-blocky shape, with medium strength and thermal stability.
It had good PSD. Mainly be used for resin, vitrified
and metal bond system to process tungsten carbide, gems,
optical glasses and other materials.

中等の強度および熱安定性、セミブロッキー形状。 高度なPSD。

主に炭化タングステン、宝石、光学メガネなどの材料加工に向けた樹脂、ガラス化および金属接着シ

ステムに使用されています。
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HFD-MP10
Angular shape, with low strength and thermal stability.
It has standard PSD. Grinding and polishing efficiency are good with good friability.
Mainly be used for resin and vitrified bond to process stone,
ceramic, gems and other materials.

低強度および熱安定性、角結晶形。

標準PSD。 研削・研磨効率が高く、高度な破砕性を実現しています。 主に石材、セラミック、宝石

などの材料加工に向けた樹脂やガラス接着に使用されています。

HFD-MPBM
Grey to dark color. Semi-blocky shape.
Crushed by resin diamond. It has good self-sharpen ability.
Widely be used for resin bond system to grind and polish stone,
tungsten carbide, gems, ferrite and other materials.

灰色〜深灰色。 セミブロッキー形状。

樹脂ダイヤモンドにより破砕されます。 高度なセルフ研磨能力を有します。 石、炭化タングステン、宝

石、フェライトなどの材料の粉砕・研磨に向けた樹脂接着システムに幅広く運用されています。
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Available sizes
選択可能なサイズ

*Special PSD can be customized with your requirements.
*お客様のご要望により特別PSD のカスタマイズに対応可能です。

標準サイズ 等価サイズ
サイズ分布
D50(um)
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HengFeng CBN Series
CBN as a superhard material and better thermal stability material than diamond powder, it’s
widely used for high temperature environment and processing ferrous materials.

恒鋒CBNシリーズ
CBN は超硬質材料であり、ダイヤモンド粉末よりも高度な熱安定性を有し、高温環境や加工鉄材

料に幅広く運用されています。

HFD-C60
Golden color, with regular shape and good diaphaneity.
Outstanding strength and thermal stability among CBN series.
Widely be used in metal bond systems and electroplated application.
The quality of CBN can help tools with excellent cutting, grinding efficiency and life.

金色で、規則的形状と高度な破砕性。 CBNシリーズにおいて高度な強度と熱安定性を有します。

金属接着システムや電気メッキなどの用途に幅広く運用されています。

CBNは用具の切削・研磨効率と寿命を向上させます。

HFD-C50
Dark brown, complete blocky shape, semi-diaphaneity
high strength and thermal stability. It's mainly used in metal bond and electroplated tools.

深茶色、完全なるブロッキー形状、半透明、高い強度と熱安定性。 主に金属接着および電気めっ

き用具に適用です。
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HFD-C40
Dark brown, angular shape,
medium strength and high thermal stability.
Widely be used for resin, vitrified and metal bond application.

深茶色、角結晶形、中等の強度と高い熱安定性。

樹脂、ガラス化および金属接着などの用途に幅広く運用されています。

HFD-C20
Black color, semi-blocky shape, good strength and thermal stability.
It help to maintain tools' life and their grinding efficiency.
It's mainly used for vitrified and metal bond application.

黒色、セミブロッキー形状、高い強度と熱安定性。

用具の寿命延長および破砕効率の維持に役立ちます。 主にガラス化および金属接着などの用途に

使用されています。
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HFD-C10
Black color, combination of blocky and angular shape, medium strength.
With good grinding efficiency. Mainly be used in
resin bond and vitrified bond applications like automobiles and aerospace.

黒色、ブロッキー形状と角結晶形の結合、中等の強度。 高度な研削効率。 主に自動車や航空な

どの樹脂・ガラス接着の用途に使用されています。

HFD-C05
Black color, angular shape with good friability.
Good self-sharpen ability. Mainly used for resin bond systems
and low temperature grinding application like grinding wheels.

黒色、角結晶形、高度な破砕性。 高度なセルフ研磨能力。 主に樹脂接着システムや砥車などの

低温研削用途に使用されています。
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Available sizes
選択可能なサイズ

等级

サイズ
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HengFeng CBN micron powder
CBN as a superhard material and better thermal stability material than diamond powder, it’s
widely used for high temperature environment and processing ferrous materials.

恒鋒CBN ミクロン・パウダー
CBN は超硬質材料であり、ダイヤモンド粉末よりも高度な熱安定性を有し、高温環境や加工鉄材

料に幅広く運用されています。

HFD-CM2
Brown color,high thermal stability and self-sharpen ability.
Which is the best CBN micron powder from us.
Widely be used for vitrified bond wheel to process shafts like camshaft and good choice for
making PCBN.

