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選べて嬉しい！景品付き商品あります！

1

五 校

¥130,000特
価

10.8Vスライド電池
新登場！

10.8Vスライド電池
新登場！

・サイズ：H225×W90×L335mm
・質量：4.0kg（電池パック装着時）

チャック部先端から
冷却風を排出！

充電式ハンマドリル　ＨＲ１８２ＤＲＧＸＶ充電式ハンマドリル　ＨＲ１８２ＤＲＧＸＶ
コード No. 324562 標準価格￥90,300

別販売品の無線連動集じん機、
ワイヤレスユニット、集塵カップ、
グリップベースセット使用で無線連動集じんが可能。

・質量：3.4kg
・寸法：L431(最長)×W82×H285mm

１８Ｖ ６．０Ａｈ１８Ｖ ６．０Ａｈ
集塵システム搭載モデル！

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
革新的な冷却システム！

●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！
・寸法：417×108×240mm
・重量：4.8kg

六角軸
１７

インパクトレンチ ＥＺ７５Ａ８ＬＪ２ＧＢインパクトレンチ ＥＺ７５Ａ８ＬＪ２ＧＢ
コードNo. 320710コードNo. 320710 標準価格￥76,200標準価格￥76,200
クラス最小１４３ｍｍ！

（２０１７年１１月現在）

小さくても
パワフル！

【付属品】
18V5.0Ah バッテリ×2、
充電器、ケース

143mm143mm

世界最高技術の
低振動構造

電動ハツリ機 ＴＥ－１０００ＡＶＲコンボ電動ハツリ機 ＴＥ－１０００ＡＶＲコンボ
コードNo. 311796コードNo. 311796 標準価格￥267,800標準価格￥267,800
振動軽減システムＡＶＲが
驚きの低振動を実現！

￥２２８,０００特
価 ￥５３,３００

12. アサダ12. 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

防災グッズ
×1個サービス

特
典

特
価

・定格電流：15A
・打撃力：26J
・無負荷打撃数：1,950打/分

・寸法：L710×W141×H305mm
・重量：12.5kg
・チャックタイプ：TE-S
・付属品：チゼルTE-SP-SM36×1
　　　　　　　 TE-SP-FM36×1

5. ヒルティ5. ヒルティ 6. パナソニック6. パナソニック

最大締付トルク
１３５Ｎ・ｍ

IP54IP54
防じん・防まつ

18V マルチボルト
蓄電池使用可能
マルチボルト

蓄電池使用可能
14.4V

18V
14.4V

デッキプレートでも高速穿孔デッキプレートでも高速穿孔速い
マックス独自の低振動機構で負担を減らす！マックス独自の低振動機構で負担を減らす！優しい
強靭な耐環境性能「マックス イージス」強靭な耐環境性能「マックス イージス」強い

古くなった全ネジカッターを
￥５,０００で下取りします

特
典

4. ヒルティ4. ヒルティ

￥７２,２００特
価 ￥５３,０００特

価

特
価

27. リョービ27. 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

特
価￥５８,０００特

価￥２４,５００

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集じん容量集じん容量

750mL

質量質量

1.4Kg

リモコンウインチ
荷揚げ操作を
コードレスで！

充電式タッカ　ＴＪ－２５/４ＪＢＣ/１８５０Ａ充電式タッカ　ＴＪ－２５/４ＪＢＣ/１８５０Ａ
コード No. 323948 標準価格￥78,800

●４Ｊステープルの足長さ２５ｍｍに
    対応した１８Ｖ充電式タッカ。
●「反動吸収機構」（ＰＡＴ）搭載で、
    軽快な打ち込み力と低反動を実現。

●４Ｊステープルの足長さ２５ｍｍに
    対応した１８Ｖ充電式タッカ。
●「反動吸収機構」（ＰＡＴ）搭載で、
    軽快な打ち込み力と低反動を実現。
・寸法：H221×W80×L265mm   ・質量：2.4kg( 電池含む )

