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CBA

2018

オ ー タム
セｰル9 月21 日（金）→

12 月 20 日（木）まで

対象期間

景品付
選べてうれしい♪

右記マーク付の商品を
お買い上げのお客様に、
右記景品Ａ・B・Cよりお好
きな景品１点プレゼント！

1

五 校

￥24,7００特
価

ハンマードリル ＧＢＨ２－２６ＲＥＪ９ハンマードリル ＧＢＨ２－２６ＲＥＪ９
コードNo. 305834 標準価格￥33,000

バツグンの
操作性！

ハイパワー＆ハイクオリティー！

ハンマーチャック
×１個サービス

特
典

12.5mmビット
×3本サービス

特
典

コンクリート：26mmφ
ダイヤモンドコア：80mmφ
鉄工：13mmφ
木工：30mmφ

●大型冷却ファン
●スイングカーボンブラシ
●電子無段変速
●正転、逆転機構

1.ボッシュ

7. ヒルティ

特
価

コードNo. 320631コードNo. 320631 標準価格¥300,000標準価格¥300,000
電動ブレーカー　ＴＥ２０００－ＡＶＲ

最強の破壊力と究極の低振動！

●専用トロリー付

軽量・低振動の下向き作業専用
コンクリートハツリ用ブレーカー

¥258,000
35J
打撃力

14.5kg
質量

¥53,300特
価

インパクトレンチ　ＥＺ７５Ａ８Ｌ Ｊ２ＧＢ
コードNo. 320710　標準価格￥76,200

6．パナソニック

小さくてもパワフル！

＜セット内容＞
機械本体・
18V5.0Ahバッテリ×2ケ・
充電器・ケース

＜セット内容＞
機械本体・
18V5.0Ahバッテリ×2ケ・
充電器・ケース

280N・m

打撃力
７.５Ｊ

クラス最小143mm
(2017年11月現在)

10. パナソニック10. パナソニック

￥７６,３００特
価

コードNo. 313493 標準価格￥109,000
D充電全ネジカッタ ＥＺ４５Ａ４ＬＪ２Ｇ－Ｂ

全ネジカッターが
「デュアル」シリーズ
で新登場

上向きも床置きも
使いやすい！

・14.4Vでも18Vでも使える「デュアル」
・バリが出にくい「斜めカット」
・高容量5.0Ah電池2個付セット

替刃１組
サービス

特
典

11. パナソニック11. パナソニック

￥６１,８８０特
価

コードNo. 313029 標準価格￥88,400
充電角穴カッター ＥＺ４５Ａ３ＬＪ２ＧーＢ

14.4V/18Vの
どちらにも対応の

「デュアル」！

・18V 5.0Ahバッテリー
 ×2ケ・充電器・
 ケース付

替刃ＥＺ９ＳＸＢ１０
（２枚組）１組サービス
特
典

特
価

16．ヒルティ

￥６１,２００
コードNo. 317899 標準価格￥72,000

充電鋲打機 ＢＸ３ＭＥ・Ｐ２／3．0Ａコンボ

専用ピン２０㎜ Ｘ－Ｐ２０Ｂ３ＭＸ ２０００本

世界初のバッテリー式鋲打機！

コンクリート、充填ブロック、
鋼材などへの留付けに！

燃焼をともなわず、
使用後のガス缶や
空包の廃棄が不要！

￥１５７,０００特
価

打撃力（最大）：85J　適用ネイル長範囲：14-36㎜
寸法：L473×W134×H280㎜　重量：3.33㎏

《セット内容》本体、ケース、2.6Ahバッテリー×2、充電器

打撃力（最大）：85J　適用ネイル長範囲：14-36㎜
寸法：L473×W134×H280㎜　重量：3.33㎏

《セット内容》本体、ケース、2.6Ahバッテリー×2、充電器

コードNo. 318455コードNo. 318455 標準価格￥196,400標準価格￥196,400

切断砥石105mm×１0枚サービス特典

￥１９，８００特
価

電子無段変速ディスクグラインダー
ＭＧＶ１００ＢＤ
電子無段変速ディスクグラインダー
ＭＧＶ１００ＢＤ
コードNo. 231240
標準価格￥23,500
コードNo. 231240
標準価格￥23,500

13. ミタチ13. ミタチ

・研磨・研削用
・電子制御・定速度制御機能式
・無段変速:5000～9500回/分
・砥石径：100㎜
・握り径：φ56㎜
・質量：1.5㎏

１８Ｖ

１８Ｖ

上向きでも下向きでも操作しやすい形状
大型のON/OFFスイッチ

斜めカットの吸い込み口
ノズルが抜けにくく、
ノズルが無くても
掃除がしやすい形状

ワンタッチで
ゴミ捨て可能

19. ボッシュ19. ボッシュ
コードNo. 321702コードNo. 321702 標準価格￥38,000標準価格￥38,000
充電クリーナー　ＧＡＳ１８Ｖ－１

¥２５,８００特
価

＜標準付属品＞
フィルター、すき間ノズル、
延長パイプ、床用ノズル、
フレキシブルホース、
18Vリチウムイオンバッ
テリー3.0Ah×1、充電器

現場でも家庭でも！
１台２役、スティッククリーナー＆ハンディクリーナー

バッテリー
1個サービス

特
典

特
価￥５８,０００

替刃200mm×5枚サービス特典

パワーソー ＰＳ－２００
コードNo. 234547 標準価格￥79,000
鋼管５０Ａの切断はたったの１０秒！

マグネット付
チェーンバイス

スピーディー！
シャープ！
セーフティ！

【切断能力】
・鋼管・塩ビ管～200A
・ステンレス鋼管～100A
・耐火二層管～150A

・単相100V
・消費電力：1150W
・ストローク長さ：26mm
・質量：4.6kg

24. ＭＣＣ24. ＭＣＣ

8. ヒルティ8. ヒルティ
小型電動ブレーカー　ＴＥ５００Ｘ（Ｇ０３）小型電動ブレーカー　ＴＥ５００Ｘ（Ｇ０３）
コードNo. 321988 標準価格¥64,000

New
革新的な冷却システム！

チャック部先端から
冷却風を排出！

●チャック部の温度上昇を抑え
●粉塵の侵入を防ぐ
●冷却風により熱くならないからチャック部を持てる！
　ピンポイントな作業が可能！
●本体寸法：417×108×240mm
●重量：4.8kg

¥53,000特
価

六角軸
１７

限定

台80

アサヒ
ドライプレミアムセット
SP－3N

アサヒ
ドライプレミアムセット
SP－3N

忘れ物防止タグ
ＳＴ－０１Ｗ
忘れ物防止タグ
ＳＴ－０１Ｗ

アサヒ
ファミリーセット
FS－3N

アサヒ
ファミリーセット
FS－3N

アサヒドライプレミアム豊醸
350ml×12 本

アサヒスーパードライ350ml×6 本
500ml×2 本　ウェルチ280g×8 本

スマホとつながる
忘れもの防止タグ

特
別
な
味
わ
い
の

ド
ラ
イ
プ
レ
ミ
ア
ム
豊
醸
で
す
。

「
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25. パナソニック
コードNo. 320236コードNo. 320236 標準価格¥169,800標準価格¥169,800
充電ケーブルカッター本体　ＥＺ４５Ａ７Ｘ－Ｂ充電ケーブルカッター本体　ＥＺ４５Ａ７Ｘ－Ｂ

¥118,800特
価

※電池パック・
充電器は別売です

小型・軽量で取り回しがラク！
291㎜291㎜

●先端部分が回転するので、どの向き
でも切断がラク。

●最大切断能力　CV：250㎟　IV：
325㎟

26. カクタス
コードNo. 320669 標準価格¥385,000
クリンプボーイ　ＥＶ－２５０ＤＬ標準セット

¥２５０,０００特
価

●早送り付きでスピード圧着
●充電器・18V電池パック×1ケ・
　圧着ダイス14～250sq・ケース付

兼用タイプにリニューアル！
18V/14.4V両方の電池が兼用で使用可能！

圧着ダイス
14～250sq

バッテリー
１個サービス

特
典

15.マキタ15.マキタ
充電式チップソーカッタ　ＣＳ５５３ＤＲＧ充電式チップソーカッタ　ＣＳ５５３ＤＲＧ
コードNo. 322936 標準価格¥73,000

New

圧倒的ハイパワー！

●リップ溝形鋼（Ｃチャン）を一発切断！
●クリーンな作業を実現するダストボックス仕様！
●材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、
　モータを自動変速！
・ノコ刃寸法：外径150mm/内径20mm
・最大切込深さ：57.5mm

¥58,400特
価

＜セット内容＞
本体、ケース、

バッテリＢＬ１８６０Ｂ×１、
充電器ＤＣ１８ＲＦ

21. リョービ21. リョービ
高圧洗浄機　ＡＪＰ－４１７０ＶＧＱ高圧洗浄機　ＡＪＰ－４１７０ＶＧＱ
コードNo. 319232 標準価格¥70,000

業務用高圧ホース付属！

・吐出圧力：3/7.5MPa
・最大許容圧力：11MPa
・最大吐出水量：6.7L/min
・給水方式：水道/自吸
・電源：単相100V
・電流：15A
・消費電力：1,450W
・質量：8.4kg

※REC-Li250M

¥３９,８００特
価

840840

304304318318

●21.6Vバッテリ搭載！
●作業効率を上げる
オートリターン機能搭載！

27. 泉精器27. 泉精器
充電式圧着工具充電式圧着工具
１４．４Ｖリチウムイオンバッテリー搭載！

・圧着範囲：14～250mm2

・外形寸法：341×246×73mm
・質量：4.3kg

￥２４０,０００特
価

ＲＥＣ－Ｌｉ２５０Ｍ標準セット
コードNo. 230914
標準価格￥351,000

・圧着範囲：14～200mm2

・外形寸法：340×235×73mm
・質量：3.7kg

￥２２１,０００特
価

ＲＥＣ－Ｌｉ２００Ｍ標準セット
コードNo. 230913
標準価格￥325,000

●既存モデルに比べ約2 倍の柔
軟性と約4倍の耐摩耗性のあ
る業務用高圧ホース

●電子制御方式による吐出圧力
調節

●自吸機能付きで溜め水が利用
でき経済的

●既存モデルに比べ約2 倍の柔
軟性と約4倍の耐摩耗性のあ
る業務用高圧ホース

●電子制御方式による吐出圧力
調節

●自吸機能付きで溜め水が利用
でき経済的

※S7G-M250R

28. 泉精器28. 泉精器
充電式圧着工具充電式圧着工具 New
パワフル & スピーディ！

・圧着範囲：14～250mm2

・寸法：327×343×80mm
・質量：4.5kg

￥２４５,０００特
価

Ｓ７Ｇ－Ｍ２５０Ｒ
コードNo. 322915
標準価格￥357,000

・圧着範囲：14～200mm2

・寸法：316×345×80mm
・質量：4.2kg

￥２３５,０００特
価

Ｓ７Ｇ－Ｍ２００Ｒ
コードNo. 322914
標準価格￥345,000

２１．６Ｖ14.4V

10月初旬発売予定
発売記念４Ａバッテリー付き！

2. ＨｉＫＯＫＩ
充電ハンマドリル ＤＨ３６ＤＰＢ（２ＸＰ）充電ハンマドリル ＤＨ３６ＤＰＢ（２ＸＰ）
コードNo. 320321 標準価格¥112,500

パワーそのままでサイズダウン！

●マルチボルトバッテリー搭載により従来品より大幅にサイズダウン
●高効率ブラシレスモーターと高出力バッテリーでAC100V並みの穿孔速度
●高性能HEPAフィルタを使用し、排気がクリーン

¥８４,４００特
価

＜セット内容＞
本体・バッテリー
×２ケ・充電器・
ケース・
集じんシステム28mm

コンクリート

20mm

（集じんシステム装着時）
コンクリート

限定

台20

２５．２Ｖ36Ｖ

強靭な耐環境性能、マックス独自の
低振動機構を兼ね備えたハンマードリルです
カラー：ドオンブルー

クイックホルダービット
×１本サービス

特
典

3.マックス

￥105,0００特
価

コードNo. 317255 標準価格￥150,000
充電ハンマD限定色 PJ－R266・DB2

特典付き限定カラー！

180N・m
ＩＰ56

4. ＨｉＫＯＫＩ

各￥51,45０特
価

ＷＨ３６ＤＡ（２ＸＰ）
カラー：緑
コードNo. 319389
ＷＨ３６ＤＡ（２ＸＰＢ）
カラー：黒
コードNo. 319390
標準価格各￥68,600

コードレスインパクトドライバコードレスインパクトドライバ

コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えた
マルチボルトシリーズ！

36V⇔18Vの自動切替え！
36V製品では36V-2.5Ah、
18V製品では18V-5.0Ahに
切り替わります。

パワフル高性能！

●小型ボディで優れた取り回し
●床面でも安定切断
●小型ボディで優れた取り回し
●床面でも安定切断

308㎜308㎜

199㎜199㎜

１８Ｖ　６．０Ａｈ

9.マキタ

￥84,1００特
価

コードNo. 320661 標準価格￥105,200
充電式全ネジカッター SC102DRGX

モータ部がさらに
コンパクトに！
モータ部全長177mm!

コンパクト＆豊富な作業量！

＜セット内容＞
全ネジカッタ本体、
バッテリBL1860B×2ケ、
充電器DC18RF、
システムケース

￥99,8００特
価

マンティス ＸＢ１２５・チェンバイス

切断精度と
安全性を追求！

チェーンバイス

コードNo. 219359 標準価格￥147,000

・単相100V（50/60Hz）
・分相始動式出力200W
・過負荷保護装置付

《標準付属品》
・帯のこ刃ハイス14山×１本
・六角棒レンチ５mm×１本

最大切断能力
φ１２５ｍｍ
φ１００ｍｍ

22.ＲＥＸ

※イメージ

小型レシプロソー ＲＪＫ－１２０小型レシプロソー ＲＪＫ－１２０
コードNo. 224704 標準価格￥35,000

￥２４,５００特
価

キワ作業に！

【切断能力】
・塩ビ管(直径)120mm
・木材55mm
・軟鋼材3.5mm

14. リョービ

操作性と安全性を高めた
スイッチとグリップ形状！

18.マックス

￥198,0００特
価

コードNo. 320409 標準価格￥220,000

鉄筋結束機
RB440T－B2C1440A

３つの新機構を搭載！
330㎜330㎜

295㎜295㎜

＜付属品＞
リチウムイオン電池パック×2、充電器、六角棒スパナ、
取扱説明書、保証書、キャリングケース

＜付属品＞
リチウムイオン電池パック×2、充電器、六角棒スパナ、
取扱説明書、保証書、キャリングケース

120㎜120㎜

１.ツインタイア機構
２本のワイヤで、
結束スピード
１３０％にアップ
２.引き戻し機構
送ったワイヤを
引き戻すことで、
結束力を1.5倍にアップ
３.先端折り曲げ機構
コンクリートの
カブリ厚が少ない
現場にも対応

特
価

20. リョービ20. リョービ
乾湿両用ポータブル集じん機ＶＣ－５１乾湿両用ポータブル集じん機ＶＣ－５１
コードNo. 309273コードNo. 309273 標準価格￥14,600標準価格￥14,600

￥１０，８００

持ち運びしやすい、
小型携帯タイプ！
ホースを排気口に接続すれば
ブロワにもなる！
細かなホコリも
確実にキャッチする
大径カートリッジ
フィルタを採用！

隙間ノズル
肩掛けバンド
キャスター付

・吸込仕事率：80W
・電源：単相100V
・電流：11A
・消費電力：1,050W
・電源コード：5m
・質量：4kg
・サイズ：L350×W285×H370mm

乾燥

集塵容量集塵容量

５Ｌ
液体５Ｌ

5. ボッシュ5. ボッシュ
充電インパクトＤ　ＧＤＲ１８Ｖ２００Ｃ６充電インパクトＤ　ＧＤＲ１８Ｖ２００Ｃ６
コードNo. 322947 標準価格¥66,000

New
ハイパワー２００Ｎ・ｍ！

全長126mmの
コンパクトサイズ！
全長126mmの
コンパクトサイズ！

耐久性抜群の
ブラシレスモーター搭載！
耐久性抜群の
ブラシレスモーター搭載！

・6.0Ahバッテリー×2個、充電器、ケース付

¥４５,８００特
価

65mm両頭ビット
×10本サービス
（100台限定）
特
典

12. ＨｉＫＯＫＩ12. ＨｉＫＯＫＩ
コードレスブロワ　ＲＢ３６ＤＡ（２ＸＰ）コードレスブロワ　ＲＢ３６ＤＡ（２ＸＰ）
コードNo. 322075 標準価格¥85,400

New

作業量アップで快適お掃除！

・機体寸法：L940×H267×W242
・質量：3.5kg(バッテリー含む)
・マルチボルトバッテリー×2個、急速充電器付属

¥６４,０００特
価

●同社旧製品（RB36DL）と比較し、
作業時間が約20%アップ！1充電
あたり約9.5分使用可。

●エンジンブロワに匹敵する大風量！
ターボモード時800m3/h。

17.マックス17.マックス
高圧コイルネイラ　エアロスター高圧コイルネイラ　エアロスター New
新時代のスーパーネイラ！

●全機種エアダスタ機構搭載
●使い勝手のよいマガジン・フック

●ＨＮ－５０Ｎ３（Ｄ）－Ｒ/ＨＮ－６５Ｎ３（Ｄ）－Ｒは
　鋼製束用コンクリートピンも使用可能
・使用空気圧：1.2～2.3MPa

高圧90mmモデル

￥１１５,２００特
価

ＨＮ－９０Ｎ４（Ｄ）－Ｒ
コードNo. 320765
標準価格￥144,000

高圧75mmモデル

￥１０１,２００特
価

ＨＮ－７５Ｎ２（Ｄ）－Ｒ
コードNo. 320763
標準価格￥126,500

高圧65mm多用途モデル

￥８２,４００特
価

ＨＮ－６５Ｎ３（Ｄ）－Ｒ
コードNo. 320759
標準価格￥103,000

高圧50mm多用途モデル

￥７６,０００特
価

ＨＮ－５０Ｎ３（Ｄ）－Ｒ
コードNo. 320761
標準価格￥95,000

23. アサダ23. アサダ
バンドソービーバー６バンドソービーバー６
高精度に直角切断！

＜切断能力＞
・鋼管：φ180mm(150A)
・H鋼：150mm×150mm
　(6Fは150mm×125mm）
・角パイプ：150mm

￥１５２,０００特
価

￥１３２,０００特
価

ビーバー６Ｆ（平バイス式）
コードNo. 219358
標準価格￥215,000

ビーバー６（チェンバイス式）
コードNo. 219357
標準価格￥186,000

のこ刃ハイス１４山
×１ケース（５枚）サービス

特
典
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36. 西田製作所
コードNo. 320106 標準価格¥7,900
延線ローラー　ＮＣ－ＴＫ－１１５

￥５,８００特
価

・Ｒ部分の幅：103mm
・内側寸法：115mm
・重量：1.7kg

よく廻り、よく転がる！

●φ105まで使用可能
●同一方向から抜差し可能

他社ローラにはないベアリング機構付き！

148㎜148㎜

305㎜305㎜150㎜150㎜

40.マーベル40.マーベル

摩擦抵抗１／３で
配線作業をスピードＵＰ！

・長さ：30m
・線径：φ5.4mm

《形状》
φ2.6mm＋

φ2.4mm ２本

ガイドワイヤー付
リードヘッドφ4.5mm

リードヘッドφ6mm

ＪＥＴラインＳＨ　ＭＷ－４０３０ＪＥＴラインＳＨ　ＭＷ－４０３０

スリムヘッドで狭い
スキ間も滑らか通線！
カーブやコーナーの多い
配線作業でスピードＵＰ！

コードNo. 232872コードNo. 232872 標準価格￥11,000標準価格￥11,000

ケーブルスライダー
C-3004×１本サービス

特
典

￥６,６００特
価

46. モクバ46. モクバ
レースウェイカッターＤ （Ｄ－９１）
コードNo. 308357 標準価格 オープン

￥５４,０００特
価

電源不要で切粉や火花が出ない！

レースウェイ
ダクター

幅４０×高３０×厚１．６ｍｍ
幅４０×高３０×厚２．０ｍｍ

切断
能力 （ステンレスアングルは不可）

レースウェイ／ダクター用

持ち運びも楽 ！々
軽量７．１ｋｇ！

手動式一発切断！素早く切断でき、
作業効率ＵＰ！ 美しいカット面で

バリ取り不要！

カット位置が
見える！

ＴＨ－２型

ＴＨ－１型
モクバ型式

PFP100N
PFP50N

オムロン

BAA1000

IDEK

IODA

IXDA IIDB
JAPPY

JXDB（短穴）
JXDD（長穴）

JXDA・JXDC・

TXDA2 TXDA2AM
春日電機

DA－15シリーズ

DA－14シリーズ
カメダデンキ

47. モクバ

￥56,800特
価

￥55,000特
価

ＤＩＮレールカッター

コードNo. 317163
標準価格 オープン

ＴＨ－１型

コードNo. 317164
標準価格 オープン

ＴＨ－２型

●強力倍力機構で軽く切断
●軽量で持ち運びらくらく
●バリ取り不要
●火花、切粉がでません
●電源不要

レベル調整時に
便利な目盛り付き

210210１８Ｖ対応

シャンク交換式

49. トップ工業

￥3,6００特
価

コードNo. 321934 標準価格¥6,100
電ドル用替軸ソケット　ESK－17SL

長く突き出した全ネジボルトでも
飲み込める！

スーパーロングタイプ！

レースウェイ（D-1・D-2）、
電路指示金具D-3にも
対応できる肉薄形状

奥行き150mm

50. ミトロイ

￥２,３８０特
価

コードNo. 317206 標準価格￥3,980
レースウェイ・ハンガーの
挿入幅20㎜に
対応するφ19.9㎜

切り欠き部は6面カットを施し19.5㎜と更に細い！

レースウェイ・
ハンガーに
楽々挿入！

高さ１５㎜から
高さ７５㎜迄対応

レースウェイロングソケット ER－3Lレースウェイロングソケット ER－3L

ケーブル切断工具に
後付け可能な
活線センサです。

ケーブル活線状態を
ブザー音とLEDで
お知らせ。

※検電を目的とした作業には
　使用しないでください。

●検出電圧レベル：約AC60V～600V 50Hz/60Hz
●対象電線：被覆線（シールドされていない線）
●電源：LR44×2個

活線ケーブルの誤切断防止に！

52. 三和電気計器52. 三和電気計器

特
価￥6,000

活線センサ KDP10
コードNo. 319518
標準価格￥6,500

￥5,5８０特
価

￥5,38０特
価

ZM80－225(225mm)
コードNo. 321305

ZM80－200(200mm)
コードNo. 321304
標準価格￥6,700

標準価格￥6,960

53. ビクタープラス
偏芯ペンチ
最高級品質の
偏芯ペンチ！

落下防止用コード
取付穴

厳選された材料と最新の
焼き入れにより鋭い切れ
味、高い耐久性を実現！

￥5,54０特
価

￥5,22０特
価

ZS80－200(200mm)
コードNo. 321313

ZS80－175(175mm)
コードNo. 321312
標準価格￥6,520

標準価格￥6,920

54. ビクタープラス
偏芯強力ニッパ
最高級品質の
偏芯強力ニッパー！

落下防止用コード
取付穴

厳選された材料と
最新の焼き入れに
より鋭い切れ味、高
い耐久性を実現！

58. アネックス
叩ける電工ドライバー№７７６０
プラスチックだけど叩ける！

各￥680特
価

⊕２×１５０コードNo. 319420
⊖６×１５０コードNo. 319422
標準価格 各￥1,040

各￥640特
価

⊕２×１0０ コードNo. 319419
⊖６×１0０ コードNo. 319421
標準価格 各￥980

ガラス繊維入り強化プラスチック

電気・通信設備工事など配電盤や機器のネジはずし作業に

軸部が折れても電動ビットで交換可能！

ハイパービット　＋２×５５　２本サービス特典

59. アネックス59. アネックス
ビット交換式ドリルチャックビット交換式ドリルチャック

ＡＫＬ－２５０ＥＡＫＬ－２５０Ｅ

￥３,０５０特
価

コード No. 317229
標準価格￥4,700

チャック部軸径範囲：1.5～10㎜

ＡＫＬ－２８０ＥＡＫＬ－２８０Ｅ

￥３,７００特
価

コード No. 317230
標準価格￥5,700

チャック部軸径範囲：1.5～13㎜

技能試験対策
ハンドブック付

61. ホーザン
コードNo. 321188 標準価格￥15,800
電気工事士技能試験工具セット ＤＫ－１８－２０１８

¥１３,４００特
価

＜セット内容＞
プラスドライバー⊕No.2、マイナスドライバー⊖5.5、ペンチ、
ウォーターポンププライヤー、圧着工具、VVFストリッパー、
電工ナイフ、布尺、ツールポーチ、技能試験対策ハンドブック

合格祈願工具セット！
指定工具＋VVFストリッパーの王道セット！

技能試験対策DVD、
技能試験対策ハンドブック、
合格クリップ、端子台用シール付き

62. ホーザン
第二種電工試験練習用セット

※画像は
DK-51-2018

電気工事士技能試験対策の必需品！ 全候補問題が練習できる
部材セットシリーズ

￥２８,３００特
価

￥１９,６００特
価

２回練習用セット　ＤＫ－５２－２０１８
コードNo. 321190
標準価格￥33,300

１回練習用セット　ＤＫ－５１－２０１８
コードNo. 321189
標準価格￥23,100

38. ジェフコム38. ジェフコム
ＣＢＬ－１５０　コブラヘッドスチールＣＢＬ－１５０　コブラヘッドスチール
コードNo. 322774 標準価格¥17,800

コブラヘッドが障害物を乗り越える！

¥１１,６００特
価

37. グッドマン37. グッドマン
極細呼び線クルまる２５ｍ　１０１７２５極細呼び線クルまる２５ｍ　１０１７２５
コードNo. 322769 標準価格¥29,800

New

世界最細の呼び線が誕生！

¥２６,８００特
価

ケーブルになじむ
スプーン状の先端ロッド

巻長２５ｍ
●軽くて丈夫でよく曲がる！直径1.2mmの

グラスファイバーロッド！
●曲率半径1.5cmで急コーナーも使用可能！
●手のひらサイズのコンパクト形状！

・外形寸法：
　124×120×31mm
・重量：180g

●肩にかけて操作するので、点検口など
　狭い空間でもラクラク作業できる！
●ロッドはスチール製で直進性抜群！
●ケーブル送り・引き込み（押し引き）ＯＫ！

・有効長：12m
・収納ケース：φ390×27mm
・質量：1.7kg

New

39. ジェフコム39. ジェフコム
シルバーフィッシャーシルバーフィッシャー

New最高の性能・品質！

スリムで握りやすい！

割れない尻金
金属＋ゴム製 伸長時8m/収納時41cm/質量：565g

￥２７,４００特
価

ＤＶＦ－８０００
コードNo. 320311
標準価格￥42,000
コードNo. 320311
標準価格￥42,000

伸長時7m/収納時41cm/質量：450g

￥２２,８００特
価

ＤＶＦ－７０００
コードNo. 320310
標準価格￥35,000
コードNo. 320310
標準価格￥35,000

伸長時6m/収納時40cm/質量：390g

￥１９,４００特
価

ＤＶＦ－６０００
コードNo. 320309
標準価格￥29,800
コードNo. 320309
標準価格￥29,800

伸長時5m/収納時37cm/質量：300g

￥１６,９００特
価

ＤＶＦ－５０００
コードNo. 320308
標準価格￥26,000標準価格￥26,000

●しなりにくく、軽いので別次元の操作
性を実現！

●カーボンクロスシステム採用により、
竿が強く折れにくい！

41. プロメイト41. プロメイト

￥１１，２００特
価

コードNo. 232567  標準価格￥16,000コードNo. 232567  標準価格￥16,000
Ｖターンテーブル　Ｅ－９１３７Ｖターンテーブル　Ｅ－９１３７

コンパクトに
折りたたみ可能 最大荷重：25㎏

〈寸法〉
テーブル径・φ410㎜
テーブル内径・
φ180～φ260㎜
収納時高さ：56㎜
・重量：3.6㎏

※電線別売

シュリンク包装のまま載せるだけ！
巻束の内、外どちらからでも引出し可能

43. ロブテックス
コードNo. 321358 標準価格¥2,990
同軸ケーブルストリッパー　ＤＳ５同軸ケーブルストリッパー　ＤＳ５

¥2,280特
価

調整不要で簡単！キレイ！
Ｆ型コネクタ（接栓）向けのケーブル加工に最適！

105105

3737

・ケーブルを挟んでクルクル回す
  だけ！きれいに皮むき可能！
・１丁で３Ｃ～５Ｃケーブルに対応
・傷んだ刃は交換が可能
・標準刃は外被切断幅6mm用
 （別売の替刃で外被切断幅 4mm
  に対応）

44. ビクター44. ビクター
ＶＡ線ストリッパー ６００３ＶＡＶＡ線ストリッパー ６００３ＶＡ
コードNo. 222312コードNo. 222312 標準価格￥11,560標準価格￥11,560

握り幅が業界最小（114mm）
便利な目安ゲージ付

￥６,９８０特
価

ＶＡ線、エコ電線（600V EEF/F）が
最高の仕上り

４サイズ対応！
（φ1.6×2芯・3芯、φ2.0×2芯・3芯）

243243

500500

42. ジェフコム42. ジェフコム
ＶＢ－４４５０　ブレーキ付ＦリールＶＢ－４４５０　ブレーキ付Ｆリール
コードNo. 305104 標準価格¥25,300

機能充実！

●電線脱落防止ローラー付でケーブルがこぼれ
落ちない構造

●ブレーキ付（強弱調整可能）
●ケーブル2.6×3Cまで収納OK！

¥１６,５００特
価

460460

¥１８２,４００特
価

34.マックス
コードNo. 320528 標準価格¥228,000
ビーポップ　ＣＰＭ－１００Ｈ５

・Windows10/8.1/8/7対応
すぐ使える簡単ソフト付き。

ラベル印刷から切り文字まで！
プロセスカラー印刷で色鮮やかな
写真やイラストのプリントが可能に！

シート白 2巻入1小箱＆
インクリボン黒×1箱サービス

特
典

さらに下取機がある場合は
¥10,000引き

特
典

30. キヤノン

￥８５,０００特
価

コードNo. 313332 標準価格￥109,800
ケーブルＩＤプリンタ Ｍｋ２６００

豊富なマテリアルに
美しい印字を実現！

クラス最高レベルの
高速印字を実現！

・市販チューブ
 （φ2.5～6.5mm）に印字可
・6、9、12mm幅のテープに印字可
同梱のPC接続キットの利用で
PCからデータを直接印字可能！

0.01%単位で補正可能！
連続印字の位置ズレ
を防げます。

キャリングケース
サービス

特
典

限定

8０台

29. ＣＴＫ

￥９５０,０００特
価

ホットマーカー ＳＰ－７３００
コードNo. 305092 標準価格 オープン
バーコード出力等、付属ソフト機能ＵＰ！
●充実のスタンドアロン機能
●内蔵フォント拡充
●内部メモリ強化