茶色、高い熱安定性とセフル研磨能力。 弊社製の最高級CBN ミクロン・パウダーです。 カムシャフト

のようなシャフトを加工するガラス化接着砥石に広く運用され、PCBNの製造に最適です。

HFD-CMl
Black color,angular shape with good self-sharpen ability.
With good thermal stability for low and medium temperature environment.
Ideal for efficient grinding, ferrous polishing and sintering application.

黒色、高度なセフル研磨能力、角結晶形。 低温・中温環境に適用で、高度な熱安定性。 効率的

な研削と鉄研磨および焼結用途に最適です。
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Available sizes
選択可能なサイズ

*Special PSD can be customized with your requirements.
*お客様のご要望により特別PSD のカスタマイズに対応可能です

等価サイズ
サイズ分布

D50(um）標準サイズ
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HengFeng Coated Diamond & CBN Series
Coated diamond is used for improving the using efficiency of diamond powder with bonding
system.

恒鋒被覆ダイヤモンド&CBNシリーズ
被覆ダイヤモンドは、接着システムによりダイヤモンド・パウダーの利用効率向上に役立ちます。

Nickel coated
ニッケル被覆

Titanium coated
チタン被覆

Copper coated
銅被覆

Combined coated
複合被覆

Coating way
被覆方式

Weight increase
重量増加

Available sizes
選択可能なサイズ

Advantage
利点

1
Nickel coated

ニッケル被覆
30%-60%

16/18 to 5-10μ

16/18 a 5-10μ

1. Bonding retention increasing
2. Increase strength of diamond, together
with it’s using period
3. Better thermal ability of diamond
1. 接着保持性の向上

2. ダイヤモンドの強度と寿命を向上させます。

3. ダイヤモンドの熱安定性の向上

2
Titanium coated

チタン被覆
1%

16/18 to 5-10μ

16/18 a 5-10μ

1. Increase holding force of bond and
diamond
2. Increase diamond strength, together
with using period
3. Better thermal ability of diamond
1. 接着剤とダイヤモンドの保持力を高めます

2. ダイヤモンドの強度と寿命を向上させます。

3. ダイヤモンドの熱安定性の向上

3
Copper coated

銅被覆
30%-60%

16/18 to 5-10M

16/18 a 5-10μ

1. Mainly for dry and resin grinding
application
2. Increase diamond strength and
diamond work time)
3. Better thermal ability of diamond
4. Better electrical conductivity
1. 主に乾燥および樹脂研削に運用されています
2.ダイヤモンドの強度と寿命を向上させます

3. ダイヤモンドの熱安定性の向上

4. より良い電気伝導性

4
Combined coated (Tl Nl)

複合被覆(Tl Nl)
30%-60%

16/18 to 5-10H

16/18 a 5-10μ

1. Outstanding holding force of bond and
diamond
2. Increase strength of diamond, fogether
with it’s using period
3.Superior improvement of thermal
ability for diamond
1. 接着剤とダイヤモンドの保持力を高めます

2. ダイヤモンドの強度と寿命を向上させます

3. ダイヤモンドの熱安定性を著しく改善します
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C FLOW CHART
C フローチャート
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Quality control process
品質管理プロセス

完成品保管

標準品質テスト:
結晶形、サイズ精度、衝

撃強度、着磁性、バルク

密度。

品質分類

粒度のふるい分け

標準化生産

原材料の適切保管

原材料品質検査

サプライヤー評価
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D EQUIPMENT FIGURE
D 設備図
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衝撃試験機

炉

Malvern

顕微鏡
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衝撃試験機

SEM

X線回折計



Changsha Hengfeng Superhard Materials Co., Ltd.
Headquarter: No. 485 Tongzipo Road, Changsha, 410013, China.
Pingxiang Branch: Cereamic industry zone, Pingxiang, 337022, China.
Zhuzhou Branch: Jiulong economic development zone, Zhuzhou, 412500, China.
Tel: +86 7318800 3666 E-mail: info@hf-abrasives.com

長沙市恒鋒超硬材料有限公司

本部：郵便番号410013、中国長沙市桐梓坂路485号

萍郷支社：郵便番号337022、中国萍郷陶磁産業園

株洲支社：郵便番号412500、中国株洲九龍経済技術開発区

電話番号: +86 7318800 3666 電子メールアドレス: info@hf-abrasives.com
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