１８Ｖ
５．０Ａｈ
１８Ｖ
５．０Ａｈ

軽作業に
便利な
充電式！

１８Ｖ
カプセル式

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

26. ボッシュ26. 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

特
価￥５６,８００

21.マックス21.マックス

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

画角が拡がり見逃しゼロ！

適応パイプ径
φ３０～１１０

ケーブル長
３０ｍ

・寸法：W350×D432×H153mm
・質量：6.3kg

●対角１８０°の広角レンズを採用（水中９６°）し、
    死角部分が減少！
●９０°エルボ２箇所の通過（Φ４０ｍｍ以上）が
    可能！（管内の状況による）

Ｇラインスコープ ＧＬＳ－Ｖ２８３０Ｇラインスコープ ＧＬＳ－Ｖ２８３０
コード No. 323674 標準価格￥660,000

28. ＲＥＸ28. ＲＥＸ

￥４９５,０００特
価

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㎜

29. 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！

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

22. リョービ
充電鋲打機 ＢＸ３ＭＥ
Ｐ２/３．０Ａｈコンボ
充電鋲打機 ＢＸ３ＭＥ
Ｐ２/３．０Ａｈコンボ

コードNo. 318455
標準価格￥196,400

世界初のバッテリー式鋲打機！

打撃力
８５Ｊ

適用ネイル長範囲
１４-３６ｍｍ

コードNo. 317899 標準価格￥72,000
専用ピン２０mm Ｘ－Ｐ２０Ｂ３ＭＸ ２０００本

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！

・寸法：L473×W134×H280mm
・重量：3.33㎏
【セット内容】
本体、ケース、
3.0Ah バッテリ×2、充電器

特
価￥６１,２００

特
価￥１５７,０００

19. ヒルティ

※リモコン1個付属

最大出力９８０Ｗ

砥石径
１００㎜

17. リョービ
ディスクグラインダー　Ｇ－１１１Ｐディスクグラインダー　Ｇ－１１１Ｐ

握りやすい極細グリップ！

握りφ52握りφ52

パワーソー ＰＳ－２００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！
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

15. ＭＣＣ
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
操作性と安全性を高めた
スイッチとグリップ形状！

キワ作業に！

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

※イメージ

13. リョービ

1. ボッシュ 3.マキタ3.マキタ
充電ハンマードリル ＧＢＨ３６Ｖ－ＰＬＵＳ充電ハンマードリル ＧＢＨ３６Ｖ－ＰＬＵＳ
コードNo. 312154　標準価格￥139,000
速い、長寿命、高品質な穴あけ、安全、疲れない！

バッテリー２個付バッテリー２個付

￥８９,８００特
価

・コンクリート：28㎜φ
・鉄工：13㎜φ
・木工：30㎜φ
・質量：4.5㎏

・コンクリート：28㎜φ
・鉄工：13㎜φ
・木工：30㎜φ
・質量：4.5㎏

３６Ｖ ４．０Ａｈ３６Ｖ ４．０Ａｈ

￥５,０００特
価

10. アサダ10. アサダ

￥３５,８００特
価

充電式バンドソー　Ｈ６０Ｅｃｏ ＢＨ６０充電式バンドソー　Ｈ６０Ｅｃｏ ＢＨ６０
コード No. 231411 標準価格￥45,000
Φ６３．５ｍｍが切断可能！

コードNo. 319249
標準価格￥7,400（2枚）

Ｈ６０用のこ刃バイメタル ７１０９８（１箱２枚入り）

片手で楽々
超小型！
３．５Ｋｇ

１８Ｖ
Ｌｉ－ｉｏｎ

２個付

冴える切れ味！

16.ミタチ

￥６４,８００特
価

コードNo. 317210
標準価格￥70,000

チップソー切断機　ＭＳＣ３０５ＭＡ

・新開発、中速専用モーター搭載
・より安全な二重絶縁構造
・切断片の飛散を防ぐ補助バイス付
・跳ね上がり防止機構付バイス採用

チップソー替刃　３０５φ×１枚サービス
(合計２枚付）

特
典

2.マックス2.マックス
充電ハンマドリル　ＰＪＲ２６６Ａ－Ｂ２Ｃ／２５４０Ａ充電ハンマドリル　ＰＪＲ２６６Ａ－Ｂ２Ｃ／２５４０Ａ
コードNo. 324997 標準価格¥146,000

New

10.8V 4.0Ah10.8V 4.0Ah 7.2V 1.5Ah7.2V 1.5Ah 7.2V 1.5Ah7.2V 1.5Ah

・鉄工：φ13mm
・木工：φ30mm
・コンクリート：φ26mm

¥105,000特
価

8. パナソニック8. パナソニック
Ｂ＆Ｇインパクト　ＥＺ７５２１ＬＡ２ＳＴ３Ｂ＆Ｇインパクト　ＥＺ７５２１ＬＡ２ＳＴ３
コードNo. 316732 標準価格¥29,000