印字テープ（黒）
×１２巻サービス

特
典

32.マックス
チューブマーカー　レタツイン

1.5～8.0㎜までの
チューブ・5、9、12㎜
のテープに印字可

現場でのコードレス
作業が可能に！
充電池

（eneloopスタンダード）
（単3形×4本）に対応！

￥８７,２００特
価

￥５７,６００特
価

ＬＭ－５００Ｗ（チューブウォーマー・ケース付）
コードNo. 316398
標準価格￥109,000

ＬＭ－５００
コードNo. 316397
標準価格￥72,000

古くなったチューブマーカーを
3000円で下取りします

特
典

ドラム式チューブ 3.2㎜（LM－TU432L)
1箱サービス

特
典

31. キングジム

システムトランク
×１個サービス

特
典

ラベルライター「テプラ」 ＳＲ９７０
コードNo. 309131 標準価格￥39,800
高速印刷＆静音設計！
従来機の2倍の速さで快適ラベル作成！

￥３１,８００特
価

●テープの終了を自動で検出
●「ハーフカット機能付オートカッター」搭載
●ラベルのカドを丸くカットできる「オートトリマー」搭載

お手持ちのWindows、Macに対応！
PC接続でさらに簡単・便利！

（メーカーHPよりダウンロード）

・シーン別に充実した
  記号＆絵文字
・バリエーション豊かな
  外枠＆表組み
・漢字11書体、かな15書体、
  英数19書体を搭載 記名板アタッチメント×１ケサービス特典1

古くなったチューブマーカーを6000円で下取りします特典2

33.マックス

特
価￥１１１,２００

レタツイン LM－550W
コードNo. 316399 標準価格￥139,000

・1.5～8.0までのチューブ
・5、9、12㎜のテープに印字可

・デバイスラベル、記名板にも
  直接印字できる
 （別売アタッチメントが必要）

・市販充電池（弊社指定品）で
 現場でも使用可能[コードレス可！]

全てを備えたオールインワン！
（チューブウォーマー・ＰＣリンク・ケース付き）

66. ミツトモ66. ミツトモ
ダブルソケット電工ハンマー　２８５㎜ダブルソケット電工ハンマー　２８５㎜
コードNo. 300482 標準価格 オープン

２サイズ対応！

落下防止
安全ロープ
接続リング付き

13mm・17mmの
2サイズ対応
・質量：420g¥３,980特

価

ボルトの長さを
気にしないヘッ
ド部貫通タイプ

●40°曲がったグリップでつかむ場所が見やす
く作業が楽に！

●自動車の配線や配電盤など狭い場所での作業
に最適！

67. フジ矢67. フジ矢
メカニックプライヤー　３３０Ｅ－２００メカニックプライヤー　３３０Ｅ－２００
コードNo. 322783 標準価格¥5,500

New

いろんな場所でしっかり握れる！

●ストリップ機能
0.5/0.9/1.3/2.0/3.5㎟
●圧着機能
裸端子、絶縁端子
0.5～5.5㎟

●ストリップ機能
0.5/0.9/1.3/2.0/3.5㎟
●圧着機能
裸端子、絶縁端子
0.5～5.5㎟

¥３,３００特
価

185185
M3,M4ボルトカット機能付

68. ミトロイ68. ミトロイ
ソケットレンチセットＳＮ４１９Ｍ－ＩＳＯソケットレンチセットＳＮ４１９Ｍ－ＩＳＯ
コードNo. 306413   標準価格¥29,600

¥１７,７００特
価

60. 新亀製作所60. 新亀製作所
キーレスドリルチャック　ＣＲ－１３キーレスドリルチャック　ＣＲ－１３
コードNo. 227020 標準価格¥3,700

噛み込みにくい高機能！

・チャック能力：1.5～13mm
・シャンク径：6.35mm
・質量：340g

¥２,３８０特
価

●手を守るクッショングリップ
締付け、解除時に手が痛く
なく熱を防ぐ！

●キーレスタイプ
●便利なロック機能・解除機

能付

一丁で「ケーブル切断・皮むき・圧着」に対応！

35. ロブテックス

￥３,５８０特
価

コード No. 317284 標準価格￥4,690
モジュラー圧着工具　ＭＫ－８６

●モジュラープラグ
8P8C(RJ45)、
6P6C/4C/2Cに対応
●ラチェット付
（圧着確認機構）
で圧着作業が
簡単確実

・全長：205㎜
・重量：345g

ＶＡ線ストリッパー ３２００ＶＡ－１

￥６,９８０特
価

コードNo. 305119コードNo. 305119 標準価格 オープン標準価格 オープン

（φ1.6×2芯・3芯、φ2.0×2芯・3芯）（φ1.6×2芯・3芯、φ2.0×2芯・3芯）

芯線を傷つけない！芯線を傷つけない！

エコ電線も
軽い力で
ストリップ！

●食い込み防止形状
●切り込み深さ調整機能
●食い込み防止形状
●切り込み深さ調整機能

４サイズ対応！

45. ベッセル

特
価￥７,７００

コードNo. 316670 標準価格オープン
剛鍛首振りショートソケットセット ＷＳＡ２０９ＰＳ剛鍛首振りショートソケットセット ＷＳＡ２０９ＰＳ

・セット内容：対辺8・10・12・13・14・17・19・21・24㎜
  ソケット×各1本、ケース

●より狭い箇所へのソケット作業に最適な
 「首振りショート」ソケットです。
●18V 対応・12角・首ふり角度15°

業界初！首振りショートソケット！

51. ベッセル

55. メリー

￥4,100特
価

コードNo. 317596 標準価格￥6,840
ネジラーペンチ　ＺＡ７０５０－２００

袴部で寸切りボルト
３分（Ｗ３／８）
のネジ山修正付！

刃先はダイヤモンド
ホイールで研磨、
ＶＶＦ（ＶＡ線）や
平線も楽々切断！

先端部で潰れたネジ・錆びついた
ネジ・ナットＭ１４までをがっちり掴む！

【切断能力】 鉄線：φ３．２㎜まで
銅線：φ４．０㎜まで

機能充実！

56. メリー

￥３,６００特
価

コード No. 210119
標準価格￥5,980

ＶＡ線ニッパー

９９Ｗ－２００

ＶＶＦ（ＶＡ線）の切断に！

全長223㎜　質量355g

￥３,２８０特
価

コード No. 210118
標準価格￥5,460

９９Ｗ－１７５ 全長193㎜　質量275g

成形カバーに通し穴が付いています。

※99W－175のカバーは赤色です。

刃先が薄く
切れ味抜群！

57. メリー

各￥3,150特
価

ＶＶＦ（ＶＡ線）も
楽に切断できます

コードNo. 224236
標準価格￥5,240

電工ペンチ　ＸＰ２００

コードNo. 224237
標準価格￥5,240

電工ニッパー　ＸＮ２００

刃先はダイヤモンド
ホイールで研磨

銅線、軟鉄線も
楽に切断できます
※バネなし

重厚感のあるニッパです

特
価￥3,480

※使用例

壁際、コーナー部など
極狭スペースでの
作業に！

ＬグリップスリムＰＲＯ
ＬＧ－６０００
コードNo. 307798 標準価格￥4,900

１８Ｖ対応

コーススレッド
120mmまで対応！

63．新亀製作所 64. アネックス
黒龍靭ビットスリム５本組

●ネジが見やすい
　先端スリム形状！
●曲がりに強く、
　伝達力が高い
　トーション設計！ ￥1,000特

価

コードNo. 319372
標準価格￥1,550

ＡＢＲＳ５－２０６５+２×６５ ５本組

￥1,110特
価

コードNo. 319373
標準価格￥1,720

ＡＢＲＳ５－２０8５+２×8５ ５本組

￥1,250特
価

コードNo. 319374
標準価格￥1,930

ＡＢＲＳ５－２110+２×110 ５本組

高硬度・高靭性！

￥２,２４０特
価

65. 土牛産業

コードNo. 321128 標準価格￥2,980
電工チゼルＮ型　０２７７０

叩いて使える貫通式！

●木材の溝堀り、軽天材の切断などの荒作業に最適！
●ダウンライトの開口作業に
●ボックス等の開口に

貫通式で叩ける柄尻 刃厚約6mm
落下防止コード取付穴付

180㎜180㎜

電工バケツ１個サービス特典

ベルト長さ調整機能付きベルト長さ調整機能付き

※特典の
　電工バケツ
※特典の
　電工バケツ

（W200×D125×H200mm）（W200×D125×H200mm）

天井裏・床下配線に！

48.マーベル

￥３,０００特
価

コードNo. 317595 標準価格￥5,000
全ネジソケット　ＭＺＲ－３４Ｓ

全長：73㎜
質量：130g
最大径：φ30㎜

・着脱がワンタッチ

・全ネジ・吊りボルトの
  ネジ山をつぶさずに、
  ネジ込み、取り外し
  （逆転）が可能。

W3/8・W1/2 兼用！

3

五 校

300300

ヘッドが可動式だから
使いやすさ抜群！

パイプ圧着機パイプ圧着機

ＩＳ－５０ＡＨＩＳ－５０ＡＨ

コードNo. 204025コードNo. 204025
標準価格￥120,000標準価格￥120,000

￥８４,０００特
価

ＩＳ－３０ＡＨＳＩＳ－３０ＡＨＳ

コードNo. 220522コードNo. 220522
標準価格￥90,000標準価格￥90,000

￥６３,０００特
価

自動芯出し機能付

過剰圧着防止装置付

・圧着能力：13A～30A

・圧着能力：13A～50A

78. 育良精機78. 育良精機

￥１３３,０００特
価

フロン回収機　ＴＡ１１０ＸＺ（ボンベ付）
コードNo. 317233 ボンベ付標準価格￥196,000
新冷媒・従来冷媒対応
衝撃の回収能力！

回収能力

２4０
ｇ／ｍｉｎ

コンプレッサー：750Wツインオイルレス

回収ボンベ２４Ｌ
（フロートセンサー付）

コードNo. 313310

＋

93．ＴＡＳＣＯ93．ＴＡＳＣＯ

真空度の計測から
漏れ検査まで
このポンプ一台で！

96. ＢＢＫ96. ＢＢＫ
デジタル計付小型真空ポンプ

・ステージ：２ステージ
・真空到達度：１５ミクロン
●液晶デジタル真空計を装備。ガス圧をかけてもゲージが
　破損することがありません。
●電磁弁式オイル逆流防止機能搭載　●ケース付

排気量：142L/分（50Hz）・170L/分（60Hz）
寸法：L395×W145×H257㎜　重量：15.9㎏

￥５５,０００特
価

コードNo. 317192　標準価格￥93,000

ＢＢ－２６０－ＳＶＣ

排気量：排気量：100L/分（50Hz)・113L/分（60Hz）
寸法：寸法：L337×W138×H244㎜　重量：10.5㎏

￥４３,０００特
価

コードNo. 317191　標準価格￥73,000

ＢＢ－２４０－ＳＶＣ

排気量：51L/分（50Hz)・57L/分（60Hz）
寸法：L318×W124×H234㎜　重量：8.5㎏

￥４０,０００特
価

コードNo. 317190　標準価格￥68,000

ＢＢ－２２０－ＳＶＣ

９０㎝ホース（黄色）×１本サービス特典

新型デジタルゲージを
装着してリニューアル！

専用ケース
×1ヶサービス

特
典￥２６,４００特

価

97．ＴＡＳＣＯ97．ＴＡＳＣＯ
コードNo. 321152 標準価格￥33,000
ツーステージ真空ポンプ ＴＡ１５０ＳＷ

コンパクト×高真空×高機能！

40L/min
排気量

3.3Pa（25ミクロン）
真空到達度

3.75kg
質量

160㎜160㎜

245㎜245㎜
100㎜100㎜

＜対応機器＞・ルームエアコン　・小型冷蔵機器
・小型パッケージエアコン
＜対応可能冷媒＞R12/R22/R502/R410a/R32/R404A/
R407C/R507A/R134a/R1234yf

ツーステージ
オイル逆流防止弁付

￥５６,５００特
価

コードNo. 237872 標準価格￥79,000
コードレスフレア ＲＦ－２０Ｓ

リチウムイオンバッテリー搭載！

Ｌｉ-ｉｏｎＬｉ-ｉｏｎ

ライナー5/8・3/4
各１個サービス

特
典

・加工能力：1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
　（※5/8、3/4はオプション）
・フレア形状：新冷媒２種対応
　（R410A対応）
・寸法：L131×W66×H214mm
・重量：1,345g（電池セット時）

１０．８Ｖ

99. ＲＥＸ99. ＲＥＸ 100. ＢＢＫ100. ＢＢＫ
軽量フレアツール　７００－ＤＰＣ
コードNo. 320793 標準価格¥28,000

作業がさらにスムーズに！

適合銅管：一般冷媒配管用銅管
フレア角度：45度フレア
サイズ：インチサイズ4穴仕様 1/4,3/8,1/2,5/8

￥１７,５００特
価

104．ＴＡＳＣＯ104．ＴＡＳＣＯ
Ｒ３２・Ｒ４１０Ａ用ボールバルブ式
デジタルシングルマニホールドキット
ＴＡ１２３ＤＧ－１

Ｒ３２・Ｒ４１０Ａ用ボールバルブ式
デジタルシングルマニホールドキット
ＴＡ１２３ＤＧ－１
コードNo. 311385
標準価格￥28,200
60Φデジタルゲージ採用！

・バックライト機能
・オートオフ機能
・バックライト機能
・オートオフ機能
《測定範囲》
-0.1～+5.0MPa

《測定範囲》
-0.1～+5.0MPa

《セット内容》
・92cmホース２本
・マニホールド
・収納ケース

特
価￥２１,２００

チャージバルブTA166ZA×１ケサービス特典

¥２２,４００特
価

105．ＴＡＳＣＯ105．ＴＡＳＣＯ
コードNo. 321153 標準価格¥28,000
チャージングスケール ＴＡ１０１ＣＢ

・分解能/ひょう量：5g/50kg(20kgボンベ対応)
・載台寸法：228×228mm
・電源：DC9V(006pアルカリ電池)

ハイコストパフォーマンスモデル！
●アラーム機能搭載
任意の設定値でアラームが
鳴動します。
●メモリー・演算機能搭載
3 データの演算が可能で、
演算機能により、記録した
データの合計値の呼び出し
が可能です。
●ゼロ設定(風袋引)機能付
風袋引きボタンを押すこと
により現在軽量台の質量が
0kgと表示されます

107.ＢＢＫ107.ＢＢＫ
フィックスレンチ　ＦＷ－１２３４Ｐフィックスレンチ　ＦＷ－１２３４Ｐ
コードNo. 322798 標準価格¥7,800

New

トルクレンチの２丁掛けに！

・適合サイズ…12・17・21・22・23・24mm
・本体重量：340g

¥５,４８０特
価

●トルクレンチ受け側専用レンチ
●パッケージエアコン室内機側ユニオン部の六角

固定用です

69．ＴＡＳＣＯ
多機能レンチ　ＴＡ８５４ＳＶ－８Ｓ多機能レンチ　ＴＡ８５４ＳＶ－８Ｓ
コードNo. 321949 標準価格¥7,500

設備工事作業にこの１本！

￥６,０００特
価

＜サイズ＞
ヘックスソケット

（8mm）
ノンスリップソケット

（10mm・12mm・13mm）
レースウェイソケット

（17mm）
蝶ネジソケット

（M5・M6共用）
六角軸6.35mm
ビットアダプター

独自形状の
ノンスリップソケットで、
なめたボルト・
ナットに使用可能！

360°回転
スイベルグリップ

74. リジッド74. リジッド

￥８,３００特
価

コードNo. 318443コードNo. 318443 標準価格￥9,800標準価格￥9,800
ＰＥ管カッタ１４３５Ｎ ＃２６８２１ＰＥ管カッタ１４３５Ｎ ＃２６８２１

・ポリ管・塩ビ管の切断に！
・親指でノブを押してリリース

トリガー握ってラクラク切断！

6～35mm

76. リジッド76. リジッド

￥７４,８００特
価

コードNo. 313961 標準価格￥93,600
陶管カッター ２３８－Ｐ ＃４２８７８

狭いスペースでの使用に
便利！

●手動かつバッテリー
式、ＡＣ電源式、もし
くはニューマティッ
ク式のインパクトド
ライバーでも使用で
きます。

　（定格トルクが 271N・
m以上のものをご使
用ください）

●陶 管、排 水 鋳 鉄 管、
セメント管の切断に。

●切断能力：2～ 8イン
チ（50～200㎜）

●全長：292㎜
●質量：6.1㎏

￥６９,０００特
価

塩ビパイプ挿入機 ＰＩＭ２００－Ｒ塩ビパイプ挿入機 ＰＩＭ２００－Ｒ
コードNo. 205188 標準価格￥115,060

●適応サイズ（呼び寸法）：
　75・100・125・150・200
●適応外形寸法：
　89・114・140・165・216mm
●質量：16kg

《対象管》
VP管（VW管）・HIVP管（HIVW管）・
VU管・ゴム輪継手（ゴム輪受口）・
TS継手（接着受口）・T形ダクタル鋳鉄管

パイプに傷をつけずに
挿入できます！

77. ヒット77. ヒット

86. ラソニック86. ラソニック

￥１１,０００特
価

かるパンチ君 ＮＦＴ－４６
コードNo. 234204 標準価格 オープン
１台で1/2”と3/4”のフレキ管に対応！

フレキ管先端の山
３つを出してセットし、
ハンマーで数回叩けば
ツバ出し完了！

89. キャッチャー89. キャッチャー
パラボラキャッチャー　ＰＡＸ－ＮＢパラボラキャッチャー　ＰＡＸ－ＮＢ
コードNo. 221489 標準価格¥26,600
BS CSアンテナ用のベランダ取付けポール

¥１８,８００特
価

・材料：ステンレス（＋鉄）
・アンテナ直径：40-50mm用
・製品重量：7.4kg

90. キャッチャー90. キャッチャー
パラボラキャッチャー　ＰＡＸ－ＮＴ－Ｋパラボラキャッチャー　ＰＡＸ－ＮＴ－Ｋ
コードNo. 208783 標準価格¥10,800
BS CSアンテナ用のコンクリート手すり取付け用

¥７,５８０特
価

・材料：溶融亜鉛メッキ鋼板
・仕上げ：静電塗装
・色：アイボリー(2.5Y8.5/1)
・アンテナ直径：40-50mm用
・製品重量：4.3kg/12.9kg

71. エンジニア71. エンジニア
ネジザウルスＷＰ　ＰＺ－６３
コードNo. 320941 標準価格¥3,600

水廻りの救世主！

ザルボ（持ち出しソケット）
回しに！（呼び13用）

●最大パイプ径φ41mmまで
●質量：410g

止水栓に！

小ネジ掴みに！
ケレップ取り外しに！

（呼び13用）

¥2,980特
価

257㎜257㎜

65㎜65㎜

102.ＢＢＫ102.ＢＢＫ
バルブマニホールドセット　ＥＶ－ＨＭＳバルブマニホールドセット　ＥＶ－ＨＭＳ
コードNo. 322799 標準価格¥25,000

New

超ミニサイズ！

¥１７,５００特
価

Ｒ３２／Ｒ４１０Ａ
●縦140mm×横130mmの超ミニサイズ

マニホールド！
●フックにマグネットが備わっており、室

外機等の金属部に付けて使用可能。
●赤・青のチャージングホースの先端には

コントロールバルブが標準装備！

70. トップ工業70. トップ工業
薄型ストレートモンキ薄型ストレートモンキ

New先端うすっ！
※HT-38

先端薄さわずか4.5mm！
薄いから2丁使いもできる！

ガタなしウォーム

￥3,6００特
価

ＨＴ－３８（口開き　0~38mm）
コードNo. 321729
標準価格￥6,000

￥３,１２０特
価

ＨＴ－３２（口開き　0~32mm）
コードNo. 321728
標準価格￥5,200

￥２,７００特
価

ＨＴ－２４（口開き　0~24mm）
コードNo. 321727
標準価格￥4,500

224224

72.ＭＣＣ72.ＭＣＣ
コーナーレンチアルミワイド　ＣＷＴＤＡ４５０コーナーレンチアルミワイド　ＣＷＴＤＡ４５０
コードNo. 321976 標準価格¥19,830

New薄型＆軽量！
歯幅18mm

短ニップルなど、
掴み幅の狭い材料の
締付けに大活躍！

・くわえられる管の呼び寸法：25A～50A
・口開き幅：33～70mm
・質量：1,110g

¥１１,９００特
価

73.ＭＣＣ73.ＭＣＣ
倍力レンチ　ＰＰＷ－１００倍力レンチ　ＰＰＷ－１００
コードNo. 204499 標準価格¥128,220

あなたの力を倍に！

・質量：レンチ5.5kg/バイス2.6kg

￥７７,０００特
価

149149

460460

くわえられる管の
呼び寸法

６５～１００Ａ
（外径７６～１１４mm）

●100Aの締め付けが一人でラクラク！
●倍力機構により、ハンドルは従来品（パイプレ
ンチ）の約半分。

●パイプレンチなど使用不能な狭所作業に最適
●一度セットすれば繰り返し作業可能。
　（但し被覆鋼管の使用は不可）

75. スーパーツール
スーパートング（植歯交換型）

業界初の植歯交換タイプ！

￥29,000特
価

ＳＴ２.５Ｐ
コードNo. 318841
標準価格￥39,140

￥15,850特
価

ＳＴ２Ｐ
コードNo. 318840
標準価格￥21,370

￥12,200特
価

ＳＴ１.５Ｐ
コードNo. 318839
標準価格￥16,440

品番

ＳＴ１.５Ｐ
ＳＴ２Ｐ

ＳＴ２.５Ｐ

10A～100A
20A～150A
25A～200A

17～120㎜
25～170㎜
34～230㎜

425㎜
510㎜
695㎜

1.8㎏
2.6㎏
5.3㎏

全長 質量
くわえられる管

呼び寸法 外径

パイプレンチ同様に
歯の交換が出来る！

87. スーパーツール

ラチェット式

フレキ管ツバ出し工具 ＴＨ４０６Ｒ
コードNo. 207522 標準価格￥30,510
ラチェットハンドル操作でフレキ管の
ツバ出しが、スピードアップ！

￥２１,５００特
価

水道用ステンレス鋼製
フレキシブル管

《適合チューブ管外径》
1/2（13mm）・3/4（20mm）

１台で２サイズの
フレキ管に対応！

80. 土牛産業

￥４０,０００特
価

コードNo. 317314 標準価格￥58,000
デジタル聴診棒　ＤＧ－０１

漏水音・異音を逃さずキャッチ！

●漏 水 箇 所から
伝播する微少な
音を聴き分け、漏
水位置の特定に。
●ベ アリン グ や
モーターなどの異
常音の大きさや音
質を聴き分け、
メンテナンスポイ
ントの特定に。

・電源：アルカリ9V電池
・入出力端子：マイク入力（φ3.5㎜モノラルミニジャック）

イヤホン出力（φ3.5㎜ステレオミニジャック）
REC出力（φ3.5㎜モノラルミニジャック）

商品内容
アルミ
ケース

イヤホン
マイク

伝導棒

アンプ

83.ＲＥＸ83.ＲＥＸ
Gラインスコープ　GLSGラインスコープ　GLS－2820
コードNo. 301164 標準価格￥260,000

28φカメラヘッド搭載！
録画機能を搭載し
静止画、動画の保存が可能。

￥１９８,０００特
価

・90°エルボ 2 箇所の通過（VU40）
が可能（管内の状態による）

・カメラヘッドは防水構造（IP68）で、
水中仕様もOK（水深10m）

・対角 150.8°の広角レンズを採用。
管壁もより鮮明に。

適応パイプ径
φ３0～110

ケーブル長
20m

コードNo. 226724 標準価格￥250,000
管内検査カメラバリュー・スコープⅡ

・適応管径：
  φ30㎜～φ100㎜
  （曲管φ40㎜～
  管内状況による）
・モニタ：
  ７インチ
  液晶カラーモニタ
・記録媒体：
  ＳＤカード
  （動画/静止画）
・カメラケーブル：
  20ｍ
  （グラスファイバー製）
・カメラヘッド：
  直径φ23㎜×長さ45㎜
・質量：11㎏

84. カンツール84. カンツール

￥199,0００特
価

85．ＲＥＸ
Ｇラインスコープ ＧＬＳ－３０３０
コードNo. 305433 標準価格￥660,000

￥４９５,０００

適応パイプ径適応パイプ径
φ３２～１１０φ３２～１１０

携帯に便利なオールインワン設計！

対角１６０°の
広角レンズ採用！

（水中９６°）

自動水平・録画機能を搭載し新登場！

超軽量！

特
価

・90°エルボ2箇所の
通過（φ40mm以上）
が可能

  （管内の状態による）
・カメラヘッドは

防水構造（IP68）で、
水中使用もOK

  （水深30m）

・90°エルボ2箇所の
  通過（φ40mm以上）
  が可能
  （管内の状態による）
・カメラヘッドは
  防水構造（IP68）で、
  水中使用もOK
  （水深30m）

108. 丸山製作所
エアコン洗浄機　MSW029M－AC－1エアコン洗浄機　MSW029M－AC－1
コードNo.313871　標準価格オープン
充実装備の
普及タイプ！

・吸水効率の高いユニフローポンプ搭載
・全閉外扇形モーター採用
・圧力調整に便利なワンタッチダイヤル
・吸水・吐出ホースの脱着に便利なワンタッチカプラー装備
・孫の手ノズル採用
寸法：L285×W225×H220mm　質量：8.5kg
ポンプ最高圧力：3.5Mpa（6段階調整）

￥5０,０００特
価

Ｒ３２・Ｒ４１０Ａ用マニホールドキット
ＳＡ－Ｒ３２
Ｒ３２・Ｒ４１０Ａ用マニホールドキット
ＳＡ－Ｒ３２
コードNo. 307105コードNo. 307105
標準価格 オープン標準価格 オープン

￥１３，５００特
価

《セット内容》
・92cmホース３本
・マニホールド
・アルミケース

101．ＦＵＳＯ101．ＦＵＳＯ

特
価

デジタルシングルマニホールドキットＳＡ－ＤＧデジタルシングルマニホールドキットＳＡ－ＤＧ
コードNo. 301624コードNo. 301624 標準価格 オープン標準価格 オープン

主要冷媒を完全網羅！
今話題の新冷媒 R32・R1234yf 対応！

￥１９，８００
バック

ライト付

防滴ゲージ防滴ゲージ

超やわらか高耐圧性
４層構造チャージホース
超やわらか高耐圧性
４層構造チャージホース

高級
アルミケース
高級
アルミケース

《測定範囲》
-0.1～+5.0MPa

《測定範囲》
-0.1～+5.0MPa

103．ＦＵＳＯ103．ＦＵＳＯ

￥18,000特
価

106．ロビネア
チャージングスケール
ＴＩＦ９０２０Ａ－Ｊ

コードNo. 305171
標準価格￥30,000

軽量型＆
省スペース！ 操作が簡単な

シンプル設計！
・精度：±0.5%
・電源：9V電池
・表示分解能力：4g or 20g

・精度：±0.5%
・電源：9V電池
・表示分解能力：4g or 20g

最大計量値最大計量値

１００ｋｇ１００ｋｇ

※10/1以降の
　価格です。

シリンダーを装着した
700-DPAの進化版！
加工時のロックを防止し、
スムーズなフレア加工作業
が行えます。

81.ＭＣＣ81.ＭＣＣ

￥１２８,０００特
価

高速ＳＵＳ管カッター
ＥＨＣ６０ＲＵＳ
コードNo. 234273
標準価格￥187,170

薄肉の各種
パイプ切断に最適！

60mmステンレス管を
10秒で切断！

内面取り用コーンリーマ
を内蔵！その場で切断、
その場で面取り！

パイプサポートウレタンローラー
EHCS60U×1個サービス

特
典

92．ロビネア
フロン回収機 ＲＧ３０００Ｊフロン回収機 ＲＧ３０００Ｊ
コードNo. 301622 標準価格￥99,700
ビックリするくらいコンパクトで
収納・持ち運びが簡単！

￥59,800特
価

《本体寸法》
240×175×320mm

《適応冷媒》
R12/22/500/502/
134a/404A/404C/
410A/507A

軽量８ｋｇで
持ち運びがラク！ 回収能力

１２０
ｇ／ｍｉｎ

95. アサダ95. アサダ
真空ポンプ　1.８ＣＦＭＥＣＯ真空ポンプ　1.８ＣＦＭＥＣＯ
コードNo. 233722 標準価格¥31,000

New
小型真空ポンプの決定版！

・排気速度：42L/分(50Hz)
                50L/分(60Hz)
・真空度：25ミクロン
・モータ：100V・200W
・質量：5.0kg
・オイル量：150ml
・吸入ポート：1/4""、5/16""
                   (フレアオス)

¥２３,８００特
価

限定

台50
ポンプケース×1個サービス特典

φ４０～１００㎜
適応管径

２２ｍ
ケーブル長

タッチパネル
モニター

小型カメラヘッド
ヘッド径２５㎜

82. アサダ

￥２２３,８００特
価

コードNo. 319483 標準価格￥294,000
ロースコープｉ２５２２ Ｒ１０８６０

コンパクトで作業性抜群！

Ｗｉ－Ｆｉで簡単転送！

フロン回収機エコセーバーV240SP ES640

￥１３３,０００特
価

コードNo. 316652 ボンベ付標準価格￥196,000
特定不活性ガス対応の新製品！
回収速度240g/min達成！

回収ボンベ２４Ｌ
（フロートセンサー付）

コードNo. 207399

＋
高速・高冷却・高寿命！

回収能力

２４０
ｇ／ｍｉｎ

R32対応

94. アサダ

79.キヨーワ

特
価￥４１,４００

電動テストポンプ ＫＹ－２０Ａ
コードNo. 121023コードNo. 121023 標準価格￥56,000標準価格￥56,000
電動式オイルレスポンプ！
・寸法：W210×D230×H210mm
・吐出量：3.5L/min
・最高圧力：3.5MPa
・出力：0.2kW 小型軽量！

特
価￥８,５００

88.トップ工業
エアコン用ダクトカッター
ＤＣ－１００Ｍ
コードNo. 225834 標準価格￥14,150

返りバリが出ないから
作業効率アップ！

INABA製新型エアコン用MDダクトに対応
MD－751、MD－851を2枚（底部、フタ部）重ねて同時切断
(MD－751・MD－851/LD－70・LD－90/SD－66・SD－77・
SD－100)を切断できます※MD－75N・MD－85には対応しておりません。

エアコン用樹脂製配管化粧カバーの切断に！

切り口スッキリ！

91. アサダ
（品番：ＬＤ３１６）

赤外線式リークディテクター
ＬＤ３１６
コードNo. 307221
標準価格￥49,800

￥３９，８００特
価

高性能・高感度
赤外線式リークセンサー搭載！
誤検知が少なく長寿命！

感度
３ｇ／年

フロン Ｒ３２
冷媒対応

ＨＦＯ
１２３４ｙｆ

・ピークホールド
・自動感度切替モード
・ＣＭモード
・プローブ先端にLEDライト整備

アラームの
ＯＮ／ＯＦＦ
切替可能

￥66,8００特
価

コードNo. 310634 標準価格￥108,500
エアコンサービスキット ＥＳＫ－ＮＳＳ２

《セット内容》
・真空ポンプBB-210H
・コントロールバルブ A44000S
・軽量型フレアリングツール700-FN
・ラチェットトルクレンチセット
  （2分3分）RTQS
・チューブカッターTC-320T
・リーマ211-F
ケースT3AA-S

《セット内容》
・真空ポンプBB-210H
・コントロールバルブ A44000S
・軽量型フレアリングツール700-FN
・ラチェットトルクレンチセット
  （2分3分）RTQS
・チューブカッターTC-320T
・リーマ211-F
ケースT3AA-S

98. ＢＢＫ

限定

台50
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300300

ヘッドが可動式だから
使いやすさ抜群！

パイプ圧着機パイプ圧着機

ＩＳ－５０ＡＨＩＳ－５０ＡＨ

コードNo. 204025コードNo. 204025
標準価格￥120,000標準価格￥120,000

￥８４,０００特
価

ＩＳ－３０ＡＨＳＩＳ－３０ＡＨＳ

コードNo. 220522コードNo. 220522
標準価格￥90,000標準価格￥90,000

￥６３,０００特
価

自動芯出し機能付

過剰圧着防止装置付

・圧着能力：13A～30A

・圧着能力：13A～50A

78. 育良精機78. 育良精機

￥１３３,０００特
価

フロン回収機　ＴＡ１１０ＸＺ（ボンベ付）
コードNo. 317233 ボンベ付標準価格￥196,000
新冷媒・従来冷媒対応
衝撃の回収能力！

回収能力

２4０
ｇ／ｍｉｎ

コンプレッサー：750Wツインオイルレス

回収ボンベ２４Ｌ
（フロートセンサー付）

コードNo. 313310

＋

93．ＴＡＳＣＯ93．ＴＡＳＣＯ

真空度の計測から
漏れ検査まで
このポンプ一台で！

96. ＢＢＫ96. ＢＢＫ
デジタル計付小型真空ポンプ

・ステージ：２ステージ
・真空到達度：１５ミクロン
●液晶デジタル真空計を装備。ガス圧をかけてもゲージが
　破損することがありません。
●電磁弁式オイル逆流防止機能搭載　●ケース付

排気量：142L/分（50Hz）・170L/分（60Hz）
寸法：L395×W145×H257㎜　重量：15.9㎏

￥５５,０００特
価

コードNo. 317192　標準価格￥93,000

ＢＢ－２６０－ＳＶＣ

排気量：排気量：100L/分（50Hz)・113L/分（60Hz）
寸法：寸法：L337×W138×H244㎜　重量：10.5㎏

￥４３,０００特
価

コードNo. 317191　標準価格￥73,000

ＢＢ－２４０－ＳＶＣ

排気量：51L/分（50Hz)・57L/分（60Hz）
寸法：L318×W124×H234㎜　重量：8.5㎏

￥４０,０００特
価

コードNo. 317190　標準価格￥68,000

ＢＢ－２２０－ＳＶＣ

９０㎝ホース（黄色）×１本サービス特典

新型デジタルゲージを
装着してリニューアル！

専用ケース
×1ヶサービス

特
典￥２６,４００特

価

97．ＴＡＳＣＯ97．ＴＡＳＣＯ
コードNo. 321152 標準価格￥33,000
ツーステージ真空ポンプ ＴＡ１５０ＳＷ

コンパクト×高真空×高機能！

40L/min
排気量

3.3Pa（25ミクロン）
真空到達度

3.75kg
質量

160㎜160㎜

245㎜245㎜
100㎜100㎜

＜対応機器＞・ルームエアコン　・小型冷蔵機器
・小型パッケージエアコン
＜対応可能冷媒＞R12/R22/R502/R410a/R32/R404A/
R407C/R507A/R134a/R1234yf

ツーステージ
オイル逆流防止弁付

￥５６,５００特
価

コードNo. 237872 標準価格￥79,000
コードレスフレア ＲＦ－２０Ｓ

リチウムイオンバッテリー搭載！

Ｌｉ-ｉｏｎＬｉ-ｉｏｎ

ライナー5/8・3/4
各１個サービス

特
典

・加工能力：1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
　（※5/8、3/4はオプション）
・フレア形状：新冷媒２種対応
　（R410A対応）
・寸法：L131×W66×H214mm
・重量：1,345g（電池セット時）

１０．８Ｖ

99. ＲＥＸ99. ＲＥＸ 100. ＢＢＫ100. ＢＢＫ
軽量フレアツール　７００－ＤＰＣ
コードNo. 320793 標準価格¥28,000

作業がさらにスムーズに！

適合銅管：一般冷媒配管用銅管
フレア角度：45度フレア
サイズ：インチサイズ4穴仕様 1/4,3/8,1/2,5/8

￥１７,５００特
価

104．ＴＡＳＣＯ104．ＴＡＳＣＯ
Ｒ３２・Ｒ４１０Ａ用ボールバルブ式
デジタルシングルマニホールドキット
ＴＡ１２３ＤＧ－１

Ｒ３２・Ｒ４１０Ａ用ボールバルブ式
デジタルシングルマニホールドキット
ＴＡ１２３ＤＧ－１
コードNo. 311385
標準価格￥28,200
60Φデジタルゲージ採用！

・バックライト機能
・オートオフ機能
・バックライト機能
・オートオフ機能
《測定範囲》
-0.1～+5.0MPa

《測定範囲》
-0.1～+5.0MPa

《セット内容》
・92cmホース２本
・マニホールド
・収納ケース

特
価￥２１,２００

チャージバルブTA166ZA×１ケサービス特典

¥２２,４００特
価

105．ＴＡＳＣＯ105．ＴＡＳＣＯ
コードNo. 321153 標準価格¥28,000
チャージングスケール ＴＡ１０１ＣＢ

・分解能/ひょう量：5g/50kg(20kgボンベ対応)
・載台寸法：228×228mm
・電源：DC9V(006pアルカリ電池)

ハイコストパフォーマンスモデル！
●アラーム機能搭載
任意の設定値でアラームが
鳴動します。
●メモリー・演算機能搭載
3 データの演算が可能で、
演算機能により、記録した
データの合計値の呼び出し
が可能です。
●ゼロ設定(風袋引)機能付
風袋引きボタンを押すこと
により現在軽量台の質量が
0kgと表示されます

107.ＢＢＫ107.ＢＢＫ
フィックスレンチ　ＦＷ－１２３４Ｐフィックスレンチ　ＦＷ－１２３４Ｐ
コードNo. 322798 標準価格¥7,800

New

トルクレンチの２丁掛けに！

・適合サイズ…12・17・21・22・23・24mm
・本体重量：340g

¥５,４８０特
価

●トルクレンチ受け側専用レンチ
●パッケージエアコン室内機側ユニオン部の六角

固定用です

69．ＴＡＳＣＯ
多機能レンチ　ＴＡ８５４ＳＶ－８Ｓ多機能レンチ　ＴＡ８５４ＳＶ－８Ｓ
コードNo. 321949 標準価格¥7,500

設備工事作業にこの１本！

￥６,０００特
価

＜サイズ＞
ヘックスソケット

（8mm）
ノンスリップソケット

（10mm・12mm・13mm）
レースウェイソケット

（17mm）
蝶ネジソケット

（M5・M6共用）
六角軸6.35mm
ビットアダプター

独自形状の
ノンスリップソケットで、
なめたボルト・
ナットに使用可能！

360°回転
スイベルグリップ

74. リジッド74. リジッド

￥８,３００特
価

コードNo. 318443コードNo. 318443 標準価格￥9,800標準価格￥9,800
ＰＥ管カッタ１４３５Ｎ ＃２６８２１ＰＥ管カッタ１４３５Ｎ ＃２６８２１

・ポリ管・塩ビ管の切断に！
・親指でノブを押してリリース

トリガー握ってラクラク切断！

6～35mm

76. リジッド76. リジッド

￥７４,８００特
価

コードNo. 313961 標準価格￥93,600
陶管カッター ２３８－Ｐ ＃４２８７８

狭いスペースでの使用に
便利！

●手動かつバッテリー
式、ＡＣ電源式、もし
くはニューマティッ
ク式のインパクトド
ライバーでも使用で
きます。

　（定格トルクが 271N・
m以上のものをご使
用ください）

●陶 管、排 水 鋳 鉄 管、
セメント管の切断に。

●切断能力：2～ 8イン
チ（50～200㎜）

●全長：292㎜
●質量：6.1㎏

￥６９,０００特
価

塩ビパイプ挿入機 ＰＩＭ２００－Ｒ塩ビパイプ挿入機 ＰＩＭ２００－Ｒ
コードNo. 205188 標準価格￥115,060

●適応サイズ（呼び寸法）：
　75・100・125・150・200
●適応外形寸法：
　89・114・140・165・216mm
●質量：16kg

《対象管》
VP管（VW管）・HIVP管（HIVW管）・
VU管・ゴム輪継手（ゴム輪受口）・
TS継手（接着受口）・T形ダクタル鋳鉄管

パイプに傷をつけずに
挿入できます！

77. ヒット77. ヒット

86. ラソニック86. ラソニック

￥１１,０００特
価

かるパンチ君 ＮＦＴ－４６
コードNo. 234204 標準価格 オープン
１台で1/2”と3/4”のフレキ管に対応！

フレキ管先端の山
３つを出してセットし、
ハンマーで数回叩けば
ツバ出し完了！

89. キャッチャー89. キャッチャー
パラボラキャッチャー　ＰＡＸ－ＮＢパラボラキャッチャー　ＰＡＸ－ＮＢ
コードNo. 221489 標準価格¥26,600
BS CSアンテナ用のベランダ取付けポール

¥１８,８００特
価

・材料：ステンレス（＋鉄）
・アンテナ直径：40-50mm用
・製品重量：7.4kg

90. キャッチャー90. キャッチャー
パラボラキャッチャー　ＰＡＸ－ＮＴ－Ｋパラボラキャッチャー　ＰＡＸ－ＮＴ－Ｋ
コードNo. 208783 標準価格¥10,800
BS CSアンテナ用のコンクリート手すり取付け用

¥７,５８０特
価

・材料：溶融亜鉛メッキ鋼板
・仕上げ：静電塗装
・色：アイボリー(2.5Y8.5/1)
・アンテナ直径：40-50mm用
・製品重量：4.3kg/12.9kg

71. エンジニア71. エンジニア
ネジザウルスＷＰ　ＰＺ－６３
コードNo. 320941 標準価格¥3,600

水廻りの救世主！

ザルボ（持ち出しソケット）
回しに！（呼び13用）

●最大パイプ径φ41mmまで
●質量：410g

止水栓に！

小ネジ掴みに！
ケレップ取り外しに！

（呼び13用）

¥2,980特
価

257㎜257㎜

65㎜65㎜

102.ＢＢＫ102.ＢＢＫ
バルブマニホールドセット　ＥＶ－ＨＭＳバルブマニホールドセット　ＥＶ－ＨＭＳ
コードNo. 322799 標準価格¥25,000

New

超ミニサイズ！

¥１７,５００特
価

Ｒ３２／Ｒ４１０Ａ
●縦140mm×横130mmの超ミニサイズ

マニホールド！
●フックにマグネットが備わっており、室

外機等の金属部に付けて使用可能。
●赤・青のチャージングホースの先端には

コントロールバルブが標準装備！

70. トップ工業70. トップ工業
薄型ストレートモンキ薄型ストレートモンキ

New先端うすっ！
※HT-38

先端薄さわずか4.5mm！
薄いから2丁使いもできる！

ガタなしウォーム

￥3,6００特
価

ＨＴ－３８（口開き　0~38mm）
コードNo. 321729
標準価格￥6,000

￥３,１２０特
価

ＨＴ－３２（口開き　0~32mm）
コードNo. 321728
標準価格￥5,200

￥２,７００特
価

ＨＴ－２４（口開き　0~24mm）
コードNo. 321727
標準価格￥4,500

224224

72.ＭＣＣ72.ＭＣＣ
コーナーレンチアルミワイド　ＣＷＴＤＡ４５０コーナーレンチアルミワイド　ＣＷＴＤＡ４５０
コードNo. 321976 標準価格¥19,830

New薄型＆軽量！
歯幅18mm

短ニップルなど、
掴み幅の狭い材料の
締付けに大活躍！

・くわえられる管の呼び寸法：25A～50A
・口開き幅：33～70mm
・質量：1,110g

¥１１,９００特
価

73.ＭＣＣ73.ＭＣＣ
倍力レンチ　ＰＰＷ－１００倍力レンチ　ＰＰＷ－１００
コードNo. 204499 標準価格¥128,220

あなたの力を倍に！

・質量：レンチ5.5kg/バイス2.6kg

￥７７,０００特
価

149149

460460

くわえられる管の
呼び寸法

６５～１００Ａ
（外径７６～１１４mm）

●100Aの締め付けが一人でラクラク！
●倍力機構により、ハンドルは従来品（パイプレ
ンチ）の約半分。

●パイプレンチなど使用不能な狭所作業に最適
●一度セットすれば繰り返し作業可能。
　（但し被覆鋼管の使用は不可）

75. スーパーツール
スーパートング（植歯交換型）

業界初の植歯交換タイプ！

￥29,000特
価

ＳＴ２.５Ｐ
コードNo. 318841
標準価格￥39,140

￥15,850特
価

ＳＴ２Ｐ
コードNo. 318840
標準価格￥21,370

￥12,200特
価

ＳＴ１.５Ｐ
コードNo. 318839
標準価格￥16,440

品番

ＳＴ１.５Ｐ
ＳＴ２Ｐ

ＳＴ２.５Ｐ

10A～100A
20A～150A
25A～200A

17～120㎜
25～170㎜
34～230㎜

425㎜
510㎜
695㎜

1.8㎏
2.6㎏
5.3㎏

全長 質量
くわえられる管

呼び寸法 外径

パイプレンチ同様に
歯の交換が出来る！

87. スーパーツール

ラチェット式

フレキ管ツバ出し工具 ＴＨ４０６Ｒ
コードNo. 207522 標準価格￥30,510
ラチェットハンドル操作でフレキ管の
ツバ出しが、スピードアップ！

￥２１,５００特
価

水道用ステンレス鋼製
フレキシブル管

《適合チューブ管外径》
1/2（13mm）・3/4（20mm）

１台で２サイズの
フレキ管に対応！

80. 土牛産業

￥４０,０００特
価

コードNo. 317314 標準価格￥58,000
デジタル聴診棒　ＤＧ－０１

漏水音・異音を逃さずキャッチ！

●漏 水 箇 所から
伝播する微少な
音を聴き分け、漏
水位置の特定に。
●ベ アリン グ や
モーターなどの異
常音の大きさや音
質を聴き分け、
メンテナンスポイ
ントの特定に。

・電源：アルカリ9V電池
・入出力端子：マイク入力（φ3.5㎜モノラルミニジャック）

イヤホン出力（φ3.5㎜ステレオミニジャック）
REC出力（φ3.5㎜モノラルミニジャック）

商品内容
アルミ
ケース

イヤホン
マイク

伝導棒

アンプ

83.ＲＥＸ83.ＲＥＸ
Gラインスコープ　GLSGラインスコープ　GLS－2820
コードNo. 301164 標準価格￥260,000

28φカメラヘッド搭載！
録画機能を搭載し
静止画、動画の保存が可能。

￥１９８,０００特
価

・90°エルボ 2 箇所の通過（VU40）
が可能（管内の状態による）

・カメラヘッドは防水構造（IP68）で、
水中仕様もOK（水深10m）

・対角 150.8°の広角レンズを採用。
管壁もより鮮明に。

適応パイプ径
φ３0～110

ケーブル長
20m

コードNo. 226724 標準価格￥250,000
管内検査カメラバリュー・スコープⅡ

・適応管径：
  φ30㎜～φ100㎜
  （曲管φ40㎜～
  管内状況による）
・モニタ：
  ７インチ
  液晶カラーモニタ
・記録媒体：
  ＳＤカード
  （動画/静止画）
・カメラケーブル：
  20ｍ
  （グラスファイバー製）
・カメラヘッド：
  直径φ23㎜×長さ45㎜
・質量：11㎏

84. カンツール84. カンツール

￥199,0００特
価

85．ＲＥＸ
Ｇラインスコープ ＧＬＳ－３０３０
コードNo. 305433 標準価格￥660,000

￥４９５,０００

適応パイプ径適応パイプ径
φ３２～１１０φ３２～１１０

携帯に便利なオールインワン設計！

対角１６０°の
広角レンズ採用！

（水中９６°）

自動水平・録画機能を搭載し新登場！

超軽量！

特
価

・90°エルボ2箇所の
通過（φ40mm以上）
が可能

  （管内の状態による）
・カメラヘッドは

防水構造（IP68）で、
水中使用もOK

  （水深30m）

・90°エルボ2箇所の
  通過（φ40mm以上）
  が可能
  （管内の状態による）
・カメラヘッドは
  防水構造（IP68）で、
  水中使用もOK
  （水深30m）

108. 丸山製作所
エアコン洗浄機　MSW029M－AC－1エアコン洗浄機　MSW029M－AC－1
コードNo.313871　標準価格オープン
充実装備の
普及タイプ！

・吸水効率の高いユニフローポンプ搭載
・全閉外扇形モーター採用
・圧力調整に便利なワンタッチダイヤル
・吸水・吐出ホースの脱着に便利なワンタッチカプラー装備
・孫の手ノズル採用
寸法：L285×W225×H220mm　質量：8.5kg
ポンプ最高圧力：3.5Mpa（6段階調整）

￥5０,０００特
価

Ｒ３２・Ｒ４１０Ａ用マニホールドキット
ＳＡ－Ｒ３２
Ｒ３２・Ｒ４１０Ａ用マニホールドキット
ＳＡ－Ｒ３２
コードNo. 307105コードNo. 307105
標準価格 オープン標準価格 オープン

￥１３，５００特
価

《セット内容》
・92cmホース３本
・マニホールド
・アルミケース

101．ＦＵＳＯ101．ＦＵＳＯ

特
価

デジタルシングルマニホールドキットＳＡ－ＤＧデジタルシングルマニホールドキットＳＡ－ＤＧ
コードNo. 301624コードNo. 301624 標準価格 オープン標準価格 オープン

主要冷媒を完全網羅！
今話題の新冷媒 R32・R1234yf 対応！

￥１９，８００
バック

ライト付

防滴ゲージ防滴ゲージ

超やわらか高耐圧性
４層構造チャージホース
超やわらか高耐圧性
４層構造チャージホース

高級
アルミケース
高級
アルミケース

《測定範囲》
-0.1～+5.0MPa

《測定範囲》
-0.1～+5.0MPa

103．ＦＵＳＯ103．ＦＵＳＯ

￥18,000特
価

106．ロビネア
チャージングスケール
ＴＩＦ９０２０Ａ－Ｊ

コードNo. 305171
標準価格￥30,000

軽量型＆
省スペース！ 操作が簡単な

シンプル設計！
・精度：±0.5%
・電源：9V電池
・表示分解能力：4g or 20g

・精度：±0.5%
・電源：9V電池
・表示分解能力：4g or 20g

最大計量値最大計量値

１００ｋｇ１００ｋｇ

※10/1以降の
　価格です。

シリンダーを装着した
700-DPAの進化版！
加工時のロックを防止し、
スムーズなフレア加工作業
が行えます。

81.ＭＣＣ81.ＭＣＣ

￥１２８,０００特
価

高速ＳＵＳ管カッター
ＥＨＣ６０ＲＵＳ
コードNo. 234273
標準価格￥187,170

薄肉の各種
パイプ切断に最適！

60mmステンレス管を
10秒で切断！

内面取り用コーンリーマ
を内蔵！その場で切断、
その場で面取り！

パイプサポートウレタンローラー
EHCS60U×1個サービス

特
典

92．ロビネア
フロン回収機 ＲＧ３０００Ｊフロン回収機 ＲＧ３０００Ｊ
コードNo. 301622 標準価格￥99,700
ビックリするくらいコンパクトで
収納・持ち運びが簡単！

￥59,800特
価

《本体寸法》
240×175×320mm

《適応冷媒》
R12/22/500/502/
134a/404A/404C/
410A/507A

軽量８ｋｇで
持ち運びがラク！ 回収能力

１２０
ｇ／ｍｉｎ

95. アサダ95. アサダ
真空ポンプ　1.８ＣＦＭＥＣＯ真空ポンプ　1.８ＣＦＭＥＣＯ
コードNo. 233722 標準価格¥31,000

New
小型真空ポンプの決定版！

・排気速度：42L/分(50Hz)
                50L/分(60Hz)
・真空度：25ミクロン
・モータ：100V・200W
・質量：5.0kg
・オイル量：150ml
・吸入ポート：1/4""、5/16""
                   (フレアオス)

¥２３,８００特
価

限定

台50
ポンプケース×1個サービス特典

φ４０～１００㎜
適応管径

２２ｍ
ケーブル長

タッチパネル
モニター

小型カメラヘッド
ヘッド径２５㎜

82. アサダ

￥２２３,８００特
価

コードNo. 319483 標準価格￥294,000
ロースコープｉ２５２２ Ｒ１０８６０

コンパクトで作業性抜群！

Ｗｉ－Ｆｉで簡単転送！

フロン回収機エコセーバーV240SP ES640

￥１３３,０００特
価

コードNo. 316652 ボンベ付標準価格￥196,000
特定不活性ガス対応の新製品！
回収速度240g/min達成！

回収ボンベ２４Ｌ
（フロートセンサー付）

コードNo. 207399

＋
高速・高冷却・高寿命！

回収能力

２４０
ｇ／ｍｉｎ

R32対応

94. アサダ

79.キヨーワ

特
価￥４１,４００

電動テストポンプ ＫＹ－２０Ａ
コードNo. 121023コードNo. 121023 標準価格￥56,000標準価格￥56,000
電動式オイルレスポンプ！
・寸法：W210×D230×H210mm
・吐出量：3.5L/min
・最高圧力：3.5MPa
・出力：0.2kW 小型軽量！

特
価￥８,５００

88.トップ工業
エアコン用ダクトカッター
ＤＣ－１００Ｍ
コードNo. 225834 標準価格￥14,150

返りバリが出ないから
作業効率アップ！

INABA製新型エアコン用MDダクトに対応
MD－751、MD－851を2枚（底部、フタ部）重ねて同時切断
(MD－751・MD－851/LD－70・LD－90/SD－66・SD－77・
SD－100)を切断できます※MD－75N・MD－85には対応しておりません。

エアコン用樹脂製配管化粧カバーの切断に！

切り口スッキリ！

91. アサダ
（品番：ＬＤ３１６）

赤外線式リークディテクター
ＬＤ３１６
コードNo. 307221
標準価格￥49,800

￥３９，８００特
価

高性能・高感度
赤外線式リークセンサー搭載！
誤検知が少なく長寿命！

感度
３ｇ／年

フロン Ｒ３２
冷媒対応

ＨＦＯ
１２３４ｙｆ

・ピークホールド
・自動感度切替モード
・ＣＭモード
・プローブ先端にLEDライト整備

アラームの
ＯＮ／ＯＦＦ
切替可能

￥66,8００特
価

コードNo. 310634 標準価格￥108,500
エアコンサービスキット ＥＳＫ－ＮＳＳ２

《セット内容》
・真空ポンプBB-210H
・コントロールバルブ A44000S
・軽量型フレアリングツール700-FN
・ラチェットトルクレンチセット
  （2分3分）RTQS
・チューブカッターTC-320T
・リーマ211-F
ケースT3AA-S

《セット内容》
・真空ポンプBB-210H
・コントロールバルブ A44000S
・軽量型フレアリングツール700-FN
・ラチェットトルクレンチセット
  （2分3分）RTQS
・チューブカッターTC-320T
・リーマ211-F
ケースT3AA-S

98. ＢＢＫ

限定

台50
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109．ユニカ

￥９,８００特
価

コードNo. 315052 標準価格￥27,900
ユニコンアンカーバケツセット ＵＢ－２１

大好評クイックホルダービット付属！

【内容】
・ユニコンアンカー　UC－3030B×500本
・クイックホルダービット　UC－3030－SDS×1本

専用ビットで、下穴径・深さを間違えない！
打込みホルダーはＯリング機構で確実ロック！
クロス刃でデッキプレートも真円に近い穴あけ！

ラクに
安全施工！

110．ＫＦＣ

￥７,５００特
価

ＨＩＦ３８３０容器セット（５００本入）
コードNo. 221781 標準価格 オープン

５００本入

配管・ダクト等
天井用アンカー
として最適！
W3/8×30（500本）

下穴径：12.5mm

111. サンコーテクノ

￥12,8００特
価

コードNo. 318016 標準価格￥21,200
ＳＧＴ３０３０＋ドリル付アンカーセット・１００本

お得なドリル付セット！

ステンレス製のめねじアンカー
ＳＧＴ－３０３０×１００本

ＳＤＳビット１２.５㎜
ＰＷＬ－１２.５×１６５Ｐ
１本付

112. 大阪ファスニング

￥３,９００特
価

コードNo. 333389 標準価格￥6,600

トリオンＡＬＣ雌ネジアンカ
ＴＲ－３８６５

下穴不要のＡＬＣ用雌ねじアンカー！

全長56mm

ネジ径3/8

30本入

内部コーン打ち込み式アンカー用の打ち込み棒を
使用すれば、ハンマードリルで打ち込み可能です

（回転を止めて打撃のみでご使用ください）

113．Ｆ＆Ｍ

￥１,８２０特
価

￥１,７２０特
価

￥１,５８０特
価

ボードアンカー

Ａ４０９
コードNo. 128982
標準価格￥2,250
Ａ４１６
コードNo. 128990
標準価格￥2,450
Ａ４２３
コードNo. 129002
標準価格￥2,600

化粧合板壁面用
に最適！

５０本入

収
納
便利

！コンテナボックス
入

※普通石こうボード
（GB－R）対応￥１２,６００特

価

らくらくボードアンカー
ＲＢＡ４１２ＣＢ（５００本入）
コードNo. 300675 標準価格￥21,000
特殊先端形状採用！
ドライバー１本で穴あけ、
ボードアンカーの開脚が可能！

５００本入

下穴不要！

114．若井産業

116. 若井産業

￥１,５８０特
価
特
価

￥２,９８０特
価

かべロックスケルトン

コードNo. 313834
標準価格￥4,300

LST36HP
ホルダーパック（100本入り）

コードNo. 313836
標準価格￥2,300

LST36VP
バリューパック（50本入り）

きれいな仕上がり

※100本入りホルダーパック※100本入りホルダーパック

・小さな頭（12mm）ではみ出しにくい
・透明ボディ
・専用ドリル付（下穴が必要な場合にご使用ください）

太いねじでも共回りしにくい
３～６㎜径の
タッピングねじに対応！

122. ＯＭＩ

￥９,２４０特
価

￥６,６００特
価

スパイラルタケノコドリル
穴あけスピード2倍以上！
寿命3倍以上！

４０％
ＯＦＦ

ＴＫＳ４２２ＥＧ
コードNo. 220581
標準価格￥15,400

ＴＫＳ４１２ＥＧ
コードNo. 220580
標準価格￥11,000

《穴あけサイズ》
・TKS412EG：4～12mmφ
・TKS422EG：4～22mmφ

コバルトハイス＆
チタンコーティング

・シャンク ：6.35 六角軸

刃寿命
＆切れ味
格段に向上！

129. ヒシゼット129. ヒシゼット

開口作業に最適！

コンパネや石膏ボードの開口作業に！

￥９８０特
価

刃渡りが短く（50㎜）、壁内の配線を
キズつけません。
1パック3枚入り

レシプロ替刃 挽きまわし用５０Ｐ１.６
コードNo. 315211 標準価格￥1,640

￥2,42０特
価

ＧＯ１６１８Ｒ（全長１６０㎜）5 枚入
コードNo. 210143
標準価格￥4,400

￥3,03０特
価

ＧＯ２０１８Ｒ（全長２００㎜）5 枚入
コードNo. 210145
標準価格￥5,500

￥3,52０特
価

ＧＯＬＤ２５１８Ｒ（全長２５０㎜）5 枚入
コードNo. 210147
標準価格￥6,400

￥3,96０特
価

ＧＯＬＤ３０１８Ｒ（全長３００㎜）5 枚入
コードNo. 210149
標準価格￥7,200

130. 河部鋸刃
レシプロソーブレードＧＯＬＤ

ロングセラー商品！
●刃先はコバルトハイス
●ステンレスなどの難削材の切削に最適！

18山

128. ユニカ
充電ダイヤコアビット「セミドライ」

位置決めガイドＶ　ＤＪＷ－ＰＧＤ－Ｖ

コア取りも簡単！

コードNo. 313616 標準価格￥3,200

￥２,２４０特
価

DJW－15.0×60S
コードNo. 313610
標準価格￥6,600 ￥4,620特

価
DJW－25.0×76S
コードNo. 313612
標準価格￥8,800 ￥6,160特

価
DJW－32.0×76S
コードNo. 313614
標準価格￥9,800 ￥6,860特

価
DJW－35.0×76S
コードNo. 313615
標準価格￥9,900 ￥6,930特

価

￥3,500DJW－5.0×60S
コードNo. 310614
標準価格￥5,000

特
価

DJW－6.0×60S
コードNo. 310615
標準価格￥5,000 ￥3,500特

価
DJW－8.0×60S
コードNo. 310618
標準価格￥5,300 ￥3,710特

価
DJW－10.0×60S
コードNo. 310619
標準価格￥5,800 ￥4,060特

価

硬質・石材・磁器タイル用

ビット先端に付属の
「セミドライワックス」を塗布するだけ！

セラミックタイルを水なし穿孔！

《適合電動機》
インパクトドライバー、充電ドライバー、電気ドリル
※振動ドリルではご使用になれません。

セミドライ
ワックス付

《特許出願中》

127. ミヤナガ
クールダイヤ
水なしでタイル・石板への
穴あけが可能！

2,000～3,000min-1
回転速度

DG050(5.0mm)
コードNo. 321359
DG060(6.0mm)
コードNo. 321360
DG065(6.5mm)
コードNo. 321361 ￥2,2００特