限定ブラック＆ゴールド！

・最大締付トルク25N・m
・2WAY LEDライト搭載
・ゴールドビット2本、

バッテリー2個、
　充電器、ケース付き

・最大締付トルク
高速：2.0N・ｍ/低速：6.0N・m

・2WAY LEDライト搭載
・ゴールドビット2本、

バッテリー2個、充電器、ケース付き

¥20,300特
価

9. パナソニック9. パナソニック
Ｂ＆Ｇドライバ　ＥＺ７４２１ＬＡ２ＳＴ２Ｂ＆Ｇドライバ　ＥＺ７４２１ＬＡ２ＳＴ２
コードNo. 316686 標準価格¥38,400

限定ブラック＆ゴールド！

¥26,800特
価

7. ＨｉＫＯＫＩ7. ＨｉＫＯＫＩ
充電インパクトドライバ　ＷＨ１２ＤＤ（２ＬＳ）充電インパクトドライバ　ＷＨ１２ＤＤ（２ＬＳ）
コードNo. 324661 標準価格¥39,300

New軽快さ抜群！

＜付属品＞
バッテリBSL1240M×2個
急速充電器UC12SL
ケース

¥29,400特
価

クラス最短全長で
取り回しやすい！

全長134mm

18. パナソニック18. パナソニック
Ｄ充電全ネジカッタ　ＥＺ４５Ａ８ＬＪ２ＧＢＤ充電全ネジカッタ　ＥＺ４５Ａ８ＬＪ２ＧＢ
コードNo. 324600 標準価格¥109,000コードNo. 313450 標準価格￥14,600

New
上向き作業に便利な機能を搭載！

・切り残し20mm
・引っ掛けフック搭載
・切りくずキャッチャー搭載

¥76,300特
価￥10,200特

価

￥２８,５００特
価

￥３９,０００特
価

ＵＢ１８ＤＡ（ＮＭ）　蓄電池別売
コードNo. 323663
標準価格 ￥38,000

ＵＬ１８ＤＡ（ＸＭ）　マルチボルト蓄電池 1 個付
コードNo. 323662
標準価格 ￥52,000

23. ＨｉＫＯＫＩ23. ＨｉＫＯＫＩ
コードレス冷温庫コードレス冷温庫 New

●大容量25L 2Lペットボトルなら6本、
　500mlペットボトルなら20本
●冷却・加温機能搭載 最低5℃～最高55℃
●蓄電池・コンセント・車載電源の3電源対応

●大容量25L 2Lペットボトルなら6本、
　500mlペットボトルなら20本
●冷却・加温機能搭載 最低5℃～最高55℃
●蓄電池・コンセント・車載電源の3電源対応

いつでもどこでも快適温度！

24. ＨｉＫＯＫＩ24. ＨｉＫＯＫＩ
充電サーチライト　ＵＢ１８ＤＡ充電サーチライト　ＵＢ１８ＤＡ
コードNo. 325337 標準価格¥15,000

New

広く、遠くまでよく見える！

2500Lm2500Lm
最大光束

¥１１,２５０特
価

20.マックス20.マックス
ガスネイラ　ＧＳ－７３８Ｃ２ガスネイラ　ＧＳ－７３８Ｃ２
コードNo. 324728 標準価格¥155,000

New

片手でさらに使いやすく！
●ハイパワーで、
　軽量3.7kg
●操作性向上！
　片手でラクラク！
　（押し付け短く、
　スリムな先端形状）
●10種類の豊富な
　ピンのラインナップ

●ハイパワーで、
　軽量3.7kg
●操作性向上！
　片手でラクラク！
　（押し付け短く、
　スリムな先端形状）
●10種類の豊富な
　ピンのラインナップ

・ピン装填数：22本（20本＋2本）
・ピン足長さ(mm)
　13・15・17・18・19・21・22・25・32・38
・サイズ：H380×W123×L328mm

・サイズ：L280×H204
　×W203mm
・質量：1.85kg

※蓄電池は本体で充電可能です。

25.2V 4.0Ah25.2V 4.0Ah

古くなったハンマードリルを
6,000円で下取りします

特
典

台数
限定

台数
限定

￥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

11. ＲＥＸ11. ＲＥＸ

14. ＨｉＫＯＫＩ14. ＨｉＫＯＫＩ
セーバーソー　ＣＲ－１３ＶＥＹセーバーソー　ＣＲ－１３ＶＥＹ
コードNo. 325476 標準価格¥49,600

New
より速く！より軽く！
作業がはかどる！

＜切断能力＞
・パイプ：軟鋼パイプ /塩ビパイプ　外径130mm
・木材：厚さ120mm
・軟鋼材：厚さ19mm

¥３７,２００特
価

3.9Kg

クラス最軽量

※2019年1月現在

※2019年1月現在
・ACブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー！
・クラス最速の切断スピード！