価

標準価格￥3,500

￥2,32０特
価

DG070(7.0mm)
コードNo. 321362
DG080(8.0mm)
コードNo. 321363

標準価格￥3,700

￥2,38０特
価

DG100(10.0mm)
コードNo. 321364

標準価格￥3,800

￥2,7００特
価

DG120(12.0mm)
コードNo. 321365

標準価格￥4,300

￥1,26０特
価

穴あけジェル GEL50
コードNo. 321366

標準価格￥2,000

適合電動機：
充電ドリル・電気ドリル
穴あけジェル使用で、
硬質磁器タイルへの穴あけが可能！
ジェルは簡単に拭き取ることができます。

￥1,420特
価

￥1,530特
価 ￥3,300特

価

￥3,910特
価

￥4,860特
価

￥5,560特
価

￥6,960特
価

￥1,800特
価

￥2,090特
価

￥2,430特
価

￥2,870特
価

クギ切りドリル（ミドルタイプ）クギ切りドリル（ミドルタイプ）
1 枚刃に比べて釘に当った時の
衝撃が分散されるため、
軽くて良く切れる！

24mmコードNo. 234250
標準価格￥3,830

21mmコードNo. 234249
標準価格￥3,250

18mmコードNo. 234248
標準価格￥2,790

15mmコードNo. 234247
標準価格￥2,400

12mmコードNo. 234246
標準価格￥2,050

38mmコードNo. 234255
標準価格￥9,280

35mmコードNo. 234254
標準価格￥7,420

32mmコードNo. 234253
標準価格￥6,480

30mmコードNo. 234252
標準価格￥5,220

27mmコードNo. 234251
標準価格￥4,410

9mmコードNo. 234245
標準価格￥1,900

ツーバイ工法、リフォーム等に！

全長250mmミドルタイプ

全長125mmのショートタイプ
全長330mmのロングタイプもあります
全長125mmのショートタイプ
全長330mmのロングタイプもあります

３枚刃でズバッと
クギを切って進む！

133. スターエム132. スターエム
コードNo. 321464 標準価格 ¥3,500
ドリルロールバッグ　7000

¥2,600特
価

丈夫でコンパクトな道具収納かばん！

・壁掛けにも対応！
 ハトメ（内径10mm）付
・見やすい収納19ポケット
・木工用ドリルの収納に！

660660

380380

開口寸法：ヨコ660mm×タテ380mm

134. 河部鋸刃134. 河部鋸刃

￥３,８００特
価

￥８８０特
価

シャーパープレミアムセット
コードNo. 234044コードNo. 234044 標準価格 オープン標準価格 オープン

シャーパープレミアム替刃Ｎｏ．２
コードNo. 234045コードNo. 234045 標準価格 オープン標準価格 オープン

１０枚入

《セット内容》
・グリップ１丁・プレミアムNo.2替刃1枚

ハイスバイメタル使用。
非常に折れにくく、安全なうえに
硬度が高いので硬い物が切れ、
摩耗しにくく長寿命です。

木から金属までよく切れる万能鋸！

135. ヒシゼット
V ハンディ 200 ボード用

￥2,050特
価

コードNo. 321700
標準価格￥3,410

V ハンディ200 ボード用本体　18421

￥３６０特
価

コードNo. 321701
標準価格￥600

V ハンディ200 ボード用替刃　18422

仕上げ天井の開口作業に！
●携帯性、収納性に優れた折込鋸です。
●ワックス効果により、切り粉の付着や目詰まりを
　防ぎ、軽快な切れ味が長続きします。
●石膏ボード、ケイカル板の切断に！

136.レヂトン
切断砥石「金の卵」 金八
１０５ｍｍ×０．８ｍｍ
コードNo. 310677 標準価格￥3,400

￥２,０００特
価

（きんぱち）

１０枚入

両面補強

バリ、焼けが少ない！

超薄型
０．８ｍｍ！

138. 富士製砥

各￥１,１００特
価

強靭でシャープな切れ味！ 両面クロス補強

切断砥石「スーパー雷鳥」

金属用
（１０６×２．４ｍｍ）

ステンレス用
（１０６×２．２ｍｍ）

コードNo. 203387金属用
コードNo. 203388ステンレス用
標準価格 各￥1,800

５枚入

10枚入

139. ＫＭＳ139. ＫＭＳ

標準価格 各オープン

３０５ｍｍ
コードNo. 225719

３５５ｍｍ
コードNo. 225720

両面補強切断砥石「Ｇカット」

￥２,２５０特
価

￥１,７５０特
価

優れた
切れ味と
耐久性！

最上級の
静音性！

５枚入

ステンレス・一般鋼材用

スーパービッグ３５５×３．０×２５．４㎜（10枚入）
コードNo. 201688 ￥１３,６００特

価

スーパービッグ３０５×２.５×２５．４㎜（10枚入）
コードNo. 201687 ￥９,８００特

価

140. ノリタケ140. ノリタケ
切断砥石 スーパービッグ切断砥石 スーパービッグ
標準価格 各オープン標準価格 各オープン

両面クロス補強による確かな安全性
ステンレス、一般鋼材用

優れた耐久性と切れ味！

141．ＫＩドリル

￥５,２８０特
価

４０％
ＯＦＦ

Ｇ１ブレード １０５ｍｍ
コード No. 218927 標準価格￥8,800
基盤に無数のダイヤをちりばめ、塩ビパイプ
の切断時にバリが出ず、面取りにも最適！
キッチンパネルはささくれず、
きれいに切断！

【用途】
硬質塩ビパイプ、
硬質タイル、
人造大理石、
押出し成形セメント、
キッチンパネル

142. 大宝ダイヤ
あらゆるものを素早く切る！
●あらゆる材料を切る性能＋放熱効果により長時間使用も可能に！

￥１１,０００特
価

￥８,８００特
価

ブレージングソー１２５Ｂ(125D×2.4T×22H) 付属リング /20
コードNo. 319458
標準価格 オープン

ブレージングソー１０５Ｗ(105D×2.2T×20H) 付属リング /15
コードNo. 319457
標準価格 オープン

鋳鉄管

◎

銅管

○

鉄筋

○

ゴムキャタ

○

ポリエチレン
パイプ
○

油圧
ホース

◎

塩ビ管

◎

アングル

△

FRP
製品
◎

ステンレス板

△

薄板
鉄板
○

コンクリート
2次製品

×

建材用
複合板

○

自動車
ボディ

◎

143.三京ダイヤ
赤いイナヅマＧＸ

レーザーターボ型
ブレード採用で
エンジンカッター
に最適！

コンクリート切断に！

ＬＣ－ＧＸ１４

￥31,000特
価コードNo. 514667

標準価格￥55,000

外径354×刃厚3.0㎜

ＬＣ－ＧＸ１２

￥22,500特
価コードNo. 518498

標準価格￥40,000

外径307×刃厚2.8㎜

144．三京ダイヤ

￥28,300特
価

￥20,460特
価

湿式道路カッターブレード
ジャパン玄人　ＤＸ サイレントプロ

コードNo. 300646
標準価格￥51,500

ＳＲ－ＳＡＣ１４

コードNo. 300645
標準価格￥37,200

ＳＲ－ＳＡＣ１２

湿
式

舗装道路の切断用
（アスファルト・
コンクリート兼用刃）

高音域低減

切れ味そのままに
低騒音機能をプラス！

￥28,000特
価

コードNo. 317599コードNo. 317599
標準価格￥110,000標準価格￥110,000

Ｓ－ＡＳＮ－１4（１4 インチ・３7１㎜）Ｓ－ＡＳＮ－１4（１4 インチ・３7１㎜）
￥22,800特
価

コードNo. 317598コードNo. 317598
標準価格￥85,000標準価格￥85,000

Ｓ－ＡＳＮ－１２（１２インチ・３２１㎜）Ｓ－ＡＳＮ－１２（１２インチ・３２１㎜）

145. 大宝ダイヤ145. 大宝ダイヤ
ダイヤ消音ブレードダイヤ消音ブレード

●夜間工事、病院、学校、住宅地周辺等、騒音対策が必須の現場で効果を発揮！
●” とにかく静か”” 作業者にやさしい” を追求した新設計・オール日本製の製品。

湿式
アス・コン兼用

124. ミヤナガ124. ミヤナガ
通線用ドリル通線用ドリル New
配線用の下穴あけに！

SDS-プラス

三面加工（ストレート）

刃先が鋭角になっており、位置決めが簡単！

ワイヤー取付け用穴（ケーブル引き込み用）

・全長320mm
・有効長150mm

刃先径15.0mm SDS

￥５,６４０特
価

ＴＤ１５００３２Ｒ
コードNo. 322152
標準価格￥9,000

刃先径12.0mm SDS

￥５,２００特
価

ＴＤ１２００３２Ｒ
コードNo. 322151コードNo. 322151
標準価格￥8,300

刃先径15.0mm ストレート

￥５,６４０特
価

ＴＤ１５００３２
コードNo. 322150コードNo. 322150
標準価格￥9,000

刃先径12.0mm ストレート

￥５,２００特
価

ＴＤ１２００３２
コードNo. 322149コードNo. 322149
標準価格￥8,300

●特殊形状の超硬チップ採用で、
窯業系・金属系サイディングや
木材にもスムーズな切れ味！

119.ＫＩドリル

￥９,９９０特
価

1.0～10.0mm
（0.5mm間隔）

チタンコーティングドリルセット
ＫＳＴ－１９
コードNo. 305005
標準価格￥16,700
高靭性ハイスに
TiNコーティングを
しているので
高能率、長寿命！

４０％
ＯＦＦ

125.ＫＩドリル

￥10,200特
価

ＳＤＳロングアダプター
ＫＳＤ－８８０
コードNo. 217859
標準価格￥17,000
1本のSDSロングアダプターで
各サイズのSDSプラスビットが
装着可能！

・全長：880mm
・使用条件： 回転＋振動
・SDSビット6.4mm以上
14.5mm以下のサイズで御使用下さい。
・本製品は1ｍでの使用目的としている為、
1ｍ以上での御使用はしないで下さい。 ※使用例

場所をとらず、
経済的！

126. ＫＩドリル

￥１１,７００特
価

コードNo. 316871 標準価格￥18,000
プラスインローター　ＫＰＩ－１００

●プラスビットに着脱可能。簡単に充電ドリルに取付けられます。
●ロングビットも使用可能。（２００㎜以下でご使用ください）
●インパクトドライバー・ドリル対応・回転のみでご使用ください

プラスビットに直接ワンタッチ！
ＶＵ

４０～２００
ＶＰ

４０～１００

117.ＫＦＣ117.ＫＦＣ
ケミカルアンカーエボロック　ＥＬＬ１５０ケミカルアンカーエボロック　ＥＬＬ１５０
コードNo. 322923 標準価格¥4,350

New

ノンスチレンでニオわない！

※コーキングガン別売

¥２,９８０特
価

●低価格帯（スタンダードタイプ）のコーキン
グガンで施工可能！

●無駄のない使いきりタイプ
（小容量１５０cm3）

●毒劇物取締規制法の対象外
●２０℃・３０分で硬化し、

エポキシ樹脂製品に
比べて早い施工
が可能

137. レヂトン137. レヂトン
切断砥石・マルチセブン　１０５×１．０×１５切断砥石・マルチセブン　１０５×１．０×１５
コードNo. 319250 標準価格¥3,550

「多用途」切断砥石！

¥２,２００特
価

●タイル切断でも焼けにくい！アルミ切断もスト
レスなく切断！

●レンガ・石材・塩ビ・FRP・アルミ・鉄・ステン
レスなどの切断に！

115．峰岸

￥６,０００特
価

￥９００特
価

エアコン室内機取付専用アンカー　ＭＡ－１

２００本入バケツ
コードNo. 300930コードNo. 300930
標準価格￥10,000標準価格￥10,000

３０本入ブリスター
コードNo. 300929コードNo. 300929
標準価格￥1,500標準価格￥1,500

大幅スピードＵＰ！ 簡単3ステップ施工！
９．５ｍｍ、１２．５ｍｍ厚
せっこうボード施工ＯＫ！

アンカーアンカー

・表面処理：三価クロートメッキ
・ドリル径：9mm
・表面処理：三価クロートメッキ
・ドリル径：9mm

ネジネジ

120. ベッセル
コードNo. 321396 標準価格 オープン
鉄工ドリル 14 本組セット　AMD－14S

¥6,000特
価

芯ブレ防止のクッションリング付！

＜鉄工ドリルサイズ＞
1.5/2.0/2.5/2.8/3.0/
3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/
5.5/6.0/6.5/7.0mm

Ｘ型シンニングで食い付き性が良く、
ポンチ不要。
変速らせん形状で切れ味抜群！

持ち運びに便利な
専用ボックス

121.ＯＭＩ121.ＯＭＩ

￥１３,０００特
価

コードNo. 230901コードNo. 230901 標準価格￥20,100標準価格￥20,100

ツバなしロングホルソーセット
ＦＣＬ－Ｄ

【セット内容】φ21,21,27,27,33,33mm

ツバ無しロング＆
6.35六角軸シャンクタイプ！
ツバ無しロング＆
6.35六角軸シャンクタイプ！

鉄板：3.2mm
ステンレス：0.8mm
木材：38ｍm

有効切削能力が38mm（木材）とＵＰしました！ ●ステンレス・
　鉄板・
　塩ビ板用

アルミナコーティング仕様で耐久性・耐熱性ＵＰ！
123. ハウスＢＭ

ステップドリル
穴あけ作業・
既存の穴の拡径作業・
バリ取り・
面取り作業に！

ＳＤ４－１３Ｊ ￥５,５８０特
価コードNo. 316279

標準価格￥9,300

適用サイズ：4・5・6・7・8・9・10・11・12・13

ＳＤ５－２１Ｊ ￥７,８００特
価コードNo. 316280

標準価格￥13,000

適用サイズ：5・7・9・11・13・15・17・19・21

ＳＤ４－２２Ｊ ￥７,８００特
価コードNo. 316281

標準価格￥13,000

適用サイズ：4・6・8・10・12・14・16・18・20・22

ＳＤ６－３８ ￥１８,０６０特
価コードNo. 316282

標準価格￥30,100

適用サイズ：6・9・11・13・15・18・21・23・25・27・30・32・33・35・38

131. ハウスＢＭ
ラジワン換気コアマルチキット
ＲＯＭＱＦ－１１１６
ラジワン換気コアマルチキット
ＲＯＭＱＦ－１１１６
コードNo. 220860 標準価格￥58,000

ツバなし機構、
壁貫通らくらく！

窯業系／鉄板系サイディング・
モルタル・ブロック・鉄筋入ＡＬＣ・
木材・塩ビ等幅広い素材に！

窯業系／鉄板系サイディング・
モルタル・ブロック・鉄筋入ＡＬＣ・
木材・塩ビ等幅広い素材に！

１６０φ

１１０φ

４5％
ＯＦＦ

特
価￥31,900

￥4,480特
価

￥4,650特
価

118. モクバ

８０ｍｍストレート刃 Ｂ－７０８０ｍｍストレート刃 Ｂ－７０
SDSplus 快速スクレーパーSDSplus 快速スクレーパー

コードNo. 305846 標準価格￥6,900

１００ｍｍＲ刃（フロア用） Ｂ－７１１００ｍｍＲ刃（フロア用） Ｂ－７１
コードNo. 305847 標準価格￥7,150

薄く鋭い刃先で、Ｐタイル・
付着物の除去、塗装・
サビ取りなどに最適！

サイド刃で防水シートを
切りながら、跳ね上げる
ので部材が引っかからず
能率よく作業が出来ます！

5

五 校

¥１５８,０００特
価

148. 三笠産業148. 三笠産業
コードNo. 320348 標準価格¥244,000
カッター　ＭＣＤ－０１２Ｈ（刃無）

・最大切断深さ100mm
・機械質量：51kg

ホンダエンジン搭載！
ダイヤモンドブレード
×1枚サービス

特
典

ワンタッチ式
水タンク搭載
・水タンク容量14L746㎜746㎜

435㎜435㎜

1034㎜1034㎜

150.マゼラー150.マゼラー

￥１７０,０００特
価

コードNo. 312976
標準価格 オープン
コードNo. 312976
標準価格 オープン

モルタルミキサー　ＰＭ－２３ＧＨ２

・ドラムサイズ：混合量75L・総容量106L
・本体サイズ：W920×D770×H1080㎜　・重量：76㎏

・750Wモーターで強い混合力。固いモルタル製作が可能。
・トラックに乗せやすい補助輪付き。

147. 新ダイワ147. 新ダイワ

￥２１８,０００特
価

コードNo. 317187コードNo. 317187 標準価格￥379,000標準価格￥379,000
エンジンカッター　ＥＣＤ７４１２Ｓ

・寸法：L735×W279×H453 ㎜
・本体乾燥質量：12.7 ㎏（ブレード除く）
・排気量：73.5ml
・ブレード：ダイヤモンドブレード 320×30.5
・最大切込深さ：130 ㎜
・使用燃料：混合燃料　・燃料タンク容量：0.7L

・寸法：L735×W279×H453 ㎜
・本体乾燥質量：12.7 ㎏（ブレード除く）
・排気量：73.5ml
・ブレード：ダイヤモンドブレード 320×30.5
・最大切込深さ：130 ㎜
・使用燃料：混合燃料　・燃料タンク容量：0.7L

切断時のホコリを
自吸する集塵方式

（集塵率 90% 以上）

切断時のホコリを
自吸する集塵方式

（集塵率 90% 以上）

増加している粉塵対応要望に！

１２インチダイヤブレード×3枚サービス特典

160.ＩＫＫ

日立・マルチボルト
バッテリー(36V/18V)使用

※2018年2月現在充電式最速の
切断スピード！

ヘッド部と
モーター部の間で
３６０度回転します。

￥１４６,０００特
価

￥１８１,０００特
価

ＤＣＣ－１３３６ＢＬＨ
切断可能径：4～13mm　切断速度：約1.7秒
コードNo. 321084
標準価格￥187,000

ＤＣＣ－１６３６ＢＬＨ
切断可能径：4～16mm　切断速度：約2.4秒

充電鉄筋カッター

コードNo. 321083

●バッテリ・充電器
・ケース付き

標準価格￥232,000

￥２２７,０００特
価

コードNo. 320318 標準価格￥335,000

コードレスパンチャー
ISK－MP20LF

３６Ｖハイパワーモーター搭載！

＜最大穴あけ能力＞
・SS400相当：φ20 t=9mm
・SUS304相当：φ20 t=6mm

＜最大穴あけ能力＞
・SS400相当：φ20 t=9mm
・SUS304相当：φ20 t=6mm

AC100Vに負けない
圧倒的なハイパワー！

業界最軽量業界最軽量

10.5kg

164. 育良精機

標準価格 オープン

標準価格 オープン

169. トンボ工業169. トンボ工業

￥２,３００特
価

￥２,２００特
価

優れた強靱性！
軽いパイプ製！

グリップ部分にローレット加工！
( 滑り止め)
軽量かつ強靭なハイテン鋼パイプ

シルバーＲＧショベル

《角》
コードNo. 238593

《丸》
コードNo. 238592

170. トンボ工業170. トンボ工業

※イメージ※イメージ

にぎり手のレバーを引いて
ショベル部分の角度を調整！
掘る！すくう！かき集める！堅穴掘りに便利！

可変式ショベル「スコッパー」可変式ショベル「スコッパー」

丸／ミニ丸
・全長：1000mm／810mm
・重量： 2.1kg／1.4kg

￥９,０００特
価

￥９,８００特
価

《ミニ丸》《ミニ丸》
コードNo. 307993

《丸》《丸》
コードNo. 307989

標準価格 各オープン
新案特許
取得済

１丁３役！

171. トンボ工業171. トンボ工業

￥２,４００特
価

コードNo. 315610
標準価格 オープン
コードNo. 315610
標準価格 オープン

パイプ柄シルバー２１ギザ刃ミニショベルパイプ柄シルバー２１ギザ刃ミニショベル

軽くて強い
ハイテンションパイプ
波状加工に
鋭利な刃付け

・サイズ：H815×W165×D60㎜
・重量：1120g

根切り作業や
固い土の掘削に！

造 園

配管工事

菜 園

防雨型 接地付 30m
￥１２,５００特
価

コードNo. 318618 標準価格 オープン
段積みリール DSG－30K

180. ハタヤ180. ハタヤ

段積みすることで
省スペース収納が可能
持ち運びにも便利！

コンセント防雨キャップ付

段積みできる角型フレームタイプ！

●倉庫や車載時など限られたスペースが有効に使えます

防雨型
接地付

漏電遮断器付

30m

￥１９,８００特
価

コードNo. 318619 標準価格 オープン
段積みリール DBE－30K

181. ハタヤ181. ハタヤ

段積みできる角型フレームタイプ！

182. 新ダイワ182. 新ダイワ

￥１３９,０００特
価

コードNo. 319329コードNo. 319329 標準価格￥322,000標準価格￥322,000
ＬＥＤバルーン投光機 ＥＭＢ１００ＬＰＴＳ－ＦＬＥＤバルーン投光機 ＥＭＢ１００ＬＰＴＳ－Ｆ

連結コネクターで６台まで
使用可能！

連結コネクター
（防雨型） 新型三脚スタンドと

バルーンのセット品

明るさ

13600
ルーメン

・低消費電力120W（最大時）
・360°照射
・電源は発電機、または
  AC100Vコンセントが
  使えます。
※発電機は別売です。

146. ハスクバーナー146. ハスクバーナー

Newエンジンカッターエンジンカッター
高品質・高性能！

・排気量：74cm3

・エンジン出力：3.7kW
・ブレード径：300/350mm

￥１７８,０００特
価

Ｋ７７０－１４”
コードNo. 322406
標準価格￥263,000

￥１６６,０００特
価

Ｋ７７０－１２”
コードNo. 322405
標準価格￥248,000

ダイヤモンド
ブレード
×1枚サービス

特
典

タンピングランマー　ＭＴ－５５Ｈタンピングランマー　ＭＴ－５５Ｈ
コードNo. 320118 標準価格¥378,000

高耐久・ハイパワー！

¥１９３,２００特
価

149. 三笠産業149. 三笠産業

・機械質量：62kg
・衝撃板寸法：265×340mm
・打撃力：7.4～9.8kN

10351035

730730

370370

NETIS
登録商品

●エンジンに絶えずク
リーンな空気を供給す
るＷクリーナー搭載！

●硬く締まった路盤でも
安定した作業を実現す
る耐摩耗性フート！

●30～70mmのストロー
クで確実に締固めます。

156. 新ダイワ156. 新ダイワ
発電機兼用溶接機　ＥＧＷ１９０Ｍ－Ｉ発電機兼用溶接機　ＥＧＷ１９０Ｍ－Ｉ
コードNo. 322795 標準価格¥689,000

New
１８５Ａクラスウェルダーが
モデルチェンジ！

¥３４３,０００特
価

161. オグラ161. オグラ
充電鉄筋カッタ充電鉄筋カッタ ガイドパンチ横切り刃物ガイドパンチ横切り刃物

更に高速・高性能化！
●マキタ製１８Ｖバッテリー使用
●コードレスタイプでＡＣ機並みの
　ハイパワー化を実現

NETIS
登録商品

647647

545545

730730

●溶接 定格出力電流：
DC170A/使用率：
50%

●使用溶接棒：2.0～
4.0mm

●発電 定格電圧：100V/
定格出力：3.5kVA

●使用燃料：ガソリン
●乾燥質量：96kg

最大切断能力：Ｄ１９

￥２０６,８００特
価

ＨＣＣ－１９ＢＬ
コードNo. 322355コードNo. 322355
標準価格￥265,700標準価格￥265,700

最大切断能力：Ｄ１６

￥１８５,８００特
価

ＨＣＣ－１６ＢＬ
コードNo. 321640コードNo. 321640
標準価格￥238,700標準価格￥238,700

New

3.0Ahバッテリー
1個サービス

特
典

65mmビット
×1本サービス

特
典

湿式ビット65mm
1本サービス

特
典

151. 新ダイワ151. 新ダイワ
ハンディブロワ・エンジン式　ＥＢＶ２６２Ｓハンディブロワ・エンジン式　ＥＢＶ２６２Ｓ
コードNo. 300488 標準価格 オープン

便利なブロワ＆バキューム兼用機！

¥３５,８００特
価

10.9m3 ／min
風量

・寸法：L330×W280×H345mm
・本体乾燥質量：4.3kg
・使用燃料：混合燃料（レギュ

ラーガソリン：2 サイクルエン
ジンオイル）＝50：1

●リコイル始動が楽な
ソフトスタート

●収納袋容量57L
●フラットノズル標準

付属

163. オグラ163. オグラ
複動首折れパンチャー
ＨＰＣ－ＮF１８８Ｗ
複動首折れパンチャー
ＨＰＣ－ＮF１８８Ｗ

・90°までの任意の角度で穴あけ
  可能な首折れパンチャー
・SS400材相当品１８φにて
  最大板厚ｔ８㎜対応、
  SUS304相当品18φにて
  最大板厚ｔ6㎜対応。

￥２１８，０００特
価

コードNo. 316100　標準価格￥279,000コードNo. 316100　標準価格￥279,000

ＮＥＷ ＳＩＺＥ

154. ワキタ154. ワキタ
インバータ発電機　ＨＰＧ２３００ＩＳインバータ発電機　ＨＰＧ２３００ＩＳ
コードNo. 321273 標準価格 オープン

New静音設計なのに
パワフル＆大容量！

・定格出力：2.3kVA
・排気量：149cc
・燃料：無鉛ガソリン
・燃料タンク容量：4.0L
・質量：27kg
・騒音値：82dB

¥１４０,０００特
価

467467

565565339339

●エコノミースイッチで
燃料を節約できる省
エネタイプ！

●用途に合わせて 2 台
での並列運転が可能。

（別売専用コード使用
時）

158. 育良精機158. 育良精機
バッテリー溶接機　ＩＳＫ－Ｌｉ１６０Ａバッテリー溶接機　ＩＳＫ－Ｌｉ１６０Ａ
コードNo. 321947 標準価格¥560,000

New
電源いらずで場所を選ばない！
●片手で持てる18kg
●ストラップ付き

¥３９２,０００特
価

320320

455455
185185

・溶接可能本数（満
充電時）：φ2.6 …
約 50 本 /φ3.2
… 約 20 本 /φ
4.0…約5本

・充電時間：約 1時
間

・サイクル寿命：約
2000回

・溶接電流：20～
160A

162. 西田製作所162. 西田製作所

ＮＣ－ＧＣＣ１６ＡＮＣ－ＧＣＣ１６Ａ
コードNo. 320042
ＮＣ－ＧＣＣ２５ＡＮＣ－ＧＣＣ２５Ａ
コードNo. 320043

標準価格 各¥57,800

油圧パンチで追切りができる！

※NC-GCC16A

各￥４１,８００特
価

型番型番

ＮＣ－ＧＣＣ１６ＡＮＣ－ＧＣＣ１６Ａ 16×416×4 φ24φ24

ＮＣ－ＧＣＣ２５ＡＮＣ－ＧＣＣ２５Ａ 25×1125×11 φ36φ36

切欠き寸法
（mm）

切欠き寸法
（mm）

最小下穴径
（mm）

最小下穴径
（mm）

2.3（SS400）
1.0（SUS304）
2.3（SS400）

1.0（SUS304）
3.2（SS400）

1.6（SUS304）
3.2（SS400）

1.6（SUS304）

最大板厚
（mm）
最大板厚
（mm）

●油圧パンチにセットするだけでニブラのように鉄板
を切欠く（追切り）オプション刃物！

●切粉の飛散がなく、仕上がり品質は良好！
●配電盤加工、電気工事から工場ライン、試作品製

作まで、幅広くお役に立てます！

165. 亀倉精機165. 亀倉精機
コードレスポートパンチャー　ＲＦ－Ｂ３Ａコードレスポートパンチャー　ＲＦ－Ｂ３Ａ
コードNo. 319488 標準価格¥398,000

New

レスバリアバッテリーモデル！

・本体寸法：H443×W128×D286mm

¥２８８,０００特
価

φ２０mm
最大穴あけ能力

１３kg
質量

＜付属品＞
替刃Ｎ－１２、スタンド、
Ｍ５レンチ、収納ケース、

バッテリー（日立　ＢＳＬ１８６０）、
充電器（日立　ＵＣ１８ＹＤＬ）

●材料がスムーズに離れる複動オートリターン機構
●ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合

わせと替刃交換がらくらく
●レスバリアはモーター部が（45°・90°）折れ曲がり狭

いところでの作業が可能

●材料がスムーズに離れる複動オートリターン機構
●ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合

わせと替刃交換がらくらく
●レスバリアはモーター部が（45°・90°）折れ曲がり狭

いところでの作業が可能

177. テザック177. テザック
ウォーターＢｏｙ（４００×５００）ウォーターＢｏｙ（４００×５００）
コードNo. 322305 標準価格¥800

不要な水をすばやく吸いとる！
ゲリラ豪雨や緊急時など困った時に備えて安心！

●作業現場の水たまり除去に！
●雨上がりのグラウンド整備に！
●配管スペースの水の除去に！

●作業現場の水たまり除去に！
●雨上がりのグラウンド整備に！
●配管スペースの水の除去に！

吸水前
１５０ｇ
吸水前
１５０ｇ

吸水後
２～３分で

約１０Ｌ吸水！

吸水後
２～３分で

約１０Ｌ吸水！

¥７６０特
価

約500mm約500mm約400mm約400mm

178. 林商事178. 林商事
自立式クロス袋自立式クロス袋

ラミネート加工で水洗いＯＫ！
ＦＲＰ芯採用で自立可能！
底面の吊りベルトで反転ラクラク！

※Ｌサイズ

使用後は折り畳んでコンパクトに収納できます。

￥１,２００特
価

Ｌサイズ（１８０Ｌ）
コードNo. 310802
・サイズ：55×55×60cm・サイズ：55×55×60cm

￥８６０特
価

Ｍサイズ（７０Ｌ）
コードNo. 312176
・サイズ：40×40×45cm・サイズ：40×40×45cm

￥１,８００特
価

ＬＬサイズ（３６０Ｌ）
コードNo. 322934
・サイズ：70×70×75cm・サイズ：70×70×75cm

標準価格 各オープン

4サイクル
オイル
1Ｌ×1缶
サービス

特 

典

インバーター
防音タイプ

152. ホンダ

持ち運びに便利なハンディタイプ！
定格出力

９００ＶＡ
燃料タンク容量

2.1L
乾燥質量
13.0ｋg

￥１02,０００特
価

発電機  EU9i(JN1)発電機  EU9i(JN1)
コードNo. 212005 標準価格￥128,000

・別売の並列運転接続キットを使用して
 ２台つなげて使用することも可能です。
・連続運転可能時間　約7.1～3.2h

オリジナル防寒ジャケット
サービス（100台限定）

特
典

4サイクルオイル
1L×1缶サービス

特
典

153. ホンダ
発電機 ＥＵ１６ｉ（ＪＮ３）
コードNo. 216187 標準価格￥198,000

￥１３８,０００特
価

・連続運転時間：約3.4h
・燃料タンク容量：3.6 L

気軽に持ち運べるハンディタイプ！

定格出力

１．６ｋＶＡ１．６ｋＶＡ

軽量
２０．７

ｋｇ

157. ワキタ

￥9６,０００特
価

コードNo. 310110 標準価格 オープン
高圧洗浄機 ＨＰＷ１０１０Ｅ

【標準付属品】高圧ホース3/8×10m・吸水ホース1/2×3m・余水ホース1/4×3m

高い耐久性と洗浄能力！

●ワンタッチカプラで高圧ホースの延長も簡単
●直噴・拡散の切替は洗浄ノズルの先端を回転させるだけ

エンジンタイプ

１０ＭＰａ

３８㎏
燃料タンク容量

１０ℓ560㎜560㎜

750㎜750㎜

950㎜950㎜

159. 育良精機
コードレス鉄筋カッターコードレス鉄筋カッター
ハイパワー３６Ｖ！

ヘッドが360°回転します

￥２０８,０００特
価

￥１８０,０００特
価

ＩＳＫ－ＲＣ１９ＬＥ
コードNo. 321229
標準価格￥308,000

ＩＳＫ－ＲＣ１６ＬＥ
コードNo. 321228
標準価格￥268,000

日立マルチボルトバッテリー使用
※画像はISK-RC19LE※画像はISK-RC19LE

切断能力：D6～D16（SD345相当）切断能力：D6～D16（SD345相当）

切断能力：D6～D19（SD345相当）切断能力：D6～D19（SD345相当）

166. ハッケン
ダイヤモンドコアドリル

・取付ネジ：Ｃロッド
・最大穿孔能力:160㎜
・電源：単相100Ｖ
・定格電流：14A
・最大出力：1500W
・質量:8.2㎏

乾湿兼用機

￥９１,０００特
価

ＳＰＪ－１２３Ｃ
コードNo. 312463
標準価格￥140,000

￥１０４,０００特
価

ＳＰＪ－１２３Ｃ（スイベル付）

ＳＰＪ－１２３ＣＳＰＪ－１２３Ｃ

ＳＰＪ－１２３Ｃ
（スイベル付）

ＳＰＪ－１２３Ｃ
（スイベル付）

コードNo. 312464
標準価格￥160,000

湿式65mmビット×１本サービス特典

172. 浅香工業

￥2,980特
価

コードNo. 210457 標準価格 オープン
アナアキショベル

頭部にあけられている穴により
土離れがとても良く、粘土状の
土でも楽に掘り起こすことが可能！

・全長：970mm
・肩巾：232mm
・頭部長さ：292mm
・質量：1.7kg

すべりにくく
手になじむ柄部！

握りやすい
グリップ！

粘土質土壌での
切れ味・土離れ
が良い！

173. 浅香工業

￥2,980特
価

コードNo. 217666
標準価格オープン

ショベル配管職人

・全長：970mm
・先幅：140mm
・肩幅：150mm
・頭部長さ：292mm
・質量： 1.5kg

配管工事や筋掘り等の
細く深い穴掘りに最適！

乾湿両用で
ブロワー機能付き！
乾湿
両用

174. ワキタ

￥１８,８００特
価

コードNo. 317121 標準価格 オープン
バキュームクリーナー　ＭＶＣ３０１

・電源：100V（50/60Hz)　・消費電力：1200W
・集塵容量：30L　・吸水量：16ℓ
・本体寸法：W386×D415×H635㎜　・質量：8.5㎏

・ブロワー機能付きで、
 奥に溜まったゴミを
 吹き飛ばします。
・フィルターの手入れが
 簡単、取り外せて
 水洗いができます。

乾燥

集塵容量集塵容量
２７Ｌ

液体１４Ｌ

業務用乾湿両用クリーナー
ＮＴ２７／１
業務用乾湿両用クリーナー
ＮＴ２７／１
コードNo. 224158コードNo. 224158
標準価格￥40,000標準価格￥40,000
コンパクトなのに
パワフルな吸引力で
効率的な作業！

￥２７,８００特
価

・吸引風量：67L／秒
・コンテナ容量：27L
・消費電力：最大 1150W
・電源コード： 7.5m

・本体質量：7.7kg
・寸法：L420×W420×H525mm

175. ケルヒャー175. ケルヒャー 176. ケルヒャー176. ケルヒャー
業務用乾湿両用クリーナー
コンパクトボディに1300Ｗの
パワフルモーターを搭載！
コンパクトボディに1300Ｗの
パワフルモーターを搭載！

￥４２,０００特
価

ＮＴ２５／１ＡｐＮＴ２５／１Ａｐ
コードNo. 311773コードNo. 311773
標準価格￥60,000標準価格￥60,000

￥４９,０００特
価

ＮＴ３５／１ＡｐＮＴ３５／１Ａｐ
コードNo. 237583コードNo. 237583
標準価格￥70,000標準価格￥70,000

ちり落としボタンを押すことで
フィルターの目詰まりを解消！
ちり落としボタンを押すことで
フィルターの目詰まりを解消！

●高いゴミ回収能力！
●扱いやすい軽量＆頑丈なボディ！
●高いゴミ回収能力！
●扱いやすい軽量＆頑丈なボディ！

容量・乾燥

ＮＴ２５ ２５Ｌ

３４Ｌ

容量・液体

１３Ｌ

２０ＬＮＴ３５

※画像はＮＴ２５です※画像はＮＴ２５です

防水防塵カメラ Ｇ８００（保証モデル）

《ＩＰＸ８相当の防水性能》

防水・防塵・
耐冷・耐薬品性

手袋をしたままでも
扱いやすい大きめ
スイッチの操作部！

コードNo. 308396 標準価格￥108,000
2.0mの落下テストもクリア！
耐衝撃性を高めたタフボディ

SDカード8GB×1枚、
バッテリー１個サービス特典

￥８８,０００特
価

水深5mで2時間の使用が可能。
濡れやすい現場での撮影はもちろん、雨の日の撮影や、
汚れた場合の水洗いも可能。

184. リコー184. リコー

限定

２０台

185. シンワ測定185. シンワ測定
ホワイトボードミニ 伸縮式
反射しにくい！ぐらつかない！

￥1,960特
価

ＭＣＷ１４×１７㎝
コードNo. 319512
標準価格￥2,800

￥1,540特
価

ＭＣＳＷ１１×１４㎝
コードNo. 319511
標準価格￥2,200

任意の角度でガッチリ
固定できる

【付属品】
ホワイトボードマーカー
ホワイトボードイレーザー

14（17）㎝14（17）㎝

11（14）㎝11（14）㎝
伸びる

155. ニチネン155. ニチネン
発電機Ｇキュービック　ＫＧ－１０１発電機Ｇキュービック　ＫＧ－１０１
コードNo. 322773 標準価格 オープン

New

カセットボンベも使える！
カセットボンベでもガソリンでも使える
2WAYの携帯発電機！
●定格出力1kVA
　カセットボンベで約1時間
　ガソリンで約3.5時間
　お使いいただけます。
●4サイクル、
　インバータータイプ

●定格出力1kVA
　カセットボンベで約1時間
　ガソリンで約3.5時間
　お使いいただけます。
●4サイクル、
　インバータータイプ

・本体サイズ：L448×W318×H392mm
・乾燥重量：15kg
・使用燃料：液化ブタン（カセットボンベ）
　　　　　  無鉛ガソリン（ガソリン）

¥１４８,０００特
価

168. シブヤ168. シブヤ
ダイモドリル　ＴＳＫ－０９５ダイモドリル　ＴＳＫ－０９５
コードNo. 323031 標準価格¥167,000

New
乾湿兼用！

※画像は乾式ビットです。

・消費電力:1500W
・最大入力:2250W
・取付ネジ径:M27
・最大穿孔能力:130mm
・全高:564mm
・モーター込み質量:8.1kg

¥１１０,０００特
価

167. シブヤ167. シブヤ
ダイモドリルダイモドリル

New

ダイモドリルがモデルチェンジ！

￥１３０,０００特
価

￥９２,８００特
価

ＴＳ－１３５
コードNo. 323032
標準価格￥198,000

ＴＳ－０９５
コードNo. 323029
標準価格￥142,000

TS-095/TS-135
・消費電力:1500/1700W
・最大入力:2250/2550W
・取付ネジ径:M27
・最大穿孔径:130/180mm
・全高:564/606mm
・モーター込み質量:8.1kg/12.3kg

リモコンウインチ
荷揚げ操作を
コードレスで！

最大吊揚荷重最大吊揚荷重
１３０ｋｇ１３０ｋｇ

最大吊揚荷重最大吊揚荷重
２００ｋｇ２００ｋｇ

￥１９６,０００特
価

￥238,０００特
価

ＷＩ－１２６ＲＣ

ＷＩ－１９６ＲＣ

コードNo. 227250
標準価格￥280,000

コードNo. 238982
標準価格￥340,000

183. リョービ

※リモコン1個付属

乾湿両用

ＳＢ－５６０／グリーン

ＳＢサイドボックス　
品番：ＳＢＳ－２００

62㎜62㎜

200㎜200㎜70㎜70㎜

179. リングスター

￥１９０特
価各￥９２０特

価

コードNo. 319175
ＳＢ－５６０／レッド
コードNo. 319176
標準価格 各オープン

コードNo. 319177
標準価格 各オープン

スーパーバスケット　ＳＢ－５６０スーパーバスケット　ＳＢ－５６０
●サイズ：L560×W295×H220㎜
●重量：1.05㎏　●容量：約22ℓ

※ＳＢ－３７０・４６５にも装着可能！

長尺工具・道具等の収納に便利！
●充電式クリーナー等の収納に便利！
●収納時でも積重ね可能！

別売商品

日本製

小工具・先端工具等の
収納に便利！

560㎜560㎜
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¥１５８,０００特
価

148. 三笠産業148. 三笠産業
コードNo. 320348 標準価格¥244,000
カッター　ＭＣＤ－０１２Ｈ（刃無）

・最大切断深さ100mm
・機械質量：51kg

ホンダエンジン搭載！
ダイヤモンドブレード
×1枚サービス

特
典

ワンタッチ式
水タンク搭載
・水タンク容量14L746㎜746㎜

435㎜435㎜

1034㎜1034㎜

150.マゼラー150.マゼラー

￥１７０,０００特
価

コードNo. 312976
標準価格 オープン
コードNo. 312976
標準価格 オープン

モルタルミキサー　ＰＭ－２３ＧＨ２

・ドラムサイズ：混合量75L・総容量106L
・本体サイズ：W920×D770×H1080㎜　・重量：76㎏

・750Wモーターで強い混合力。固いモルタル製作が可能。
・トラックに乗せやすい補助輪付き。

147. 新ダイワ147. 新ダイワ

￥２１８,０００特
価

コードNo. 317187コードNo. 317187 標準価格￥379,000標準価格￥379,000
エンジンカッター　ＥＣＤ７４１２Ｓ

・寸法：L735×W279×H453 ㎜
・本体乾燥質量：12.7 ㎏（ブレード除く）
・排気量：73.5ml
・ブレード：ダイヤモンドブレード 320×30.5
・最大切込深さ：130 ㎜
・使用燃料：混合燃料　・燃料タンク容量：0.7L

・寸法：L735×W279×H453 ㎜
・本体乾燥質量：12.7 ㎏（ブレード除く）
・排気量：73.5ml
・ブレード：ダイヤモンドブレード 320×30.5
・最大切込深さ：130 ㎜
・使用燃料：混合燃料　・燃料タンク容量：0.7L

切断時のホコリを
自吸する集塵方式

（集塵率 90% 以上）

切断時のホコリを
自吸する集塵方式

（集塵率 90% 以上）

増加している粉塵対応要望に！

１２インチダイヤブレード×3枚サービス特典

160.ＩＫＫ

日立・マルチボルト
バッテリー(36V/18V)使用

※2018年2月現在充電式最速の
切断スピード！

ヘッド部と
モーター部の間で
３６０度回転します。

￥１４６,０００特
価

￥１８１,０００特
価

ＤＣＣ－１３３６ＢＬＨ
切断可能径：4～13mm　切断速度：約1.7秒
コードNo. 321084
標準価格￥187,000

ＤＣＣ－１６３６ＢＬＨ
切断可能径：4～16mm　切断速度：約2.4秒

充電鉄筋カッター

コードNo. 321083

●バッテリ・充電器
・ケース付き

標準価格￥232,000

￥２２７,０００特
価

コードNo. 320318 標準価格￥335,000

コードレスパンチャー
ISK－MP20LF

３６Ｖハイパワーモーター搭載！

＜最大穴あけ能力＞
・SS400相当：φ20 t=9mm
・SUS304相当：φ20 t=6mm

＜最大穴あけ能力＞
・SS400相当：φ20 t=9mm
・SUS304相当：φ20 t=6mm

AC100Vに負けない
圧倒的なハイパワー！

業界最軽量業界最軽量

10.5kg

164. 育良精機

標準価格 オープン

標準価格 オープン

169. トンボ工業169. トンボ工業

￥２,３００特
価

￥２,２００特
価

優れた強靱性！
軽いパイプ製！

グリップ部分にローレット加工！
( 滑り止め)
軽量かつ強靭なハイテン鋼パイプ

シルバーＲＧショベル

《角》
コードNo. 238593

《丸》
コードNo. 238592

170. トンボ工業170. トンボ工業

※イメージ※イメージ

にぎり手のレバーを引いて
ショベル部分の角度を調整！
掘る！すくう！かき集める！堅穴掘りに便利！

可変式ショベル「スコッパー」可変式ショベル「スコッパー」

丸／ミニ丸
・全長：1000mm／810mm
・重量： 2.1kg／1.4kg

￥９,０００特
価

￥９,８００特
価

《ミニ丸》《ミニ丸》
コードNo. 307993

《丸》《丸》
コードNo. 307989

標準価格 各オープン
新案特許
取得済

１丁３役！

171. トンボ工業171. トンボ工業

￥２,４００特
価

コードNo. 315610
標準価格 オープン
コードNo. 315610
標準価格 オープン

パイプ柄シルバー２１ギザ刃ミニショベルパイプ柄シルバー２１ギザ刃ミニショベル

軽くて強い
ハイテンションパイプ
波状加工に
鋭利な刃付け

・サイズ：H815×W165×D60㎜
・重量：1120g

根切り作業や
固い土の掘削に！

造 園

配管工事

菜 園

防雨型 接地付 30m
￥１２,５００特
価

コードNo. 318618 標準価格 オープン
段積みリール DSG－30K

180. ハタヤ180. ハタヤ

段積みすることで
省スペース収納が可能
持ち運びにも便利！

コンセント防雨キャップ付

段積みできる角型フレームタイプ！

●倉庫や車載時など限られたスペースが有効に使えます

防雨型
接地付

漏電遮断器付

30m

￥１９,８００特
価

コードNo. 318619 標準価格 オープン
段積みリール DBE－30K

181. ハタヤ181. ハタヤ

段積みできる角型フレームタイプ！

182. 新ダイワ182. 新ダイワ

￥１３９,０００特
価

コードNo. 319329コードNo. 319329 標準価格￥322,000標準価格￥322,000
ＬＥＤバルーン投光機 ＥＭＢ１００ＬＰＴＳ－ＦＬＥＤバルーン投光機 ＥＭＢ１００ＬＰＴＳ－Ｆ

連結コネクターで６台まで
使用可能！

連結コネクター
（防雨型） 新型三脚スタンドと

バルーンのセット品

明るさ

13600
ルーメン

・低消費電力120W（最大時）
・360°照射
・電源は発電機、または
  AC100Vコンセントが
  使えます。
※発電機は別売です。

146. ハスクバーナー146. ハスクバーナー

Newエンジンカッターエンジンカッター
高品質・高性能！

・排気量：74cm3

・エンジン出力：3.7kW
・ブレード径：300/350mm

￥１７８,０００特
価

Ｋ７７０－１４”
コードNo. 322406
標準価格￥263,000

￥１６６,０００特
価

Ｋ７７０－１２”
コードNo. 322405
標準価格￥248,000

ダイヤモンド
ブレード
×1枚サービス

特
典

タンピングランマー　ＭＴ－５５Ｈタンピングランマー　ＭＴ－５５Ｈ
コードNo. 320118 標準価格¥378,000

高耐久・ハイパワー！

¥１９３,２００特
価

149. 三笠産業149. 三笠産業

・機械質量：62kg
・衝撃板寸法：265×340mm
・打撃力：7.4～9.8kN

10351035

730730

370370

NETIS
登録商品

●エンジンに絶えずク
リーンな空気を供給す
るＷクリーナー搭載！

●硬く締まった路盤でも
安定した作業を実現す
る耐摩耗性フート！

●30～70mmのストロー
クで確実に締固めます。

156. 新ダイワ156. 新ダイワ
発電機兼用溶接機　ＥＧＷ１９０Ｍ－Ｉ発電機兼用溶接機　ＥＧＷ１９０Ｍ－Ｉ
コードNo. 322795 標準価格¥689,000

New
１８５Ａクラスウェルダーが
モデルチェンジ！

¥３４３,０００特
価

161. オグラ161. オグラ
充電鉄筋カッタ充電鉄筋カッタ ガイドパンチ横切り刃物ガイドパンチ横切り刃物

更に高速・高性能化！
●マキタ製１８Ｖバッテリー使用
●コードレスタイプでＡＣ機並みの
　ハイパワー化を実現

NETIS
登録商品

647647

545545

730730

●溶接 定格出力電流：
DC170A/使用率：
50%

●使用溶接棒：2.0～
4.0mm

●発電 定格電圧：100V/
定格出力：3.5kVA

●使用燃料：ガソリン
●乾燥質量：96kg

最大切断能力：Ｄ１９

￥２０６,８００特
価

ＨＣＣ－１９ＢＬ
コードNo. 322355コードNo. 322355
標準価格￥265,700標準価格￥265,700

最大切断能力：Ｄ１６

￥１８５,８００特
価

ＨＣＣ－１６ＢＬ
コードNo. 321640コードNo. 321640
標準価格￥238,700標準価格￥238,700

New

3.0Ahバッテリー
1個サービス

特
典

65mmビット
×1本サービス

特
典

湿式ビット65mm
1本サービス

特
典

151. 新ダイワ151. 新ダイワ
ハンディブロワ・エンジン式　ＥＢＶ２６２Ｓハンディブロワ・エンジン式　ＥＢＶ２６２Ｓ
コードNo. 300488 標準価格 オープン

便利なブロワ＆バキューム兼用機！

¥３５,８００特
価

10.9m3 ／min
風量

・寸法：L330×W280×H345mm
・本体乾燥質量：4.3kg
・使用燃料：混合燃料（レギュ

ラーガソリン：2 サイクルエン
ジンオイル）＝50：1

●リコイル始動が楽な
ソフトスタート

●収納袋容量57L
●フラットノズル標準

付属

163. オグラ163. オグラ
複動首折れパンチャー
ＨＰＣ－ＮF１８８Ｗ
複動首折れパンチャー
ＨＰＣ－ＮF１８８Ｗ

・90°までの任意の角度で穴あけ
  可能な首折れパンチャー
・SS400材相当品１８φにて
  最大板厚ｔ８㎜対応、
  SUS304相当品18φにて
  最大板厚ｔ6㎜対応。

￥２１８，０００特
価

コードNo. 316100　標準価格￥279,000コードNo. 316100　標準価格￥279,000

ＮＥＷ ＳＩＺＥ

154. ワキタ154. ワキタ
インバータ発電機　ＨＰＧ２３００ＩＳインバータ発電機　ＨＰＧ２３００ＩＳ
コードNo. 321273 標準価格 オープン

New静音設計なのに
パワフル＆大容量！

・定格出力：2.3kVA
・排気量：149cc
・燃料：無鉛ガソリン
・燃料タンク容量：4.0L
・質量：27kg
・騒音値：82dB

¥１４０,０００特
価

467467

565565339339

●エコノミースイッチで
燃料を節約できる省
エネタイプ！

●用途に合わせて 2 台
での並列運転が可能。

（別売専用コード使用
時）

158. 育良精機158. 育良精機
バッテリー溶接機　ＩＳＫ－Ｌｉ１６０Ａバッテリー溶接機　ＩＳＫ－Ｌｉ１６０Ａ
コードNo. 321947 標準価格¥560,000

New
電源いらずで場所を選ばない！
●片手で持てる18kg
●ストラップ付き

¥３９２,０００特
価

320320

455455
185185

・溶接可能本数（満
充電時）：φ2.6 …
約 50 本 /φ3.2
… 約 20 本 /φ
4.0…約5本

・充電時間：約 1時
間

・サイクル寿命：約
2000回

・溶接電流：20～
160A

162. 西田製作所162. 西田製作所

ＮＣ－ＧＣＣ１６ＡＮＣ－ＧＣＣ１６Ａ
コードNo. 320042
ＮＣ－ＧＣＣ２５ＡＮＣ－ＧＣＣ２５Ａ
コードNo. 320043

標準価格 各¥57,800

油圧パンチで追切りができる！

※NC-GCC16A

各￥４１,８００特
価

型番型番

ＮＣ－ＧＣＣ１６ＡＮＣ－ＧＣＣ１６Ａ 16×416×4 φ24φ24

ＮＣ－ＧＣＣ２５ＡＮＣ－ＧＣＣ２５Ａ 25×1125×11 φ36φ36

切欠き寸法
（mm）

切欠き寸法
（mm）

最小下穴径
（mm）

最小下穴径
（mm）

2.3（SS400）
1.0（SUS304）
2.3（SS400）

1.0（SUS304）
3.2（SS400）

1.6（SUS304）
3.2（SS400）

1.6（SUS304）

最大板厚
（mm）
最大板厚
（mm）

●油圧パンチにセットするだけでニブラのように鉄板
を切欠く（追切り）オプション刃物！

●切粉の飛散がなく、仕上がり品質は良好！
●配電盤加工、電気工事から工場ライン、試作品製

作まで、幅広くお役に立てます！

165. 亀倉精機165. 亀倉精機
コードレスポートパンチャー　ＲＦ－Ｂ３Ａコードレスポートパンチャー　ＲＦ－Ｂ３Ａ
コードNo. 319488 標準価格¥398,000

New

レスバリアバッテリーモデル！

・本体寸法：H443×W128×D286mm

¥２８８,０００特
価

φ２０mm
最大穴あけ能力

１３kg
質量

＜付属品＞
替刃Ｎ－１２、スタンド、
Ｍ５レンチ、収納ケース、

バッテリー（日立　ＢＳＬ１８６０）、
充電器（日立　ＵＣ１８ＹＤＬ）

●材料がスムーズに離れる複動オートリターン機構
●ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合

わせと替刃交換がらくらく
●レスバリアはモーター部が（45°・90°）折れ曲がり狭

いところでの作業が可能

●材料がスムーズに離れる複動オートリターン機構
●ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合

わせと替刃交換がらくらく
●レスバリアはモーター部が（45°・90°）折れ曲がり狭

いところでの作業が可能

177. テザック177. テザック
ウォーターＢｏｙ（４００×５００）ウォーターＢｏｙ（４００×５００）
コードNo. 322305 標準価格¥800

不要な水をすばやく吸いとる！
ゲリラ豪雨や緊急時など困った時に備えて安心！

●作業現場の水たまり除去に！
●雨上がりのグラウンド整備に！
●配管スペースの水の除去に！

●作業現場の水たまり除去に！
●雨上がりのグラウンド整備に！
●配管スペースの水の除去に！

吸水前
１５０ｇ
吸水前
１５０ｇ

吸水後
２～３分で

約１０Ｌ吸水！

吸水後
２～３分で

約１０Ｌ吸水！

¥７６０特
価

約500mm約500mm約400mm約400mm

178. 林商事178. 林商事
自立式クロス袋自立式クロス袋

ラミネート加工で水洗いＯＫ！
ＦＲＰ芯採用で自立可能！
底面の吊りベルトで反転ラクラク！

※Ｌサイズ

使用後は折り畳んでコンパクトに収納できます。

￥１,２００特
価

Ｌサイズ（１８０Ｌ）
コードNo. 310802
・サイズ：55×55×60cm・サイズ：55×55×60cm

￥８６０特
価

Ｍサイズ（７０Ｌ）
コードNo. 312176
・サイズ：40×40×45cm・サイズ：40×40×45cm

￥１,８００特
価

ＬＬサイズ（３６０Ｌ）
コードNo. 322934
・サイズ：70×70×75cm・サイズ：70×70×75cm

標準価格 各オープン

4サイクル
オイル
1Ｌ×1缶
サービス

特 

典

インバーター
防音タイプ

152. ホンダ

持ち運びに便利なハンディタイプ！
定格出力

９００ＶＡ
燃料タンク容量

2.1L
乾燥質量
13.0ｋg

￥１02,０００特
価

発電機  EU9i(JN1)発電機  EU9i(JN1)
コードNo. 212005 標準価格￥128,000

・別売の並列運転接続キットを使用して
 ２台つなげて使用することも可能です。
・連続運転可能時間　約7.1～3.2h

オリジナル防寒ジャケット
サービス（100台限定）

特
典

4サイクルオイル
1L×1缶サービス

特
典

153. ホンダ
発電機 ＥＵ１６ｉ（ＪＮ３）
コードNo. 216187 標準価格￥198,000

￥１３８,０００特
価

・連続運転時間：約3.4h
・燃料タンク容量：3.6 L

気軽に持ち運べるハンディタイプ！

定格出力

１．６ｋＶＡ１．６ｋＶＡ

軽量
２０．７

ｋｇ

157. ワキタ

￥9６,０００特
価

コードNo. 310110 標準価格 オープン
高圧洗浄機 ＨＰＷ１０１０Ｅ

【標準付属品】高圧ホース3/8×10m・吸水ホース1/2×3m・余水ホース1/4×3m

高い耐久性と洗浄能力！

●ワンタッチカプラで高圧ホースの延長も簡単
●直噴・拡散の切替は洗浄ノズルの先端を回転させるだけ

エンジンタイプ

１０ＭＰａ

３８㎏
燃料タンク容量

１０ℓ560㎜560㎜

750㎜750㎜

950㎜950㎜

159. 育良精機
コードレス鉄筋カッターコードレス鉄筋カッター
ハイパワー３６Ｖ！

ヘッドが360°回転します

￥２０８,０００特
価

￥１８０,０００特
価

ＩＳＫ－ＲＣ１９ＬＥ
コードNo. 321229
標準価格￥308,000

ＩＳＫ－ＲＣ１６ＬＥ
コードNo. 321228
標準価格￥268,000

日立マルチボルトバッテリー使用
※画像はISK-RC19LE※画像はISK-RC19LE

切断能力：D6～D16（SD345相当）切断能力：D6～D16（SD345相当）

切断能力：D6～D19（SD345相当）切断能力：D6～D19（SD345相当）

166. ハッケン
ダイヤモンドコアドリル

・取付ネジ：Ｃロッド
・最大穿孔能力:160㎜
・電源：単相100Ｖ
・定格電流：14A
・最大出力：1500W
・質量:8.2㎏

乾湿兼用機

￥９１,０００特
価

ＳＰＪ－１２３Ｃ
コードNo. 312463
標準価格￥140,000

￥１０４,０００特
価

ＳＰＪ－１２３Ｃ（スイベル付）

ＳＰＪ－１２３ＣＳＰＪ－１２３Ｃ

ＳＰＪ－１２３Ｃ
（スイベル付）

ＳＰＪ－１２３Ｃ
（スイベル付）

コードNo. 312464
標準価格￥160,000

湿式65mmビット×１本サービス特典

172. 浅香工業

￥2,980特
価

コードNo. 210457 標準価格 オープン
アナアキショベル

頭部にあけられている穴により
土離れがとても良く、粘土状の
土でも楽に掘り起こすことが可能！

・全長：970mm
・肩巾：232mm
・頭部長さ：292mm
・質量：1.7kg

すべりにくく
手になじむ柄部！

握りやすい
グリップ！

粘土質土壌での
切れ味・土離れ
が良い！

173. 浅香工業

￥2,980特
価

コードNo. 217666
標準価格オープン

ショベル配管職人

・全長：970mm
・先幅：140mm
・肩幅：150mm
・頭部長さ：292mm
・質量： 1.5kg

配管工事や筋掘り等の
細く深い穴掘りに最適！

乾湿両用で
ブロワー機能付き！
乾湿
両用

174. ワキタ

￥１８,８００特
価

コードNo. 317121 標準価格 オープン
バキュームクリーナー　ＭＶＣ３０１

・電源：100V（50/60Hz)　・消費電力：1200W
・集塵容量：30L　・吸水量：16ℓ
・本体寸法：W386×D415×H635㎜　・質量：8.5㎏

・ブロワー機能付きで、
 奥に溜まったゴミを
 吹き飛ばします。
・フィルターの手入れが
 簡単、取り外せて
 水洗いができます。

乾燥

集塵容量集塵容量
２７Ｌ

液体１４Ｌ

業務用乾湿両用クリーナー
ＮＴ２７／１
業務用乾湿両用クリーナー
ＮＴ２７／１
コードNo. 224158コードNo. 224158
標準価格￥40,000標準価格￥40,000
コンパクトなのに
パワフルな吸引力で
効率的な作業！

￥２７,８００特
価

・吸引風量：67L／秒
・コンテナ容量：27L
・消費電力：最大 1150W
・電源コード： 7.5m

・本体質量：7.7kg
・寸法：L420×W420×H525mm

175. ケルヒャー175. ケルヒャー 176. ケルヒャー176. ケルヒャー
業務用乾湿両用クリーナー
コンパクトボディに1300Ｗの
パワフルモーターを搭載！
コンパクトボディに1300Ｗの
パワフルモーターを搭載！

￥４２,０００特
価

ＮＴ２５／１ＡｐＮＴ２５／１Ａｐ
コードNo. 311773コードNo. 311773
標準価格￥60,000標準価格￥60,000

￥４９,０００特
価

ＮＴ３５／１ＡｐＮＴ３５／１Ａｐ
コードNo. 237583コードNo. 237583
標準価格￥70,000標準価格￥70,000

ちり落としボタンを押すことで
フィルターの目詰まりを解消！
ちり落としボタンを押すことで
フィルターの目詰まりを解消！

●高いゴミ回収能力！
●扱いやすい軽量＆頑丈なボディ！
●高いゴミ回収能力！
●扱いやすい軽量＆頑丈なボディ！

容量・乾燥

ＮＴ２５ ２５Ｌ

３４Ｌ

容量・液体

１３Ｌ

２０ＬＮＴ３５

※画像はＮＴ２５です※画像はＮＴ２５です

防水防塵カメラ Ｇ８００（保証モデル）

《ＩＰＸ８相当の防水性能》

防水・防塵・
耐冷・耐薬品性

手袋をしたままでも
扱いやすい大きめ
スイッチの操作部！

コードNo. 308396 標準価格￥108,000
2.0mの落下テストもクリア！
耐衝撃性を高めたタフボディ

SDカード8GB×1枚、
バッテリー１個サービス特典

￥８８,０００特
価

水深5mで2時間の使用が可能。
濡れやすい現場での撮影はもちろん、雨の日の撮影や、
汚れた場合の水洗いも可能。

184. リコー184. リコー

限定

２０台

185. シンワ測定185. シンワ測定
ホワイトボードミニ 伸縮式
反射しにくい！ぐらつかない！

￥1,960特
価

ＭＣＷ１４×１７㎝
コードNo. 319512
標準価格￥2,800

￥1,540特
価

ＭＣＳＷ１１×１４㎝
コードNo. 319511
標準価格￥2,200

任意の角度でガッチリ
固定できる

【付属品】
ホワイトボードマーカー
ホワイトボードイレーザー

14（17）㎝14（17）㎝

11（14）㎝11（14）㎝
伸びる

155. ニチネン155. ニチネン
発電機Ｇキュービック　ＫＧ－１０１発電機Ｇキュービック　ＫＧ－１０１
コードNo. 322773 標準価格 オープン

New

カセットボンベも使える！
カセットボンベでもガソリンでも使える
2WAYの携帯発電機！
●定格出力1kVA
　カセットボンベで約1時間
　ガソリンで約3.5時間
　お使いいただけます。
●4サイクル、
　インバータータイプ

●定格出力1kVA
　カセットボンベで約1時間
　ガソリンで約3.5時間
　お使いいただけます。
●4サイクル、
　インバータータイプ

・本体サイズ：L448×W318×H392mm
・乾燥重量：15kg
・使用燃料：液化ブタン（カセットボンベ）
　　　　　  無鉛ガソリン（ガソリン）

¥１４８,０００特
価

168. シブヤ168. シブヤ
ダイモドリル　ＴＳＫ－０９５ダイモドリル　ＴＳＫ－０９５
コードNo. 323031 標準価格¥167,000

New
乾湿兼用！

※画像は乾式ビットです。

・消費電力:1500W
・最大入力:2250W
・取付ネジ径:M27
・最大穿孔能力:130mm
・全高:564mm
・モーター込み質量:8.1kg

¥１１０,０００特
価

167. シブヤ167. シブヤ
ダイモドリルダイモドリル

New

ダイモドリルがモデルチェンジ！

￥１３０,０００特
価

￥９２,８００特
価

ＴＳ－１３５
コードNo. 323032
標準価格￥198,000

ＴＳ－０９５
コードNo. 323029
標準価格￥142,000

TS-095/TS-135
・消費電力:1500/1700W
・最大入力:2250/2550W
・取付ネジ径:M27
・最大穿孔径:130/180mm
・全高:564/606mm
・モーター込み質量:8.1kg/12.3kg

リモコンウインチ
荷揚げ操作を
コードレスで！

最大吊揚荷重最大吊揚荷重
１３０ｋｇ１３０ｋｇ

最大吊揚荷重最大吊揚荷重
２００ｋｇ２００ｋｇ

￥１９６,０００特
価

￥238,０００特
価

ＷＩ－１２６ＲＣ

ＷＩ－１９６ＲＣ

コードNo. 227250
標準価格￥280,000

コードNo. 238982
標準価格￥340,000

183. リョービ

※リモコン1個付属

乾湿両用

ＳＢ－５６０／グリーン

ＳＢサイドボックス　
品番：ＳＢＳ－２００

62㎜62㎜

200㎜200㎜70㎜70㎜

179. リングスター

￥１９０特
価各￥９２０特

価

コードNo. 319175
ＳＢ－５６０／レッド
コードNo. 319176
標準価格 各オープン

コードNo. 319177
標準価格 各オープン

スーパーバスケット　ＳＢ－５６０スーパーバスケット　ＳＢ－５６０
●サイズ：L560×W295×H220㎜
●重量：1.05㎏　●容量：約22ℓ

※ＳＢ－３７０・４６５にも装着可能！

長尺工具・道具等の収納に便利！
●充電式クリーナー等の収納に便利！
●収納時でも積重ね可能！

別売商品

日本製

小工具・先端工具等の
収納に便利！

560㎜560㎜



五 校

6

����

Ｈｉｇｈモード時
Ｌｏｗモード時

明るさ         ルーメン４４０
明るさ         ルーメン220

連続点灯  　時間18
連続点灯  　時間36

192. グランツ

￥9,48０特
価

・電源：リチウムイオン専用充電池
・防水防塵ＩＰ６６

コードNo. 320729 標準価格 オープン

※ブースターモード時

必要な明るさを長時間確保！

充電ヘッドライト RDH07R

明るさ最大

880
ルーメン

193. レッドレンザー

￥７,８００特
価

コードNo. 317369 標準価格￥12,000
充電ヘッドライトＨ８Ｒ　500853

●３段階（Hi→Mid→Lo）のシンプル設計
●３時間で８０％まで充電可能
・付属品：専用充電池・USBケーブル
・重量：約158g

驚異の 600 ルーメン！

最大光束
約600

ルーメン

194. タジマツール194. タジマツール

￥１３,９００特
価

ペタ充電ＬＥＤヘッドライトペタ充電ＬＥＤヘッドライト

●透明シリコンバンド採用
●上下可動ヘッドで光の向きを調整

ハイブリッド外部電源

専用
充電池

単３形
×４本

ｏｒ
白

黒

黄
※専用充電池は
　取り外して充電可能

大径＋スポットの
Ｗ照射！

LE-E301-W（白）コードNo. 309471
LE-E301-BK（黒）コードNo. 309472
LE-E301-Y（黄）コードNo. 309473

LE-E301-W（白）コードNo. 309471
LE-E301-BK（黒）コードNo. 309472
LE-E301-Y（黄）コードNo. 309473
標準価格 各￥21,500標準価格 各￥21,500
専用充電池と単３形電池４本、どちらでも
使用可能なハイブリッド外部電源式！

最大

３００
ルーメン

最大光束
５００
ルーメン

最大光束
４２０
ルーメン

206. ソキア

￥１２０,０００特
価

コードNo. 311188 標準価格 オープン
自動整準レベルプレーナLP515（三脚付）

信頼のハイスピード自動整準！

・整準範囲±3°
・使用範囲直径800m
・水平精度15”（2.2mm/30m）軽量コンパクト！

防塵・防水
ＩＰ５６勾配設定がキー操作で

効率アップ！

209. サンポウ光学

￥２９,８００特
価

コードNo. 305098 標準価格￥120,000
オートレベル SP－280A（三脚付）

倍率28倍！

・対物有効径：38mm
・視野角：1°20′
・最短合焦距離：0.3m
・スタジア定数：100
・スタジア加数：0
・読取値：1°
・自動補正範囲：±15′
・円形気泡管感度：8′／2mm
・1km往復標準偏差 ：±1.5mm

211. ボッシュ
コードNo. 321375 標準価格¥49,000
レーザー距離計　GLM150C

¥３５,８００特
価

・最大測定距離：150m
・電源：単3アルカリ電池×3本
・質量：約210g（乾電池含む）
・サイズ：H142×W64×D28mm
・付属品：ストラップ、キャリングバッグ、
  単3アルカリ乾電池×3本（テスト用）

屋外測定もカンタン！
●測定ポイントを画像で確認できます。
●専用の無償アプリを使用すれば、測定結果をスマート
　フォンやタブレットに転送できます。

軽い！小さい！多機能！

215.マルチ計測器

特
価￥8,650

ポケットクランプメーター
CN1701B
コードNo. 320586 標準価格￥9,500

・測定レンジ：40A/400A
 (インラッシュ測定は400Aのみ)

・付属品：単4電池×2、ケース、
  取扱説明書

●ポケットサイズの
　ミニクランプメータ
　真の実効値タイプ
●電圧の有無を検知する
　非接触電圧検知機能付
●インラッシュ(突入電流)
　測定可能 149㎜149㎜

φ23㎜φ23㎜

219. 共立電気計器
デジタルマルチメータ
現場で活躍する必需品がリニューアル！

検波方式：実効値　被測定導体径：φ12mm
AC/DC電流：120A

￥１４,０００特
価

２０１２ＲＡ

コードNo. 320615
標準価格￥16,500

検波方式：平均値　被測定導体径：φ10mm
AC/DC電流：100A

￥１１,０００特
価

２００１Ａ

コードNo. 320614
標準価格￥13,000

検波方式：平均値　被測定導体径：φ6mm
AC/DC電流：60A

￥８,９００特
価

２０００Ａ

コードNo. 320613
標準価格￥10,500

こすれ、ひっぱりに強い新強化保護ブッシュ！

220. 共立電気計器

各￥２７,２００特
価

3431コードNo. 309479
3432コードNo. 309480

標準価格 各￥32,000
３レンジアナログ絶縁抵抗計

絶縁状態をＬＥＤの色で確認！
（緑：高抵抗、赤：低抵抗）

3432

●交流・直流電圧を自動判別測定機能
●自動点灯するＬＥＤライトとスケール照明

3431：250/500/1000V
3432：125/250/500V
3431：250/500/1000V
3432：125/250/500V
3431：250/500/1000V
3432：125/250/500V

出し入れ簡単
収納ケース付

217. 共立電気計器

￥１５,３００特
価

コードNo. 227300 標準価格￥18,000
非接触検相器　８０３５非接触検相器　８０３５

簡単、安全、見やすい非接触検相器
正相・逆相表示で写真撮影可能
背面マグネット付

簡単、安全、見やすい非接触検相器
正相・逆相表示で写真撮影可能
背面マグネット付

・外形寸法：L112×W61×D36㎜
・質量：約380g
・付属品：携帯ケース9096、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書

電線の被覆の上から
安全に測定！

27. あああ

￥6,28０特
価

コードNo. 320147 標準価格￥6,980
デジタル風速計 MT－EN1A

＜測定範囲＞
風速：0～30m/s　温度：-10～50℃
・電源：単4電池×3本
・質量：約120g

223.マザーツール

必要な機能を厳選し、
簡単な操作で正確な測定結果を
記録できるように設計された
環境測定器です。

超軽量・小型モデル！

●データホールド機能
●電池残量表示
●バックライト付

160㎜160㎜

50㎜50㎜

￥6,28０特
価

コードNo. 320148 標準価格￥6,980
デジタル照度計 MT－EN1L

・測定範囲：0～199999Lux
・分解能：1Lux/10Lux
・電源：単4電池×3本
・質量：約120g

224.マザーツール

必要な機能を厳選し、
簡単な操作で正確な測定結果を
記録できるように設計された
環境測定器です。

超軽量・小型モデル！

●データホールド機能
●電池残量表示
●バックライト付

160㎜160㎜

50㎜50㎜

￥6,28０特
価

コードNo. 320149 標準価格￥6,980
デジタル騒音計 MT－EN1S

・測定範囲：30～130dB
・分解能：0.1dB
・電源：単4電池×3本
・質量：約120g

225.マザーツール

必要な機能を厳選し、
簡単な操作で正確な測定結果を
記録できるように設計された
環境測定器です。

超軽量・小型モデル！

●データホールド機能
●電池残量表示
●バックライト付

150㎜150㎜

52㎜52㎜

196. レッドレンザー196. レッドレンザー
ＬＥＤライトＰ７　５０１０４６ＬＥＤライトＰ７　５０１０４６
コードNo. 320439 標準価格¥8,000

ベストセラーがさらに進化！

・本体寸法：φ37×130mm
・本体質量：約175g
・電源：単4形乾電池×4本
・防水性能：IPX4
・付属品：ストラップ、ポーチ、電池

¥５,６００特
価

●ヘッド部分を前後させれば調整可能なズーム機能搭載！
●3段階の明るさ調整が可能！

全光束

15000
ルーメン

187. ＷＩＮＧ ＡＣＥ187. ＷＩＮＧ ＡＣＥ

特
価

充電式ＬＥＤ投光器 サンダービーム
ＬＥＤ－Ｊ１５
充電式ＬＥＤ投光器 サンダービーム
ＬＥＤ－Ｊ１５
コードNo. 308141 標準価格 オープン
電源のとれない場所で大活躍！
コンパクトで、スッキリ収納！

￥１１,０００
《付属品》
・ACアダプターVCT1.2m
・シガーライター用ケーブル1.0m

・連続点灯時間：約4時間
・充電時間：約7.5時間

底部強力マグネット仕様で
しっかり固定！使い方いろいろ！

前後１８０°
角度調節可能！明るさ

９００
ルーメン 防塵防滴

ＩＰ６５

186. ハタヤ186. ハタヤ
軽便ＬＥＤ投光器　ＧＬＶ－１０５Ｋ軽便ＬＥＤ投光器　ＧＬＶ－１０５Ｋ
コードNo. 322815 標準価格 オープン

New
軽量・コンパクト！

電線長さ５ｍ

¥６４,８００特
価

屋外用防雨型

523523
217217

276276

●高輝度・高効率
100W LED光源

●バイスでガッチリ固定
（ツカミ幅98mm）

●2P/2P接地付兼用
フキュートビプラグ付

188. ハタヤ188. ハタヤ

￥20,800特
価

コードNo. 321890 標準価格 オープン
充電式 LED 吊り下げ灯　LTL－20B

使い方いろいろ３ウェイタイプ！
吊り下げて・持って・置いて!

充電式コードレス　点灯時間
Hi時：連続約6時間
Low時：連続約12時間

明るさ切り替え式
Hi時：1,800Lm
Low時：900Lm

明るさ切り替え式
Hi時：1,800Lm
Low時：900Lm

防塵・防滴　IP65防塵・防滴　IP65

※GAGSL25－50

210. タジマツール
剛厚Ｇステンロック
サビに強い「ステンコンベ」の剛厚タイプ！

剛性力1.3倍 爪強度4.7倍

￥４,９００特
価

￥４,３００特
価

剛厚Ｇステンロック２５　６.５ｍ
ＧＡＧＳＬ２５－６５
コードNo. 319273
標準価格￥7,400

￥５,９８０特
価

剛厚セフＧステンロックダブルマグ２５
ＧＡＳＦＧＳＬＷＭ２５－５０
コードNo. 319277
標準価格￥9,000

剛厚Ｇステンロック２５　５.０ｍ
ＧＡＧＳＬ２５－５０
コードNo. 319271
標準価格￥6,500

濡れた手でも扱いやすい
エラストマーカバー

※GASFGSLWM25－50
爪と底面の
ダブルマグ

ペンライト
サービス

特
典

195. ジェントス195. ジェントス
ヘッドウォーズ　ＨＬＰ１８０５ＳＥＴヘッドウォーズ　ＨＬＰ１８０５ＳＥＴ
コードNo. 323011 標準価格¥8,000

高機能ハイエンドモデル！

¥６,０００特
価

USB ACアダプター
サービス

特
典

・使用電池：専用リチ
ウムポリマー充電池 
3.7V 1,800mAh 
または 単 3 形アル
カリ電池×3本

・付属品：ヘッドバン
ド ×2 セット、シリ
コン バ ンド、ヘ ル
メ ット ホ ル ダ ー、
Micro USB ケーブ
ル、専用充電池

New
最大光束

４８０
ルーメン

最大光束

500
ルーメン

充電式キーライト
サービス
充電式キーライト
サービス

特
典

197. ジェントス197. ジェントス
充電式ＬＥＤライト　ＦＬＰ１８０９ＳＥＴ充電式ＬＥＤライト　ＦＬＰ１８０９ＳＥＴ
コードNo. 323012 標準価格¥6,500

New

閃シリーズ最大の明るさ！

¥５,０００特
価

・本体サイズ：φ30.3×151.1mm
・本体質量：154g（電池含む）
・使用電池：専用リチウムイオン充電池 3.7V 2,000mAh
・付属品：ポーチ、ストラップ、Micro USB ケーブル
（50vm）、専用充電池

204.ＬＴＣ204.ＬＴＣ
グリコンレーザー　ＬＴＣ－ＳＳＧＭ９Ｘセットグリコンレーザー　ＬＴＣ－ＳＳＧＭ９Ｘセット
コードNo. 323022 標準価格¥273,000

New
超高輝度グリーンレーザー搭載！

・４×おおがね・水平360°・地墨
・フルライン電子整準タイプ
・ACアダプター付

受光器・三脚付

¥１１５,０００特
価

205.ＬＴＣ205.ＬＴＣ
グリンレーザー　ＬＳＴ－ＥＧ６０セットグリンレーザー　ＬＳＴ－ＥＧ６０セット
コードNo. 323021 標準価格 オープン

New
４×おおがねグリーンレーザーが
この価格！

・４×おおがね・水平・地墨
・高輝度グリーンレーザー
・充電池・ACアダプター付
・全周微調整機能付

受光器付

¥４９,９００特
価

207.ＬＴＣ207.ＬＴＣ
レーザーレベル　ＴＫ－Ｈ５００Ｎ・三脚付レーザーレベル　ＴＫ－Ｈ５００Ｎ・三脚付
コードNo. 323023 標準価格¥185,000

New

水平専用！直径５００Ｍ！

・精度：±15"(±2.25mm/30m)
・使用電池：単2アルカリ乾電池×4本
・サイズ：160×160×180mm　・重量：2.0kg

受光器・三脚付

¥７７,０００特
価

完全自動水準！
リモコンで遠隔操作可能！

214. 日置電機214. 日置電機
照度計　ＦＴ３４２５照度計　ＦＴ３４２５
コードNo. 320836 標準価格¥65,000

Bluetooth®搭載！
測定データをスマートフォンやタブレットに送信！測定データをスマートフォンやタブレットに送信！

¥５８,５００特
価

170170

7878

●JIS AA 級準拠
●LED/OLED 照明の

測定に対応
・測定レンジ
　20/200/2000/20000/

200000lx
・電源：単 3 アルカリ乾電池

(LR6)×2 または単 3 形マ
ンガン乾電池(R6)×2

221. 共立電気計器221. 共立電気計器
４レンジ絶縁抵抗計　３４４１ＢＴ４レンジ絶縁抵抗計　３４４１ＢＴ
コードNo. 320316 標準価格¥46,000

ＩｏＴ時代のアナログメガ！

●面倒な本体設定は不要。アプリだけで簡単接続！
●Bluetooth smart搭載
●125V/250V/500V/1000Vの4レンジメガ

●面倒な本体設定は不要。アプリだけで簡単接続！
●Bluetooth smart搭載
●125V/250V/500V/1000Vの4レンジメガ
・電源：単3形乾電池LR6/R6（1.5V）×4

¥３９,１００特
価

9797

156156

222. 横河222. 横河
ディジタル絶縁抵抗計　ＭＹ６００ディジタル絶縁抵抗計　ＭＹ６００
コードNo. 322373 標準価格¥52,000

New

保守・点検作業の効率アップ！

・電圧測定：交流…2.0～600V/直流…±(2.0～600)V
・抵抗測定範囲：40/400/4000Ω（オートレンジ切替）
・電源：LR6×4（アルカリ単3電池×4本）
・寸法：W156×H46×D97mm　・質量：約490g

¥４９,８００特
価

●測定結果の良
否を色で判定

●絶縁抵抗の測
定 時 間 が 約
０.５秒と高速

●専 用ＵＳＢ通
信 ア ダ プ タ

（別売）でＰＣ
との通信が可
能

189. サンウェイ

各￥5,080特
価

コード No. 316623
コード No. 316622

標準価格各￥6,400

クリップライト ＣＬ０２０

・白熱電球のように、全方向 330°照らせる！
・明るさ 3 段階 High/Mid/Low
・便利な 3m ケーブル
・厚さ・直径 45 ㎜まで挟めるクリップ

省エネだから発電機にも最適！
どんな場面でも使用可能！

ＣＬ０２０ＥＤ（昼光色）
ＣＬ０２０ＥＬ（電球色）

昼光色
全光束

２10０
ルーメン

電球色
全光束

２00０
ルーメン

ＩＰ６５

最大
１５００
ルーメン

198．タジマツール

￥19,800特
価

コードNo. 320223 標準価格￥30,000
LEDワークライト LE-R151

＜内容＞本体・専用ACアダプター

スピーカー搭載ワークライト！
Blietooth®スピーカー・USB移動電源・
COB照明を一体化！

色温度調整機能を
搭載した

フラッドライト

131㎜131㎜

65㎜65㎜ 212mm212mm

￥７，８００特
価

調光式ＬＥＤライト ＣＯＢ５４０調光式ＬＥＤライト ＣＯＢ５４０
コードNo. 313096
標準価格￥15,800
コードNo. 313096
標準価格￥15,800

190. アイガーツール190. アイガーツール

●マグネット、吊り下げ用フック付
●本体底部に強力マグネット付（360°可動）
●充電時間約4時間（充電中でも使用可能）
●点灯時間MAX約2.5時間
　　　　　LOW約10時間
●質量…200g

●マグネット、吊り下げ用フック付
●本体底部に強力マグネット付（360°可動）
●充電時間約4時間（充電中でも使用可能）
●点灯時間MAX約2.5時間
　　　　　LOW約10時間
●質量…200g

５４０

￥４５,８００特
価

￥３３,８００特
価

ＤＷＬ－１５００ＸＹ
コードNo. 320627
標準価格¥49,000

ＤＷＬ－１３００ＸＹ
コードNo. 320626
標準価格¥36,000

199. アカツキ199. アカツキ
デジタル水準器デジタル水準器
お手頃価格の精密デジタル水準器！

測定範囲：0.00°～±5.00° 0.01°分解能測定範囲：0.00°～±5.00° 0.01°分解能

測定範囲：0.000°～±2.000° 0.001°分解能測定範囲：0.000°～±2.000° 0.001°分解能

●ワ イ ヤ レ ス・ブ ル ー
トゥース対応の 2 軸精
密デジタル水準器！

●従来の平型水準器（角
型水平器）に取って代
わるものです。

●治具や器具、機械の作
業台の正確なレベリン
グに！

208.ＬＴＣ

￥58,000特
価

コードNo. 315704 標準価格￥143,000
レーザー付オートレベル TKL－132・三脚付

・レーザー点　到達距離：200m
  スポット径：5㎜/100m（使用環境等により異なる）
・標準偏差（1㎞）：±1㎜
・赤色高輝度レーザー620nm搭載
・マグネットダンパー方式の自動補正装置を内蔵。
・全長：220×129×135㎜　質量：1.45㎏
・スタジア測量が可能（スタジア乗数100、加数0）

高精度
倍率３２倍！

213. カスタム

￥4,240特
価

コードNo. 318287 標準価格￥4,980
防塵防水ＡＣ検電器　Ｖ－２０ＷＰ

・検出電圧：
　　ノーマルモード時 100～1000V
　　ワイドモード時 12～1000V
・電源：単4形乾電池×2本
・寸法：W24×H161×D29㎜
・重量：約68g（電池含む）

水もホコリもおかまいなし！

●非接触式ＡＣ検出
●検電を音とＬＥＤで
　お知らせ
●先端と背面に
　ＬＥＤライトを搭載

防塵・防滴
ＩＰ６７

218. 横河

￥34,800特
価

コードNo. 230069 標準価格￥39,800
ディジタル接地抵抗計　ＥＹ２００

・0 ～ 1,999Ωの接地抵抗をワンタッチ操作で測定
・地電圧（0 ～ 200V）が測定可能
・外形寸法：W105×H158×D70 ㎜
・質量：約 550g（電池含む）
・電池：単 3 電池 R6P×6

軽量コンパクト！

ＩＰ54
耐塵・防滴

・サイズ：230mm
・フレーム：アルミ材
・カバー：ABS樹脂製

200. アカツキ200. アカツキ
外構エクステリアレベル
EX－230B(黒) コードNo. 321383コードNo. 321383
EX－230R(赤) コードNo. 321384コードNo. 321384
EX－230B(黄) コードNo. 321385コードNo. 321385

標準価格 各 5 500標準価格 各¥5,500

各￥3,3００特
価

ブロック・レンガ積みに最適!２軸測定振替不要！

温度異常を素早くチェック！

熱画像と可視画像の
カンタン重ね合わせ機能搭載
●バッテリー：3.7Vリチウム充電池内蔵
●充電時間：約 5～6 時間
●連続使用可能時間：約6時間
●メモリー：内蔵/外部（microSDカード64GBまで・別売）
●付属品：取扱説明書、USBケーブル、キャリングケース

212. カスタム

特
価￥６４,８００

サーモキャプチャー
THG－01
コードNo. 320071 標準価格￥75,000

－２０℃～＋３８０℃
測定範囲

215㎜215㎜

66㎜66㎜

キーホルダー型LEDライト
×１ケサービス

特
典

216.日置電機

コードNo. 321272 標準価格¥13,000
ＡＣクランプメータ　ＣＭ３２８９

￥１１,７００特
価

・交流電流：42.00～1000A 3レンジ
・直流電圧：420.0m～600V 5レンジ
・交流電圧：4.200～600V 4レンジ
・抵抗：420.0Ω～42.00MΩ 6レンジ
・電源：コイン形リチウム電池(CR2032)×1
・連続使用時間：70h・寸法：W57×

　　　H181×D16mm

薄くて強いクランプメータ！
●カードテスターの機能・大きさにク
　ランプメーターの機能が付きまし
　た。電流測定はもとより、電圧測定・
　導通チェック・抵抗測定を 1 台で可
　能に！
●センサ部をスリムにリニューアル！
　新形状で挟みやすさ抜群！
●歪んだ波形も正確に測定できる真
　の実効値型
●フレキセンサが使えるポケットク　
　ランプメーター（フレキセンサ別売）

202.マキタ
コードNo. 321337 標準価格¥316,000
充電式レーザー墨出し器　ＳＫ５０６ＧＤＺ

¥２５２,０００特
価

●日本初、グリーンレーザー・フルライン
　投射の自動追尾レーザー墨出し器！
●バッテリをダイレクト装着！

フルライン＋自動追尾！

・電源：10.8Vリチウムイオンバッテリ、
　　　14.4V・18Vリチウムイオンバッテリ
　　　（別売のUSBアダプタが必要です）、
　　　AC100V（ACアダプタ使用）、
　　　単3形乾電池×4本
　　　（別売の単3形電池ホルダが必要です）

<標準付属品＞
リモコン追尾受光器、
バイス、収納ケース、

単4アルカリ乾電池4本、
肩掛けベルト、

レーザー光透視メガネ
（バッテリ、充電器別売）

203. タジマツール203. タジマツール

￥262,000特
価

コードNo. 310719コードNo. 310719 標準価格￥402,000標準価格￥402,000
グリーンナビ　ＧＺＡＮ－ＫＹＲＳＥＴグリーンナビ　ＧＺＡＮ－ＫＹＲＳＥＴ

ＮＡＶＩ機能　矩・横・両縦レーザーＮＡＶＩ機能　矩・横・両縦レーザー
●ＮＡＶＩ機能、リモコン回転機能付
●本体に直接三脚の取り付けができます

受光器・
三脚付セット

高輝度・高出力・高機能！鮮視度488
（パワーモード時）

・マグネット付測定面とＶ溝付測定面と
どちらも使えます！

W 測定面仕様の
優れもの！

201. アカツキ201. アカツキ

￥１１，０００特
価

コードNo. 229677コードNo. 229677 標準価格￥16,500標準価格￥16,500
デジタル水平器　ＤＩＧ－６００Ｍデジタル水平器　ＤＩＧ－６００Ｍ

電子音で0°、90°、HOLD
（任意の）角度をお知らせ！
電子音で0°、90°、HOLD

（任意の）角度をお知らせ！

・サイズ：600㎜
・質量：560g
・使用電池：CR2032×2個

191. ジェントス191. ジェントス
充電式ワークライト　ＧＺ－２０３ＳＥＴ充電式ワークライト　ＧＺ－２０３ＳＥＴ
コードNo. 323041 標準価格¥7,750

面発光でワイドな照射！

底面マグネット付・底面フックで
吊り下げ使用可能
底面マグネット付・底面フックで
吊り下げ使用可能

折りたためる
360°可動式薄型ヘッド
折りたためる
360°可動式薄型ヘッド

すき間も照らせる
トップライト搭載
すき間も照らせる
トップライト搭載

・使用電池：リチウムイオン充電池3.7V（内蔵）
・本体サイズ：W38.6×H336×D50mm
・本体質量：292g

¥６,０００特
価 New

7

五 校

厚さ1mm×幅32mm×長さ9.0m

￥４,９８０特
価

コードNo. 321256　標準価格 オープン

ＨＤＴ２－９００

厚さ1mm×幅32mm×長さ4.5m

￥２,６８０特
価

コードNo. 321254　標準価格 オープン

ＨＤＴ２－４５０

厚さ1mm×幅32mm×長さ1.5m

￥９８０特
価

コードNo. 321253　標準価格 オープン

ＨＤＴ２－１５０

226. スリーエム
強力自己融着シリコーンテープ HDT2
引っ張りＯＫ印付き！

テープ引っ張り量がひと目でわかる
引っ張りOK印
テープ引っ張り量がひと目でわかる
引っ張りOK印
1/2重ね巻きがひと目でわかる
センターライン付
1/2重ね巻きがひと目でわかる
センターライン付

●高温180℃対応
●漏水補修、エアー漏れ補修、

防食・保護、絶縁、滑り止め、
結束・固定などに

●1/2 重ねで 3 往復以上巻けば
25Aの配管における0.7Mpa
の耐圧層を形成

227. オカモト

※イメージ

標準価格 各オープン

￥２,０８０特
価

￥２,１４０特
価

￥１,６００特
価

￥９４０特
価

ボイドテープ

２００ｍｍ×２０ｍ
コードNo. 210742

１５０ｍｍ×２５ｍ
コードNo. 210741

１００ｍｍ×２５ｍ
コードNo. 210740

５０ｍｍ×２５ｍ
コードNo. 210739

粘着力が強く、
水やゴミの侵入を
防ぎ、一回で
手際良く貼ること
ができます！

￥７,４００特
価

コードNo. 319486 標準価格 オープン

ユニ・ガーディアン・パック
（緑／350g）

段ボール、ブロック、木箱で水槽も作れる
驚愕の防水性能！

各種金属・木材・プラスチック・
コーキング・石材・レンガ等々、
あらゆる材質にそのまま塗れます。
更に乾燥後に上から塗装も可能。
サビ止め・水漏れ防止・接着補強に！

塗るだけ！強力補修剤！

230. ユニ

238. リングスター238. リングスター

各￥１，９８０特
価

標準価格 各オープン標準価格 各オープン
(125mm)※一部機種除く。

ツールバッグテイスト

ＴＢＴ－２５００
コードNo. 311559グリーン
コードNo. 311560オレンジ
コードNo. 311559グリーン
コードNo. 311560オレンジ

・サイズ：約φ250×H255mm・サイズ：約φ250×H255mm ・サイズ：約L270×W230×H270mm・サイズ：約L270×W230×H270mm ・サイズ：約L360×W190×H255mm・サイズ：約L360×W190×H255mm

ＴＢＴ－２７００
コードNo. 311561グリーン
コードNo. 311562オレンジ
コードNo. 311561グリーン
コードNo. 311562オレンジ

ＴＢＴ－３６００
コードNo. 311563グリーン
コードNo. 311564オレンジ
コードNo. 311563グリーン
コードNo. 311564オレンジ

吊り下げに便利な
フック付！

充電式丸ノコ
収納可能！

工具等の収納に便利な内側ポケット付！

内側ポケット大小１２ヶ所！ 内側ポケット大小１２ヶ所！内側ポケット大小１０ヶ所！

機能性×デザイン性×収納力！

239. コマ印239. コマ印
革製腰袋 ＳＴシリーズ

￥６，１７０特
価

ＢＲ－２０３ＳＴ
コード No. 308666
標準価格￥9,500

濃茶
２段式

￥７，８００特
価

ＢＲ－２０４ＳＴ
コード No. 308668
標準価格￥12,000

濃茶
３段式

￥６，１７０特
価

ＢＴ－２０３ＳＴ
コード No. 308664
標準価格￥9,500 ２段式

黒

￥７，８００特
価

ＢＴ－２０４ＳＴ
コード No. 308665
標準価格￥12,000３段式

黒
￥５，６５０特
価

Ｅ－２０３ＳＴ
コード No. 308662 薄茶

２段式標準価格￥8,700

３段式
薄茶

￥７，１５０特
価

Ｅ－２０４ＳＴ
コード No. 308663
標準価格￥11,000

長期使用しても型崩れしにくく、ステンレス板は
柔らかいので簡単に手で整形できます。

開口部にステンレス板を
挿入してあるので、型崩れしにくい！

開口部にステンレス板を挿入！

上段：3段式　下段：2段式
左より…黒、薄茶、濃茶

標準価格￥3,820

ＤＴ－ＳＲＢ－４２０ＫＨ（カーキ）
ＤＴ－ＳＲＢ－４２０ＮＶ（ネイビー）

236. ＤＢＬＴＡＣＴ236. ＤＢＬＴＡＣＴ

各￥２,８００特
価

オープンキャリーバッグ
バッグ内外に各種ポケット付きで
抜群の収納力！

コードNo. 315846
コードNo. 315845

・サイズ：H250×W420×D205㎜
・質量：1565g

※工具別売

超高強度1680デニール生地を使用したミリタリーシリーズ！
耐摩耗性に優れたバリスティック加工した

237. ＤＢＬＴＡＣＴ237. ＤＢＬＴＡＣＴ

耐摩耗性に優れたバリスティック加工した
超高強度1680デニール生地を使用したミリタリーシリーズ！

※工具別売

オープンキャリーバッグミニ
定番シリーズよりも少し小さめで
持ち運びに便利！

標準価格￥2,750

ＤＴ－ＳＲＢ－9ＫＨ（カーキ）
ＤＴ－ＳＲＢ－9ＮＶ（ネイビー）

各￥２,０００特
価

コードNo. 315844
コードNo. 315842

・サイズ：H250×W295×D210㎜・質量：1325g

ブレーキ付折り畳み台車
ＤＳＫ－３０１Ｂ２
コードNo. 237454 標準価格 オープン

￥１７,８００特
価

ワンタッチ操作！
驚くほど小さな
力で移動できる！

ストッパーペダルを本体に内蔵！

微音

ブレーキＯＮ／ＯＦＦが
一目瞭然！

・サイズ: W900×D600mm
・車輪：125mmグレーゴム

242．ナンシン
コンパクトキャリー
ＣＣ１０１ＫＢ２

243. ナンシン

150Kg積載可能タイプに、
待望のストッパー付が新登場！
荷崩れ防止ガイド搭載！

ハンドルをワンタッチで
折り畳んで天板内に
収納可能！

・天板サイズ：W720×D460ｍｍ
・自重：6.9kg・車輪：100Φ

コードNo. 305755 標準価格 オープン

￥９,８００特
価

本体内蔵の
ストッパーペダルで
ワンタッチ操作！

微音

ブレーキＯＮ／ＯＦＦが
一目瞭然！

専用脚立ジャガー
246. アルインコ246. アルインコ

洗練されたデザイン！

●片手でバーを持ち上げる
だけで楽々収納

●持ち運び時の「ガチャガ
チャ音」も軽減し、運搬時
のストレスを和らげます。

グッドデザイン賞受賞

天板高さ2020mm

￥１４,８００特
価

ＪＡＧ－２１０Ｂ
コードNo. 321297
標準価格￥29,000

天板高さ1720mm

￥１２,８００特
価

ＪＡＧ－１８０Ｂ
コードNo. 321296
標準価格￥25,000

天板高さ1420mm

￥１０,８００特
価

ＪＡＧ－１５０Ｂ
コードNo. 321295
標準価格￥21,000

天板高さ1120mm

￥９,８００特
価

ＪＡＧ－１２０Ｂ
コードNo. 321294
標準価格￥19,000

天板高さ820mm

￥８,８００特
価

ＪＡＧ－９０Ｂ
コードNo. 321293
標準価格￥17,000

天板高さ530mm

￥７,８００特
価

ＪＡＧ－６０Ｂ
コードNo. 321292
標準価格￥15,000

55mm55mm
踏ざん幅

130kg130kg
最大使用質量

244. 長谷川工業

￥16,800特
価

RYH－12
コードNo. 321732
標準価格￥29,000

天板高さ：1.02～1.33m 質量：7.3kg

￥18,80０特
価

RYH－15
コードNo. 321734
標準価格￥32,000

天板高さ：1.31～1.63m 質量：8.5kg

￥21,8００特
価

RYH－18
コードNo. 321735
標準価格￥37,000

天板高さ：1.61～1.92m 質量：10.2kg

￥23,8００特
価

RYH－21
コードNo. 321737
標準価格￥41,000

天板高さ：1.91～2.22m 質量：11.3kg

はしご兼用脚立　ニューラビットはしご兼用脚立　ニューラビット
立ったまま伸縮操作ができる！

最大３１cm
高さ調整

はしごでも使えます！はしごでも使えます！

レバー操作で
片側・両側
伸縮ＯＫ！

約31cm約31cm

※ＳＸＪ－１８０

245. ピカコーポレイション
四脚アジャスト式脚立

￥１７,８００特
価

ＳＸＪ－１２０
コードNo. 318689コードNo. 318689
標準価格￥30,000標準価格￥30,000

天板の高さ：0.94～1.25m

￥２０,８００特
価

ＳＸＪ－１５０
コードNo. 318690コードNo. 318690
標準価格￥33,600標準価格￥33,600

天板の高さ：1.24～1.54m

￥2３,８００特
価

ＳＸＪ－１８０
コードNo. 318691コードNo. 318691
標準価格￥39,000標準価格￥39,000

天板の高さ：1.53～1.84m

￥2４,8００特
価

ＳＸＪ－２１０
コードNo. 318692コードNo. 318692
標準価格￥42,000標準価格￥42,000

天板の高さ：1.82～2.13m

立ったまま伸縮できる上部操作式！
●踏ざん内の伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮できます。
●最大段差約３１㎝まで対応可能
●折りたたみはバーを持ち上げるだけ

250. ピカコーポレイション
伸縮はしご　ＰＴＨ－Ｓ４２０ＪＣＢ
コードNo. 321146 標準価格 オープン

車のトランクにもスッキリ収納！
ゆっくりと縮むので指詰め防止になります

¥３２,800特
価

収納時に便利な
ベルト付

前後に動く自在脚で
ピッタリと接地

キャリーバッグ
サービス！

最
大
４・２ｍ
　
は
し
ご
の
長
さ
は

任
意
の
長
さ
に
か
え
ら
れ
ま
す
！

全長：6.26m 縮長：3.15m 質量：16.4㎏

251. アルインコ251. アルインコ
アルミ三連はしごアルミ三連はしご

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の
三
連
は
し
ご
！

特
価

ＴＲＮ－８３ＴＲＮ－８３

コードNo. 316021　標準価格￥99,000コードNo. 316021　標準価格￥99,000

￥４６,８００

コンパクトに収納でき、軽自動車にも積載可能です。

全長：8.33m 縮長：3.84m 質量：20.3㎏

特
価

ＴＲＮ－7３ＴＲＮ－7３

コードNo. 316020　標準価格￥91,000コードNo. 316020　標準価格￥91,000

￥４２,８００
全長：7.29m 縮長：3.50m 質量：18.1㎏

特
価

ＴＲＮ－6３ＴＲＮ－6３

コードNo. 316019　標準価格￥84,000コードNo. 316019　標準価格￥84,000

￥３９,８００

アルミ製パイプ式足場

壁当て＆アウトリガー
（伸縮無）標準装備

超軽量！安定感抜群！

ＡＴＬ－２ＡＪＳ
ＡＴＬ－３ＡＪＳ
ＡＴＬ－２ＷＡＪＳ
ＡＴＬ－３ＷＡＪＳ

485×950
485×950
485×1250
485×1250

作業寸法（mm）
4.33～4.63
5.85～6.15
4.33～4.63
5.85～6.15

全高（ｍ）
3.18～3.48
4.70～5.00
3.18～3.48
4.70～5.00

作業床の高さ（ｍ）
50.0
63.0
57.0
74.0

質量（kg）

253. ピカコーポレイション

ＡＴＬ－２ＡＪＳ
コードNo. 313634コードNo. 313634
ＡＴＬ－３ＡＪＳ
コードNo. 313635コードNo. 313635
ＡＴＬ－２ＷＡＪＳ
コードNo. 305843コードNo. 305843
ＡＴＬ－３ＷＡＪＳ
コードNo. 305844コードNo. 305844

標準価格 各オープン

￥1７8,0００特
価

￥２１8,0００特
価

￥2３8,0００特
価

￥2７8,0００特
価

手で簡単に切れて使いやすい！

228. オカモト
布テープ No.１１１

安全標識用に！

スタンダードなカラー布テープ！
布テープ No.１１１白

￥４８０特
価

コードNo. 218608
標準価格 オープン

長さ：25m　幅：50㎜

布トラテープ No.１１１

￥６６０特
価

コードNo. 213232
標準価格 オープン

長さ：25m　幅：50㎜

247. 長谷川工業247. 長谷川工業
専用脚立ＸＡＭ専用脚立ＸＡＭ
長尺脚立のベストセラー！

XAM2.0-27 XAM3.0-36

交差型開き止め構造
（XAM3.0-33・36）

ワンタッチロック式

幅広踏ざん55mm

ワンタッチの大型開き止め
（XAM2.0-24・27・30）

壁面を傷つけない
保護材つき

天板高さ：3.49m　質量：17.0kg

￥５８,５００特
価

ＸＡＭ３.０－３６
コードNo. 316669
標準価格￥117,000

天板高さ：3.19m　質量：16.0kg

￥４８,５００特
価

ＸＡＭ３.０－３３
コードNo. 316668
標準価格￥97,000

天板高さ：2.90m　質量：12.9kg

￥３８,５００特
価

ＸＡＭ２.０－３０
コードNo. 234476
標準価格￥77,000

天板高さ：2.60m　質量：11.4kg

￥３２,５００特
価

ＸＡＭ２.０－２７
コードNo. 234475
標準価格￥65,000

天板高さ：2.30m　質量：10.2kg

￥２７,５００特
価

ＸＡＭ２.０－２４
コードNo. 234474
標準価格￥55,000

249. 長谷川工業249. 長谷川工業
手がかり棒付き２連はしご手がかり棒付き２連はしご

New正面から乗り移れる新型はしご！

全長：7.84m　縮長：4.49m　質量：18.0kg

¥３５,８００特
価

ＬＴ２－７９
コードNo. 322889
標準価格￥63,000

全長：7.17m　縮長：4.15m　質量：16.0kg

¥３２,８００特
価

ＬＴ２－７１
コードNo. 322888
標準価格￥59,000

全長：5.83m　縮長：3.48m　質量：13.2kg

¥２９,８００特
価

ＬＴ２－５９
コードNo. 322887
標準価格￥52,000

全長：5.16m　縮長：3.15m　質量：11.4kg

¥２７,８００特
価

ＬＴ２－５１
コードNo. 322886
標準価格￥49,000

130kg130kg
最大使用質量

縮長時伸長時

100kg100kg
最大使用質量

100kg100kg
最大使用質量

46.0cm46.0cm

安全に屋根へ乗り移るこ
とができる、安定感抜群の
スライド式手掛り棒

最上段の踏ざんを外し、
正面からの昇降を可能に！

100kg100kg
最大使用質量

100kg100kg
最大使用質量

235. リングスター235. リングスター
ジョイクラブツールボックス

丈夫な高耐衝撃性コーポリマー使用！
耐久性バツグン！

ＲＢ－４５００

￥2,100特
価

コードNo. 234572
標準価格￥3,380
コードNo. 234572
標準価格￥3,380

サイズ：L450×W243×H210㎜
重量：2㎏

ＲＢ－５３００

￥2,650特
価

コードNo. 345772
標準価格￥4,250
コードNo. 345772
標準価格￥4,250

サイズ：L530×W253×H220㎜
重量：2.5㎏

229. ユニ

￥３,８８０特
価

結露防止テープ ５ｍ結露防止テープ ５ｍ コードNo. 239383
標準価格￥5,000夏の空調の吹き出し口に

溜まる結露水の吸収にも！

《テープサイズ》
幅60mm×長さ5m

×厚み2.5mm

1m2 あたりの吸水量
2000～3000cc！

貼るだけで…
結露水→吸水→自然蒸発！

231. ヘンケル
発泡ウレタン Ｍ５２７０キット
コードNo. 224866 標準価格 オープン
窓枠や管材、その他住宅施工時の
あらゆる隙間の充てんに！
断熱、結露防止に！

￥１６,０００特
価

【キット内容】
・専用ガン１丁
・発泡ウレタン 750mL×2 本
・クリーナー 500mL×1 本

¥2,150特
価

233. コニシ
コードNo. 321137 標準価格¥2,640
防蟻シール３２０ml　＃０５６１４

シロアリを寄せ付けない！

●配管貫通部、水
抜き穴などのシー
ルに
●基礎まわりの立
ち上がり部分やク
ラックなどに
●断熱 材目地部
やコンクリートの
打ち継ぎ部分に

シロアリ忌避性能を有した
変成シリコーン系シーリング材です。

232. コニシ
変成シリコンコーク クリヤー
コードNo. 311214 標準価格￥2,110

使用例

クリヤーなので施工部の色を
気にせず使用可能！

￥１,３５０

●はっ水汚染が少ない
●表面硬化が速い
●下地材料への接着性に優れる
●耐候性に優れる

上塗り塗装が可能な
変成シリコーン系
シーリング材！

特
価

たっぷり使える！大容量レジン・専用ライトセット

UVライトで照らすと
硬化します

234. アイガーツール
プロ用ＵＶ硬化樹脂セット

￥4,480特
価

コードNo. 321674
標準価格 ￥5,980

UV 硬化剤セット ER－200

￥2,240特
価

コードNo. 321676
標準価格 ￥2,980

UV 硬化剤のみ　ER－650

わずか５秒で硬化！

補修 充填 整形 接着

大容量
６５ml

静音キャスター
φ１００

※ブレーキ無 ※ブレーキ付

241. 浅香工業
プラメッシュカー　ＰＭ－２００
立て掛けても転がし移動できる！
荷物の転倒防止策として台座前方に緩やかな
傾斜をつけています

壁を傷つけず、立て掛けてそのまま転がし移動できる
ローラーバンパーを標準装備

サイズ：810×490×900㎜
重量：11.0㎏

￥１２,８００特
価

ＰＭ－２００ブレーキ付

コードNo. 318286コードNo. 318286
標準価格オープン標準価格オープン

サイズ：780×490×900㎜
重量：9.5㎏

￥９,８００特
価

ＰＭ－２００

コードNo. 318285コードNo. 318285
標準価格オープン標準価格オープン

軽自動車へ
積載可能
軽自動車へ
積載可能

248. ナカオ
三連伸縮梯子レン太　手がかり棒まるちフック付

手がかり棒まるちフック付

立てかけ角度が分かる
側面シール

水平レベル調節機能付き
アウトリガー付き

￥112,０００特
価

３ＲＥＮ－７.０Ａ
コードNo. 319459
標準価格￥155,000

全長：６.９１４～７.０５４ｍ　縮長：２.９９７ｍ

￥118,8００特
価

３ＲＥＮ－８.０Ａ
コードNo. 319460
標準価格￥165,000

全長：７.９０１～８.０４１ｍ　縮長：３.３２６ｍ

￥126,０００特
価

３ＲＥＮ－９.０Ａ
コードNo. 319461
標準価格￥175,000

全長：８.８８８～９.０２８ｍ　縮長：３.６５５ｍ

はしごを安定させる
アウトリガー付！

ＥＳＫ－7

￥８６,８００特
価
コードNo. 314894  標準価格￥107,000

ＥＳＫ－１８

￥５０,０００特
価
コードNo. 314890  標準価格￥62,000

￥７７,０００特
価
コードNo. 314893  標準価格￥95,000
垂直高：1057～1417㎜   天板巾：500㎜  天板長さ：1545㎜

ＥＳＫ－１４
￥５９,０００特
価
コードNo. 314892  標準価格￥73,000
垂直高：724～1084㎜   天板巾：500㎜   天板長さ：1545㎜

ＥＳＫ－１１
￥５０,０００特
価
コードNo. 314891  標準価格￥62,000
垂直高：724～1084㎜   天板巾：500㎜   天板長さ：765㎜

ＥＳＫ－１１S

●業界最大級のステップ巾
　（踏さん60㎜）
●縦方向のガタつき・揺れを
　抑える伸縮脚と支柱デザイン
●ガタつきや穴あれを抑える折り
　たたみ金具のブッシュ
●軽量化と材質劣化を抑える
　ステンレス材の導入

252．ナカオ
四脚調節式足場台 勇馬

揺れ・ガタつきがない！

垂直高：505～693㎜   天板巾：500㎜　天板長さ：1545㎜ 垂直高：1390～1750㎜  天板巾：500㎜  天板長さ：1545㎜

※仮設工業会認定品

200kg200kg
最大使用質量

300kg300kg
最大使用質量

150kg150kg
最大使用質量

130kg130kg
最大使用質量

150kg150kg
最大使用質量

※送料別途

※送料別途

240. ＤＢＬＴＡＣＴ240. ＤＢＬＴＡＣＴ
カバー付きキャリーバッグ
収納物を保護するカバー付き！

ＤＴ－ＳＲＢ４２０Ｃ－ＫＨ（カーキ）コードNo. 320646
ＤＴ－ＳＲＢ４２０Ｃ－ＮＶ（ネイビー）コードNo. 320647
ＤＴ－ＳＲＢ４２０Ｃ－ＧＲ（グレー）コードNo. 320648
●ツールに最適なポケットと
　ホルダーが大小26カ所あり
　機能性バツグン！
●水弾きの良い撥水加工生地を使用。

●サイドには便利な
　コンベックスホルダー付き。
●肩掛けショルダーベルト付き。 各￥3,08０特

価

標準価格 各￥4,200

カーキ グレー 取り外し可能な
カバー付き。
前からも後ろからも
開くことが出来ます。

ネイビー
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厚さ1mm×幅32mm×長さ9.0m

￥４,９８０特
価

コードNo. 321256　標準価格 オープン

ＨＤＴ２－９００

厚さ1mm×幅32mm×長さ4.5m

￥２,６８０特
価

コードNo. 321254　標準価格 オープン

ＨＤＴ２－４５０

厚さ1mm×幅32mm×長さ1.5m

￥９８０特
価

コードNo. 321253　標準価格 オープン

ＨＤＴ２－１５０

226. スリーエム
強力自己融着シリコーンテープ HDT2
引っ張りＯＫ印付き！

テープ引っ張り量がひと目でわかる
引っ張りOK印
テープ引っ張り量がひと目でわかる
引っ張りOK印
1/2重ね巻きがひと目でわかる
センターライン付
1/2重ね巻きがひと目でわかる
センターライン付

●高温180℃対応
●漏水補修、エアー漏れ補修、

防食・保護、絶縁、滑り止め、
結束・固定などに

●1/2 重ねで 3 往復以上巻けば
25Aの配管における0.7Mpa
の耐圧層を形成

227. オカモト

※イメージ

標準価格 各オープン

￥２,０８０特
価

￥２,１４０特
価

￥１,６００特
価

￥９４０特
価

ボイドテープ

２００ｍｍ×２０ｍ
コードNo. 210742

１５０ｍｍ×２５ｍ
コードNo. 210741

１００ｍｍ×２５ｍ
コードNo. 210740

５０ｍｍ×２５ｍ
コードNo. 210739

粘着力が強く、
水やゴミの侵入を
防ぎ、一回で
手際良く貼ること
ができます！

￥７,４００特
価

コードNo. 319486 標準価格 オープン

ユニ・ガーディアン・パック
（緑／350g）

段ボール、ブロック、木箱で水槽も作れる
驚愕の防水性能！

各種金属・木材・プラスチック・
コーキング・石材・レンガ等々、
あらゆる材質にそのまま塗れます。
更に乾燥後に上から塗装も可能。
サビ止め・水漏れ防止・接着補強に！

塗るだけ！強力補修剤！

230. ユニ

238. リングスター238. リングスター

各￥１，９８０特
価

標準価格 各オープン標準価格 各オープン
(125mm)※一部機種除く。

ツールバッグテイスト

ＴＢＴ－２５００
コードNo. 311559グリーン
コードNo. 311560オレンジ
コードNo. 311559グリーン
コードNo. 311560オレンジ

・サイズ：約φ250×H255mm・サイズ：約φ250×H255mm ・サイズ：約L270×W230×H270mm・サイズ：約L270×W230×H270mm ・サイズ：約L360×W190×H255mm・サイズ：約L360×W190×H255mm

ＴＢＴ－２７００
コードNo. 311561グリーン
コードNo. 311562オレンジ
コードNo. 311561グリーン
コードNo. 311562オレンジ

ＴＢＴ－３６００
コードNo. 311563グリーン
コードNo. 311564オレンジ
コードNo. 311563グリーン
コードNo. 311564オレンジ

吊り下げに便利な
フック付！

充電式丸ノコ
収納可能！

工具等の収納に便利な内側ポケット付！

内側ポケット大小１２ヶ所！ 内側ポケット大小１２ヶ所！内側ポケット大小１０ヶ所！

機能性×デザイン性×収納力！

239. コマ印239. コマ印
革製腰袋 ＳＴシリーズ

￥６，１７０特
価

ＢＲ－２０３ＳＴ
コード No. 308666
標準価格￥9,500

濃茶
２段式

￥７，８００特
価

ＢＲ－２０４ＳＴ
コード No. 308668
標準価格￥12,000

濃茶
３段式

￥６，１７０特
価

ＢＴ－２０３ＳＴ
コード No. 308664
標準価格￥9,500 ２段式

黒

￥７，８００特
価

ＢＴ－２０４ＳＴ
コード No. 308665
標準価格￥12,000３段式

黒
￥５，６５０特
価

Ｅ－２０３ＳＴ
コード No. 308662 薄茶

２段式標準価格￥8,700

３段式
薄茶

￥７，１５０特
価

Ｅ－２０４ＳＴ
コード No. 308663
標準価格￥11,000

長期使用しても型崩れしにくく、ステンレス板は
柔らかいので簡単に手で整形できます。

開口部にステンレス板を
挿入してあるので、型崩れしにくい！

開口部にステンレス板を挿入！

上段：3段式　下段：2段式
左より…黒、薄茶、濃茶

標準価格￥3,820

ＤＴ－ＳＲＢ－４２０ＫＨ（カーキ）
ＤＴ－ＳＲＢ－４２０ＮＶ（ネイビー）

236. ＤＢＬＴＡＣＴ236. ＤＢＬＴＡＣＴ

各￥２,８００特
価

オープンキャリーバッグ
バッグ内外に各種ポケット付きで
抜群の収納力！

コードNo. 315846
コードNo. 315845

・サイズ：H250×W420×D205㎜
・質量：1565g

※工具別売

超高強度1680デニール生地を使用したミリタリーシリーズ！
耐摩耗性に優れたバリスティック加工した

237. ＤＢＬＴＡＣＴ237. ＤＢＬＴＡＣＴ

耐摩耗性に優れたバリスティック加工した
超高強度1680デニール生地を使用したミリタリーシリーズ！

※工具別売

オープンキャリーバッグミニ
定番シリーズよりも少し小さめで
持ち運びに便利！

標準価格￥2,750

ＤＴ－ＳＲＢ－9ＫＨ（カーキ）
ＤＴ－ＳＲＢ－9ＮＶ（ネイビー）

各￥２,０００特
価

コードNo. 315844
コードNo. 315842

・サイズ：H250×W295×D210㎜・質量：1325g

ブレーキ付折り畳み台車
ＤＳＫ－３０１Ｂ２
コードNo. 237454 標準価格 オープン

￥１７,８００特
価

ワンタッチ操作！
驚くほど小さな
力で移動できる！

ストッパーペダルを本体に内蔵！

微音

ブレーキＯＮ／ＯＦＦが
一目瞭然！

・サイズ: W900×D600mm
・車輪：125mmグレーゴム

242．ナンシン
コンパクトキャリー
ＣＣ１０１ＫＢ２

243. ナンシン

150Kg積載可能タイプに、
待望のストッパー付が新登場！
荷崩れ防止ガイド搭載！

ハンドルをワンタッチで
折り畳んで天板内に
収納可能！

・天板サイズ：W720×D460ｍｍ
・自重：6.9kg・車輪：100Φ

コードNo. 305755 標準価格 オープン

￥９,８００特
価

本体内蔵の
ストッパーペダルで
ワンタッチ操作！

微音

ブレーキＯＮ／ＯＦＦが
一目瞭然！

専用脚立ジャガー
246. アルインコ246. アルインコ

洗練されたデザイン！

●片手でバーを持ち上げる
だけで楽々収納

●持ち運び時の「ガチャガ
チャ音」も軽減し、運搬時
のストレスを和らげます。

グッドデザイン賞受賞

天板高さ2020mm

￥１４,８００特
価

ＪＡＧ－２１０Ｂ
コードNo. 321297
標準価格￥29,000

天板高さ1720mm

￥１２,８００特
価

ＪＡＧ－１８０Ｂ
コードNo. 321296
標準価格￥25,000

天板高さ1420mm

￥１０,８００特
価

ＪＡＧ－１５０Ｂ
コードNo. 321295
標準価格￥21,000

天板高さ1120mm

￥９,８００特
価

ＪＡＧ－１２０Ｂ
コードNo. 321294
標準価格￥19,000

天板高さ820mm

￥８,８００特
価

ＪＡＧ－９０Ｂ
コードNo. 321293
標準価格￥17,000

天板高さ530mm

￥７,８００特
価

ＪＡＧ－６０Ｂ
コードNo. 321292
標準価格￥15,000

55mm55mm
踏ざん幅

130kg130kg
最大使用質量

244. 長谷川工業

￥16,800特
価

RYH－12
コードNo. 321732
標準価格￥29,000

天板高さ：1.02～1.33m 質量：7.3kg

￥18,80０特
価

RYH－15
コードNo. 321734
標準価格￥32,000

天板高さ：1.31～1.63m 質量：8.5kg

￥21,8００特
価

RYH－18
コードNo. 321735
標準価格￥37,000

天板高さ：1.61～1.92m 質量：10.2kg

￥23,8００特
価

RYH－21
コードNo. 321737
標準価格￥41,000

天板高さ：1.91～2.22m 質量：11.3kg

はしご兼用脚立　ニューラビットはしご兼用脚立　ニューラビット
立ったまま伸縮操作ができる！

最大３１cm
高さ調整

はしごでも使えます！はしごでも使えます！

レバー操作で
片側・両側
伸縮ＯＫ！

約31cm約31cm

※ＳＸＪ－１８０

245. ピカコーポレイション
四脚アジャスト式脚立

￥１７,８００特
価

ＳＸＪ－１２０
コードNo. 318689コードNo. 318689
標準価格￥30,000標準価格￥30,000

天板の高さ：0.94～1.25m

￥２０,８００特
価

ＳＸＪ－１５０
コードNo. 318690コードNo. 318690
標準価格￥33,600標準価格￥33,600

天板の高さ：1.24～1.54m

￥2３,８００特
価

ＳＸＪ－１８０
コードNo. 318691コードNo. 318691
標準価格￥39,000標準価格￥39,000

天板の高さ：1.53～1.84m

￥2４,8００特
価

ＳＸＪ－２１０
コードNo. 318692コードNo. 318692
標準価格￥42,000標準価格￥42,000

天板の高さ：1.82～2.13m

立ったまま伸縮できる上部操作式！
●踏ざん内の伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮できます。
●最大段差約３１㎝まで対応可能
●折りたたみはバーを持ち上げるだけ

250. ピカコーポレイション
伸縮はしご　ＰＴＨ－Ｓ４２０ＪＣＢ
コードNo. 321146 標準価格 オープン

車のトランクにもスッキリ収納！
ゆっくりと縮むので指詰め防止になります

¥３２,800特
価

収納時に便利な
ベルト付

前後に動く自在脚で
ピッタリと接地

キャリーバッグ
サービス！

最
大
４・２ｍ
　
は
し
ご
の
長
さ
は

任
意
の
長
さ
に
か
え
ら
れ
ま
す
！

全長：6.26m 縮長：3.15m 質量：16.4㎏

251. アルインコ251. アルインコ
アルミ三連はしごアルミ三連はしご

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の
三
連
は
し
ご
！

特
価

ＴＲＮ－８３ＴＲＮ－８３

コードNo. 316021　標準価格￥99,000コードNo. 316021　標準価格￥99,000

￥４６,８００

コンパクトに収納でき、軽自動車にも積載可能です。

全長：8.33m 縮長：3.84m 質量：20.3㎏

特
価

ＴＲＮ－7３ＴＲＮ－7３

コードNo. 316020　標準価格￥91,000コードNo. 316020　標準価格￥91,000

￥４２,８００
全長：7.29m 縮長：3.50m 質量：18.1㎏

特
価

ＴＲＮ－6３ＴＲＮ－6３

コードNo. 316019　標準価格￥84,000コードNo. 316019　標準価格￥84,000

￥３９,８００

アルミ製パイプ式足場

壁当て＆アウトリガー
（伸縮無）標準装備

超軽量！安定感抜群！

ＡＴＬ－２ＡＪＳ
ＡＴＬ－３ＡＪＳ
ＡＴＬ－２ＷＡＪＳ
ＡＴＬ－３ＷＡＪＳ

485×950
485×950
485×1250
485×1250

作業寸法（mm）
4.33～4.63
5.85～6.15
4.33～4.63
5.85～6.15

全高（ｍ）
3.18～3.48
4.70～5.00
3.18～3.48
4.70～5.00

作業床の高さ（ｍ）
50.0
63.0
57.0
74.0

質量（kg）

253. ピカコーポレイション

ＡＴＬ－２ＡＪＳ
コードNo. 313634コードNo. 313634
ＡＴＬ－３ＡＪＳ
コードNo. 313635コードNo. 313635
ＡＴＬ－２ＷＡＪＳ
コードNo. 305843コードNo. 305843
ＡＴＬ－３ＷＡＪＳ
コードNo. 305844コードNo. 305844

標準価格 各オープン

￥1７8,0００特
価

￥２１8,0００特
価

￥2３8,0００特
価

￥2７8,0００特
価

手で簡単に切れて使いやすい！

228. オカモト
布テープ No.１１１

安全標識用に！

スタンダードなカラー布テープ！
布テープ No.１１１白

￥４８０特
価

コードNo. 218608
標準価格 オープン

長さ：25m　幅：50㎜

布トラテープ No.１１１

￥６６０特
価

コードNo. 213232
標準価格 オープン

長さ：25m　幅：50㎜

247. 長谷川工業247. 長谷川工業
専用脚立ＸＡＭ専用脚立ＸＡＭ
長尺脚立のベストセラー！

XAM2.0-27 XAM3.0-36

交差型開き止め構造
（XAM3.0-33・36）

ワンタッチロック式

幅広踏ざん55mm

ワンタッチの大型開き止め
（XAM2.0-24・27・30）

壁面を傷つけない
保護材つき

天板高さ：3.49m　質量：17.0kg

￥５８,５００特
価

ＸＡＭ３.０－３６
コードNo. 316669
標準価格￥117,000

天板高さ：3.19m　質量：16.0kg

￥４８,５００特
価

ＸＡＭ３.０－３３
コードNo. 316668
標準価格￥97,000

天板高さ：2.90m　質量：12.9kg

￥３８,５００特
価

ＸＡＭ２.０－３０
コードNo. 234476
標準価格￥77,000

天板高さ：2.60m　質量：11.4kg

￥３２,５００特
価

ＸＡＭ２.０－２７
コードNo. 234475
標準価格￥65,000

天板高さ：2.30m　質量：10.2kg

￥２７,５００特
価

ＸＡＭ２.０－２４
コードNo. 234474
標準価格￥55,000

249. 長谷川工業249. 長谷川工業
手がかり棒付き２連はしご手がかり棒付き２連はしご

New正面から乗り移れる新型はしご！

全長：7.84m　縮長：4.49m　質量：18.0kg

¥３５,８００特
価

ＬＴ２－７９
コードNo. 322889
標準価格￥63,000

全長：7.17m　縮長：4.15m　質量：16.0kg

¥３２,８００特
価

ＬＴ２－７１
コードNo. 322888
標準価格￥59,000

全長：5.83m　縮長：3.48m　質量：13.2kg

¥２９,８００特
価

ＬＴ２－５９
コードNo. 322887
標準価格￥52,000

全長：5.16m　縮長：3.15m　質量：11.4kg

¥２７,８００特
価

ＬＴ２－５１
コードNo. 322886
標準価格￥49,000

130kg130kg
最大使用質量

縮長時伸長時

100kg100kg
最大使用質量

100kg100kg
最大使用質量

46.0cm46.0cm

安全に屋根へ乗り移るこ
とができる、安定感抜群の
スライド式手掛り棒

最上段の踏ざんを外し、
正面からの昇降を可能に！

100kg100kg
最大使用質量

100kg100kg
最大使用質量

235. リングスター235. リングスター
ジョイクラブツールボックス

丈夫な高耐衝撃性コーポリマー使用！
耐久性バツグン！

ＲＢ－４５００

￥2,100特
価

コードNo. 234572
標準価格￥3,380
コードNo. 234572
標準価格￥3,380

サイズ：L450×W243×H210㎜
重量：2㎏

ＲＢ－５３００

￥2,650特
価

コードNo. 345772
標準価格￥4,250
コードNo. 345772
標準価格￥4,250

サイズ：L530×W253×H220㎜
重量：2.5㎏

229. ユニ

￥３,８８０特
価

結露防止テープ ５ｍ結露防止テープ ５ｍ コードNo. 239383
標準価格￥5,000夏の空調の吹き出し口に

溜まる結露水の吸収にも！

《テープサイズ》
幅60mm×長さ5m

×厚み2.5mm

1m2 あたりの吸水量
2000～3000cc！

貼るだけで…
結露水→吸水→自然蒸発！

231. ヘンケル
発泡ウレタン Ｍ５２７０キット
コードNo. 224866 標準価格 オープン
窓枠や管材、その他住宅施工時の
あらゆる隙間の充てんに！
断熱、結露防止に！

￥１６,０００特
価

【キット内容】
・専用ガン１丁
・発泡ウレタン 750mL×2 本
・クリーナー 500mL×1 本

¥2,150特
価

233. コニシ
コードNo. 321137 標準価格¥2,640
防蟻シール３２０ml　＃０５６１４

シロアリを寄せ付けない！

●配管貫通部、水
抜き穴などのシー
ルに
●基礎まわりの立
ち上がり部分やク
ラックなどに
●断熱 材目地部
やコンクリートの
打ち継ぎ部分に

シロアリ忌避性能を有した
変成シリコーン系シーリング材です。

232. コニシ
変成シリコンコーク クリヤー
コードNo. 311214 標準価格￥2,110

使用例

クリヤーなので施工部の色を
気にせず使用可能！

￥１,３５０

●はっ水汚染が少ない
●表面硬化が速い
●下地材料への接着性に優れる
●耐候性に優れる

上塗り塗装が可能な
変成シリコーン系
シーリング材！

特
価

たっぷり使える！大容量レジン・専用ライトセット

UVライトで照らすと
硬化します

234. アイガーツール
プロ用ＵＶ硬化樹脂セット

￥4,480特
価

コードNo. 321674
標準価格 ￥5,980

UV 硬化剤セット ER－200

￥2,240特
価

コードNo. 321676
標準価格 ￥2,980

UV 硬化剤のみ　ER－650

わずか５秒で硬化！

補修 充填 整形 接着

大容量
６５ml

静音キャスター
φ１００

※ブレーキ無 ※ブレーキ付

241. 浅香工業
プラメッシュカー　ＰＭ－２００
立て掛けても転がし移動できる！
荷物の転倒防止策として台座前方に緩やかな
傾斜をつけています

壁を傷つけず、立て掛けてそのまま転がし移動できる
ローラーバンパーを標準装備

サイズ：810×490×900㎜
重量：11.0㎏

￥１２,８００特
価

ＰＭ－２００ブレーキ付

コードNo. 318286コードNo. 318286
標準価格オープン標準価格オープン

サイズ：780×490×900㎜
重量：9.5㎏

￥９,８００特
価

ＰＭ－２００

コードNo. 318285コードNo. 318285
標準価格オープン標準価格オープン

軽自動車へ
積載可能
軽自動車へ
積載可能

248. ナカオ
三連伸縮梯子レン太　手がかり棒まるちフック付

手がかり棒まるちフック付

立てかけ角度が分かる
側面シール

水平レベル調節機能付き
アウトリガー付き

￥112,０００特
価

３ＲＥＮ－７.０Ａ
コードNo. 319459
標準価格￥155,000

全長：６.９１４～７.０５４ｍ　縮長：２.９９７ｍ

￥118,8００特
価

３ＲＥＮ－８.０Ａ
コードNo. 319460
標準価格￥165,000

全長：７.９０１～８.０４１ｍ　縮長：３.３２６ｍ

￥126,０００特
価

３ＲＥＮ－９.０Ａ
コードNo. 319461
標準価格￥175,000

全長：８.８８８～９.０２８ｍ　縮長：３.６５５ｍ

はしごを安定させる
アウトリガー付！

ＥＳＫ－7

￥８６,８００特
価
コードNo. 314894  標準価格￥107,000

ＥＳＫ－１８

￥５０,０００特
価
コードNo. 314890  標準価格￥62,000

￥７７,０００特
価
コードNo. 314893  標準価格￥95,000
垂直高：1057～1417㎜   天板巾：500㎜  天板長さ：1545㎜

ＥＳＫ－１４
￥５９,０００特
価
コードNo. 314892  標準価格￥73,000
垂直高：724～1084㎜   天板巾：500㎜   天板長さ：1545㎜

ＥＳＫ－１１
￥５０,０００特
価
コードNo. 314891  標準価格￥62,000
垂直高：724～1084㎜   天板巾：500㎜   天板長さ：765㎜

ＥＳＫ－１１S

●業界最大級のステップ巾
　（踏さん60㎜）
●縦方向のガタつき・揺れを
　抑える伸縮脚と支柱デザイン
●ガタつきや穴あれを抑える折り
　たたみ金具のブッシュ
●軽量化と材質劣化を抑える
　ステンレス材の導入

252．ナカオ
四脚調節式足場台 勇馬

揺れ・ガタつきがない！

垂直高：505～693㎜   天板巾：500㎜　天板長さ：1545㎜ 垂直高：1390～1750㎜  天板巾：500㎜  天板長さ：1545㎜

※仮設工業会認定品

200kg200kg
最大使用質量

300kg300kg
最大使用質量

150kg150kg
最大使用質量

130kg130kg
最大使用質量

150kg150kg
最大使用質量

※送料別途

※送料別途

240. ＤＢＬＴＡＣＴ240. ＤＢＬＴＡＣＴ
カバー付きキャリーバッグ
収納物を保護するカバー付き！

ＤＴ－ＳＲＢ４２０Ｃ－ＫＨ（カーキ）コードNo. 320646
ＤＴ－ＳＲＢ４２０Ｃ－ＮＶ（ネイビー）コードNo. 320647
ＤＴ－ＳＲＢ４２０Ｃ－ＧＲ（グレー）コードNo. 320648
●ツールに最適なポケットと
　ホルダーが大小26カ所あり
　機能性バツグン！
●水弾きの良い撥水加工生地を使用。

●サイドには便利な
　コンベックスホルダー付き。
●肩掛けショルダーベルト付き。 各￥3,08０特

価

標準価格 各￥4,200

カーキ グレー 取り外し可能な
カバー付き。
前からも後ろからも
開くことが出来ます。

ネイビー
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標準価格 各￥3,800

255. おたふく手袋255. おたふく手袋

各￥２,６６０特
価

ＢＴ防風パワーストレッチベスト
ＪＷ－１９２
ＢＴ防風パワーストレッチベスト
ＪＷ－１９２
寒さ・冷たい風から体温を保持！

コードNo. 319406 ブラックS
コードNo. 319407 ブラックM
コードNo. 319408 ブラックL
コードNo. 319409 ブラックLL
コードNo. 319411 シルバーS
コードNo. 319412 シルバーM
コードNo. 319413 シルバーL
コードNo. 319414 シルバーLL

生地の表面にポリウレタン
コーティングを施した防風
仕様！

裏面は肌触りがよく
保温性に優れた
レイズドファブリック

（微細裏起毛）

胸囲
Sサイズ

身体寸法

（ｃｍ） ８0～88 ８８～９６ ９６～１０４

１5５～１6５１６５～１７５１７５～１８５（ｃｍ）

Ｍ Ｌ
１０４～１１２

１７５～１８５

ＬＬ

身長

260. パトライト260. パトライト

各￥１５，０００特
価

標準価格￥19,800標準価格￥19,800
電池式フラッシュ表示灯　ＰＦＨ－ＢＴ型電池式フラッシュ表示灯　ＰＦＨ－ＢＴ型

・耐衝撃性に優れた
 ポリカーボネートボディ
・電池・マグネット仕様で
 カンタン移動・設置
・電源：単3形電池×4本
　アルカリ乾電池・
 ニッケル水素電池

261． ＤＩＣ261． ＤＩＣ

００．●

即！
組み
立て

省ス
ペース
収納

《国家検定取得》
墜落時保護用／飛来落下物用

防災用ヘルメット ＩＺＡＮＯ ＭＥＴ防災用ヘルメット ＩＺＡＮＯ ＭＥＴ
コードNo. 306027コードNo. 306027 標準価格￥4,600標準価格￥4,600 -イザノメット-

「イザ」という時にワンアクションで、
すぐ組み立て可能！

収納時容量が
約半分に！￥３，９８０特

価

携帯性に優れ、
コンパクトに収納！

防塵防水

ＩＰ５５１００φ

コードNo. 315056コードNo. 315056ＰＦＨ－ＢＴ－Ｒ（赤）ＰＦＨ－ＢＴ－Ｒ（赤）
コードNo. 315057コードNo. 315057ＰＦＨ－ＢＴ－Ｙ（黄）ＰＦＨ－ＢＴ－Ｙ（黄）

圧倒的な視認性！

279. 丸五279. 丸五

各￥３,８００特
価

作業シューズ屋根やくん ＃０３作業シューズ屋根やくん ＃０３

ブラック

断熱材を増量し、耐熱性を向上！
熱くなりやすい素材の屋根でも危険を軽減！
標準価格 各オープン

コード No. 311244 ／ 25.0cm
コード No. 311245 ／ 25.5cm
コード No. 311246 ／ 26.0cm
コード No. 311247 ／ 26.5cm
コード No. 311248 ／ 27.0cm

ホワイト
コード No. 311249 ／ 25.0cm
コード No. 311251／ 25.5cm
コード No. 311252 ／ 26.0cm
コード No. 311253 ／ 26.5cm
コード No. 311254 ／ 27.0cm

②
ベルトを双方向に締める
ことでフィット感をＵＰ！

②
ベルトを双方向に締める
ことでフィット感をＵＰ！

①
急勾配でも、かかとが
脱げにくいヒールロック！

①
急勾配でも、かかとが
脱げにくいヒールロック！

踵マジックベルトで
しっかり固定！

③
どんな体勢でも滑りにくい
巻き上げアウトソール！

③
どんな体勢でも滑りにくい
巻き上げアウトソール！

272. スリーエム272. スリーエム

各￥５００特
価

標準価格 オープン

コンフォートグリップグローブ
ウォームタイプ

●起毛素材で温かい！
●丈夫で長持ち、
   洗って繰り返し使える！
●伸縮性の高いゴム素材で手に
  フィット！

ムレにくく、
快適な温かさ！

全長22.5㎝ 手のひら周り20.0㎝ 中指長さ7.5㎝
コードNo. 316523
Ｓサイズ

全長23.0㎝ 手のひら周り21.0㎝ 中指長さ8.0㎝
コードNo. 316524
Mサイズ

全長24.5㎝ 手のひら周り21.5㎝ 中指長さ8.5㎝
コードNo. 316525
L サイズ

全長25.0㎝ 手のひら周り23.0㎝ 中指長さ9.0㎝
コードNo. 316526
XLサイズ

273. サファリスター273. サファリスター

各￥５８０特
価

スカイルーツ甲メリ手袋マジック付
ＳＲ０２
標準価格 各オープン
高水準な通気性と伸縮性を
発揮する吸汗速乾素材！
素材：ナイロン・ポリウレタン
●サイズ：Ｍ／Ｌ／ＬＬ

コードNo. 239678黒M
コードNo. 239679黒L
コードNo. 239680黒LL

コードNo. 239681青M
コードNo. 239682青L
コードNo. 239683青LL

コードNo. 239684赤M
コードNo. 239685赤L
コードNo. 239686赤LL

手首マジック付で
脱着がスムーズ！

黒 青

赤

278. サンダンス278. サンダンス
安全靴　GT－EvoX
ハイカット仕様でくるぶしまでガッチリガード！

各￥3,48０特
価

標準価格 各オープン

履きやすさ×動きやすさ×安全性　カッコ良さにもこだわった一足。

25.0cm
25.5cm
26.0cm
26.5cm
27.0cm
28.0cm

コードNo. 320985
コードNo. 320986
コードNo. 320987
コードNo. 320988
コードNo. 320989
コードNo. 320990

ホワイト/ネイビー
25.0cm
25.5cm
26.0cm
26.5cm
27.0cm
28.0cm

コードNo. 320999
コードNo. 321000
コードNo. 321001
コードNo. 321002
コードNo. 321003
コードNo. 321004

インディゴ /ブラウン

お気軽にご用命ください

277. ディアドラ277. ディアドラ

通気メッシュで快適に働く！

各￥７,６５０特
価

セーフティースニーカー「ラジアナ」

標準価格 各 ¥8,500

25.0cm
25.5cm
26.0cm
26.5cm
27.0cm
27.5cm
28.0cm

コード No. 319067
コード No. 319068
コード No. 319069
コード No. 319070
コード No. 319071
コード No. 319072
コード No. 319073

ＲＧ－１４（ホワイト＋ブルー）
25.0cm
25.5cm
26.0cm
26.5cm
27.0cm

コード No. 321049
コード No. 321050
コード No. 321051
コード No. 321052
コード No. 321053

トリコロール
25.0cm
25.5cm
26.0cm
26.5cm
27.0cm

コード No. 321059
コード No. 321060
コード No. 321061
コード No. 321062
コード No. 321063

黒＆オレンジ
25.0cm
25.5cm
26.0cm
26.5cm
27.0cm
27.5cm
28.0cm

コード No. 319074
コード No. 319075
コード No. 319076
コード No. 319077
コード No. 319078
コード No. 319079
コード No. 319080

ＲＧ－２３（ブラック＋レッド）

・独自のストリングシューレース
 システムを採用！
 ワンタッチで広がり、瞬時に、簡
 単に靴を脱ぐことができます。

・履くときもシューレースに付い
 ているストッパーで調整すれば
 瞬時に締めることができます。

・腰部分には丈夫な通気メッシュ
 を使用。
 ムレを防止します。

280. シモン280. シモン

各￥１６,０００特
価

コードNo. 317320　25.0㎝
コードNo. 317321　25.5㎝
コードNo. 317322　26.0㎝
コードNo. 317323　26.5㎝
コードNo. 317324　27.0㎝
コードNo. 317325　27.5㎝
コードNo. 317326　28.0㎝

コードNo. 317331　25.0㎝
コードNo. 317332　25.5㎝
コードNo. 317333　26.0㎝
コードNo. 317334　26.5㎝
コードNo. 317335　27.0㎝
コードNo. 317336　27.5㎝
コードNo. 317337　28.0㎝

標準価格 各￥20,300標準価格 各￥20,300安全靴　ＳＬ１１安全靴　ＳＬ１１
最高品質の安全性と快適性を実現！

ＳＸ３層底Ｆソールの
フラグシップモデル。
消臭・抗菌防臭の内装材採用。
●ＪＩＳ Ｔ ８１０１革製Ｓ種
　＜普通作業用＞ＥＦ合格
●甲被：高級牛革（ソフト）
●先芯：ワイドＡＣＭ樹脂先芯

滑りに強い！耐滑性能Ｆ合格！
転倒などの労働災害から守ります。

ＳＬ１１－Ｒ　黒／赤ＳＬ１１－Ｒ　黒／赤 ＳＬ１１－ＢＬ　黒／青ＳＬ１１－ＢＬ　黒／青

262. メディコム262. メディコム
プロレーンマスクＲＥＬＡＸ　５０枚箱入プロレーンマスクＲＥＬＡＸ　５０枚箱入
コードNo. 322771 標準価格 オープン

口元ゆったりリラックスタイプ！

●メガネを掛けても曇りにくい！
●耳が痛くなりにくい太平型ゴムを採用！
●ウイルスを含む飛沫・花粉等を99%カット！

￥５５０特
価 ５０枚入New

ASTM F2100 LEVEL1に適合した医療用マスク！

267. 新潟精機267. 新潟精機
サポートリフター　ＳＬＧ－２９０サポートリフター　ＳＬＧ－２９０
コードNo. 321194　標準価格¥2,950

天井部材の保持に最適！

一人での作業が簡単に！

●内装作業のサポートに

￥１,８５０特
価

約
1
1
5
〜
2
9
0㎝

約196N（20kgf)約196N（20kgf)
最大耐荷重

45°まで傾斜するベースで
斜めの対象物も安定した
サポートができます。

45°まで傾斜するベースで
斜めの対象物も安定した
サポートができます。

275. シモン275. シモン

各￥８,０００特
価

標準価格 各￥14,200標準価格 各￥14,200

安全靴 ＷＳ１１黒静電安全靴 ＷＳ１１黒静電

ＳＸ３層底Ｆソール搭載の一般静電靴！
・規格：JIS T 8103 ED-P/C3/革製/SEF合格
・甲被：牛革＋メッシュ
・先芯：ワイドACM樹脂先芯

コードNo. 317352／25.0cm
コードNo. 317353／25.5cm
コードNo. 317354／26.0cm
コードNo. 317355／26.5cm

コードNo. 317352／25.0cm
コードNo. 317353／25.5cm
コードNo. 317354／26.0cm
コードNo. 317355／26.5cm

コードNo. 317356／27.0cm
コードNo. 317357／27.5cm
コードNo. 317358／28.0cm

コードNo. 317356／27.0cm
コードNo. 317357／27.5cm
コードNo. 317358／28.0cm

転倒災害などの労働災害から守る！

New
各￥２,８００特

価

ブラック S コードNo. 322924コードNo. 322924
ブラック M コードNo. 322925コードNo. 322925
ブラック L コードNo. 322926コードNo. 322926
ブラック LL コードNo. 322927コードNo. 322927
グレー S コードNo. 322929コードNo. 322929
グレー M コードNo. 322930コードNo. 322930
グレー L コードNo. 322931コードNo. 322931
グレー LL コードNo. 322932コードNo. 322932

標準価格 各￥4,020

S
胸囲（ｃｍ）

８0～88

８８～９６

９６～１０４

１5５～１6５

１６５～１７５

１７５～１８５
Ｍ
Ｌ

１０４～１１２１７５～１８５ＬＬ

寸法
サイズ （ｃｍ）身長（ｃｍ）

厚地裏起毛で
高い保温性を発揮！

縫い糸が
気になる臭いを
スピード消臭
（首回りと

脇部分）

●二層構造で高い保温性と優れた吸汗速乾
性能を両立！

　汗を瞬時に肌面から外側に移動させます。

263. ドリテック263. ドリテック
さすだけ充電ラジオライトさすだけ充電ラジオライト
もしものときに役立つ多機能ラジオライト！

暗い夜道を照らすLEDライト 手回し充電も可能

・商品サイズ：W165×D65×H58mm

各￥３,１８０特
価

ＰＲ－３２１ＢＫ（黒）
コードNo. 323009コードNo. 323009

ＰＲ－３２１ＷＴ（白）
コードNo. 323010コードNo. 323010

標準価格 各オープン標準価格 各オープン

●緊急時に欠かせない「情報、照
明、通信、サイレン」機能が含
まれた充電ラジオライト！

●３パターンの充電方法（手回
し・USB 充電・乾電池）でバッ
テリーがなくても安心！

●携帯電話やiPhoneへの充電も
OK！

254. おたふく手袋254. おたふく手袋

便利アイテムで快適に！防寒グッズ
ＢＯＤＹ TＯＵＧＨＮＥＳＳ

パワーストレッチ
ハイネックシャツ
ＪＷ－１７０

各￥１，０８０

コードNo. 231248黒Ｍ
コードNo. 231249黒Ｌ
コードNo. 231250黒ＬＬ
コードNo. 239782白Ｍ
コードNo. 239783白Ｌ
コードNo. 239784白ＬＬ
標準価格 各￥1,540

パワーストレッチ
ロングタイツ
ＪＷ－１６２

各￥９３０特
価
特
価

特
価
特
価

織柄チェックシャツ
ＪＷ－１７２

各￥１，１８０

コードNo. 312168黒Ｍ
コードNo. 312169黒Ｌ
コードNo. 312170黒ＬＬ
コードNo. 312171黒３Ｌ

標準価格 各￥1,680
特
価

コードNo. 239785 Ｍ
コードNo. 239786 Ｌ
コードNo. 239787 ＬＬ
標準価格 各￥1,320

胸囲
Ｍサイズ

身体寸法

（ｃｍ） ８８～９６ ９６～１０４ １０４～１１２

１６５～１７５１７５～１８５１７５～１８５（ｃｍ）

Ｌ ＬＬ

身長
胴囲

Ｍサイズ
身体寸法

（ｃｍ） ７６～８４ ８４～９４ ９４～１０４

１６５～１７５ １７５～１８５ １７５～１８５（ｃｍ）

Ｌ ＬＬ

身長
胸囲

Ｍサイズ
身体寸法

（ｃｍ） ８８～９６ ９６～１０４ １０４～１１２

１６５～１７５１７５～１８５１７５～１８５（ｃｍ）

Ｌ ＬＬ

身長

＋
遠赤加工

肌触りがよく保湿効果の高い
レイズドファブリックを使用！

ダブつきがなく肌に密着するので
適度な圧力が身体をサポートします

あったか素材で内側からサポート！伸縮自在で
動きやすさをサポート！

男心をくすぐる織柄チェック！
内側は裏起毛で遠赤外線加工！

◆遠赤外線
◆ストレッチ
◆微細裏起毛
◆吸汗速乾
◆消臭作用

コードNo. 312317青Ｍ
コードNo. 312318青Ｌ
コードNo. 312319青ＬＬ
コードNo. 312320青３Ｌ

コードNo. 314963赤Ｍ
コードNo. 314964赤Ｌ
コードNo. 314965赤ＬＬ
コードNo. 314966赤３Ｌ

●ポリエステル95%
    ポリウレタン5%

256. おたふく手袋256. おたふく手袋
ＢＴデュアルブラッシュド　ヘビーウェイト　クルーネックシャツ　ＪＷ－１８０ＢＴデュアルブラッシュド　ヘビーウェイト　クルーネックシャツ　ＪＷ－１８０
汗冷えしにくく快適に！

268. 藤井電工

￥19,8００特
価

フルハーネス安全帯
（黒影・ノビロン２本式）

Ｒ－５０４－２ＮＶ－Ｍ

フルハーネス安全帯
（黒影・ノビロン２本式）

Ｒ－５０４－２ＮＶ－Ｍ

コードNo. 308179
標準価格￥29,300

フック掛替え時の無胴綱状態をなくせる
ツインランヤード！
フック掛替え時の無胴綱状態をなくせる
ツインランヤード！

胴ベルト無（胴ベルト着脱可）／腿ベルト水平型

●肩ベルト：幅45mm
　フックハンガー2個付
●胴ベルト：無
　（幅50mm胴ベルト取付可能）
●腿ベルト：幅45mm水平型
　／ワンタッチバックル
●ランヤード×2：ノビロン
・色：黒／幅：25mm
・長さ：収縮時1,200mm、伸長時1,700mm
・フック：FS-93SV（軽量・回転）
・ショックアブソーバ付
●重量：約2,125g
●ベルトカラー：DG

269. 藤井電工
Ｙ型フルハーネス安全帯

（飛燕・ノビロン２本式） Ｒ－５０６－２ＮＶ
コードNo. 312785
標準価格￥31,000

￥２２,０００特
価

腰道具取付スペースを
幅広く確保した
Y型ハーネス

●ハーネスベルト
・幅：45mm
・腿バックル：ワンタッチ
●ランヤード×2：ノビロン
・幅：25mm
・長さ：収縮時1,200mm、
　　　 伸長時1,700mm
・フック：FS-93SV（軽量・回転）
・ショックアブソーバ付
●質量：約2,080g
●ベルト色：BLK

●ハーネスベルト
・幅：45mm
・腿バックル：ワンタッチ
●ランヤード×2：ノビロン
・幅：25mm
・長さ：収縮時1,200mm、
　　　 伸長時1,700mm
・フック：FS-93SV（軽量・回転）
・ショックアブソーバ付
●質量：約2,080g
●ベルト色：BLK

イエローＭ
イエローＬ
イエローＬＬ
オレンジＭ
オレンジＬ
オレンジＬＬ

コードNo. 315230
コードNo. 315231
コードNo. 315232
コードNo. 315233
コードNo. 315234
コードNo. 315235

271. アトム

各￥６５０特
価

標準価格  各オープン

ＰＵファインタッチウォームグローブ
２０９７

●裏地フリース、
　手首部分はジャージで
　冷気をシャットアウト！
●手甲部分には
　反射材を用い、
　暗い場所でも安全！

全面スマホ
操作可能！

274. 丸五

￥1,750特
価

コードNo. 234323 標準価格 オープン

耐踏抜防止機能付
インソール・ソールバリア

ハサミで切って使用出来る
フリーサイズ
厚さ４㎜

危険物から足を護る！
●貫通力１１００Ｎ以上！
●瓦礫・釘・ガラスなどの
危険物から足を護ります。

足裏保護

抗菌

防臭

259. アルインコ259. アルインコ

各￥9,800特
価

コードNo. 307136
コードNo. 307137
コードNo. 307139
コードNo. 310588

標準価格 各￥14,000

トランシーバー ＤＪ－ＰＢ２０

ＤＪ－ＰＢ２０B（ブラック）
ＤＪ－ＰＢ２０Y（イエロー）
ＤＪ－ＰＢ２０W（ホワイト）
ＤＪ－ＰＢ２０R（レッド）

クラス最小・
最軽量！

単三乾電池3本だからできる、長時間通話と音声出力
400mWの大音量！濡れた手でつかんでも大丈夫！
IP54相当の防塵・防沫ポリカーボネート製ボディを採用！

免許・資格不要
特定小電力無線／交互通話専用

264. 栄製機264. 栄製機

各￥５,８８０特
価

点火・消火が
片手で可能！

誤動作防止の
安全ロック機構付

スーパーエース
BT－20LXコードNo. 222292
BT－20LYコードNo. 222293

BT－20LX

BT－20LY

標準価格 各￥9,800

空気調節
レバーで
炎も自由自在！

ガスボンベHP200
×2本サービス

特
典

¥2,980特
価

265. 新富士バーナー
コードNo. 320093 標準価格¥3,750
パワートーチ ＲＺ－８３４

細工作業に適したスパイラル集中炎！

パイプの裏まで回り込むスパイラル炎

発熱量発熱量

３．３ｋＷ

極細火口１１㎜
空気調整レバーで無段階に調整可能

（８００℃～２０００℃）

266. 竣栄工業266. 竣栄工業

￥２,７００特
価

ハンディ・エアジャッキ ＷＩＮＢＡＧ
コードNo. 314408コードNo. 314408 標準価格 オープン標準価格 オープン
２㎜の隙間を、空気の力で
手軽にジャッキアップ！

《仕様》 素材：プラスチックファイバークロス補強ゴム
 寸法：150×160㎜（突起部含まず）
 重量：79g
 耐荷重：100㎏

・厚さ2㎜～50㎜まで自由に調節
・最大100㎏までジャッキアップが
  可能
・クサビ代わりにどこでも携帯
・対象物を傷つけず繰り返し使える

※使用例1  窓サッシの取付け ※使用例2  大型家具の据え付け

258. 興和258. 興和
高温カイロ　ヒートチャージャー１０枚入り高温カイロ　ヒートチャージャー１０枚入り
コードNo. 323061 標準価格¥800

New

凍えた指先をしっかり温める！
特殊製法ヤシガラ活性炭採用。
より早く、より高い発熱を実現。
特殊製法ヤシガラ活性炭採用。
より早く、より高い発熱を実現。
●かじかむ手専用の貼らないカイロです。
●最高温度76°/平均温度63°
●極寒でもしっかり温まる！

●かじかむ手専用の貼らないカイロです。
●最高温度76°/平均温度63°
●極寒でもしっかり温まる！

¥５６０特
価

257. 五心産業257. 五心産業
ヘルメット用防寒耳カバー　Ｈ－０２ヘルメット用防寒耳カバー　Ｈ－０２
コードNo. 323060 標準価格 オープン

New

着脱簡単！あったかアイテム！

・フリーサイズ

¥１,６００特
価

270. エイス270. エイス
超極厚潤滑剤ＥＸＬＵＢ　４２０ｍｌ超極厚潤滑剤ＥＸＬＵＢ　４２０ｍｌ
コードNo. 323049 標準価格¥3,500

New

強力な被膜で劇的な潤滑効果！
塩素フリーで環境にやさしいプロユースの潤滑剤です。
あらゆる金属摺動部に使用可能！
塩素フリーで環境にやさしいプロユースの潤滑剤です。
あらゆる金属摺動部に使用可能！

¥３,２４０特
価

276. サンダンス276. サンダンス
安全スニーカーＧＴ－３安全スニーカーＧＴ－３ New
片足３６０ｇの軽量モデル！

各￥２,７００特
価

標準価格 各オープン標準価格 各オープン

●耳部分に反射材を使用しているため、夜間の作業でも
安心。

●表地に防風素材を使用。冷たい風を通さず体温が下が
るのを防ぎます。

●裏地にフリース生地を使用。肌触りが良く軽量で、快
適な温かさを持続します。

●耳部分に反射材を使用しているため、夜間の作業でも
安心。

●表地に防風素材を使用。冷たい風を通さず体温が下が
るのを防ぎます。

●裏地にフリース生地を使用。肌触りが良く軽量で、快
適な温かさを持続します。

１０枚入り１０枚入り

摩擦・摩耗
低減

摩擦・摩耗
低減

JIS S級相当 鋼鉄製先芯入りJIS S級相当 鋼鉄製先芯入り

振動・騒音
抑制

振動・騒音
抑制

メンテ業務
軽減

メンテ業務
軽減

摺動部
長寿命化
摺動部

長寿命化

※26.0cm※26.0cm

サッカーシューズタイプの
シュータン。
足入れの際、タンの巻き込みを
防止し履きやすい。

グリップ力に優れた
薄底アウトソール

10月末頃より販売開始
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