25.マキタ25.マキタ
充電式クリーナ　ＣＬ２８０ＦＤＦＣＷ充電式クリーナ　ＣＬ２８０ＦＤＦＣＷ
コードNo. 325339 標準価格¥44,900

New

プロ仕様が、さらに進化！
業界初、ブラシレスモーターを搭載した
スティッククリーナー！
業界初、ブラシレスモーターを搭載した
スティッククリーナー！

・バッテリBL1830B、
　充電器DC18RF付属

¥３５,８００特
価

ロック付サイクロン
アタッチメント付

ロック付サイクロン
アタッチメント付

￥６００特
価

￥２９,８００特
価

専用ガスカルボンベ
コードNo. 317194
標準価格 オープン

ＧＫＣ－５
コードNo. 325483
標準価格 オープン

30. ニチネン30. ニチネン
刈払機ガスカル　ＧＫＣ－５刈払機ガスカル　ＧＫＣ－５
クリーンで簡単！便利！

・カセットボンベ式なので燃料交換が簡単です。
・カセットボンベは燃料劣化しにくいため燃料詰まりの心

配がなく、長期保存後も指導がスムーズです。
・本体サイズ：L1750×W580×H460m　・質量：6.8kg

Li-ion

18V

Li-ion

18V

充実野菜
緑黄色野菜ミックス１９０ml

アサヒ スーパードライセット
ＡＳ－３Ｎ

エネループ充電器付セット
K-KJ85MCC40

缶190ml
×30本
缶190ml
×30本

350ml
×10 本
500ml
×2 本

350ml
×10 本
500ml
×2 本

単3形エネループ
BK-3MCC
×4 本
急速充電器
BQ-CC85
×1台
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49. グッドマン49. 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¥34,800

世界最細の呼び線が誕生！

¥３０,８００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

一丁で「ケーブル切断・皮むき・圧着」に対応！

44. ロブテックス

￥３,５８０特
価

￥５,５４０特
価

￥５，７６０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

39. 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！

42. メリー

￥4,100特
価 ￥４,３８０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！

48.マーベル48.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

51. 西田製作所
コードNo. 320106 標準価格¥12,000
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㎜

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。

※ペンチ別売

●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！

50. 三和電気計器50. 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

●ラチェット式でラクラク切断
●切断能力：被覆外径φ33mmまで
●全長：280mm　●質量：720g

特殊鋼刃で切れ味アップ

握りやすく操作しやすい
エラストマー成形グリップ

耐久性バツグン！

IV325㎟
CV325㎟

37. ジェフコム

特
価￥10,200 特

価￥６，９８０

DRC-325K
ラチェットケーブルカッター
コードNo. 317466 標準価格￥17,000

使い勝手がさらに向上！

ミニ圧着工具　ＡＫ－１ＭＡ２ミニ圧着工具　ＡＫ－１ＭＡ２
コード No. 324485 標準価格￥5,780

172mm

54mm

・裸圧着端子、裸スリーブ用
・適用サイズ：1.25/2/5.5mm2

・新 JIS 認証取得
・質量：260g

43. ロブテックス

薄刃強力ニッパー　ＺＵ７０
刃先が薄く、よりシャープな
切れ味！

標準価格￥7,200標準価格￥7,200

呼びサイズ：175mm/ 重量：250g
コードNo. 321311コードNo. 321311
ＺＵ７０－１７５ＺＵ７０－１７５

呼びサイズ：150mm/ 重量：185g
コードNo. 321310コードNo. 321310
標準価格￥6,920標準価格￥6,920

ＺＵ７０－１５０ＺＵ７０－１５０

切断能力（150/175）
軟鉄線：φ2.0/φ2.4
銅線：φ3.0/φ3.5
VVF線：φ2.0×3芯

切断能力（175/200）
軟鉄線：φ3.0/φ3.5
銅線：φ3.5/φ4.0
ピアノ線：φ1.4/φ2.0
VVF線：φ2.0×3芯

安全ロープ
装着穴付き
安全ロープ
装着穴付き

40. ビクタープラス
ＶＡ線ストリッパー ３２００ＶＡ－１ＶＡ線ストリッパー ３２００ＶＡ－１
コード No. 305119 標準価格 オープン
エコ電線も軽い力でストリップ！

（φ1.6×2 芯・3 芯、φ2.0×2 芯・3 芯）

●食い込み防止形状
●切り込み深さ調整機能

●芯線を傷つけない

４サイズ対応！

（サイズ：W200×D125×H200mm
   ベルト長さ調整機能付き）

38. ベッセル

￥５,２００特
価

￥４,８８０特
価

ＺＰ７０－２００
コードNo. 321307
標準価格￥6,500

ＺＰ７０－１７５
コードNo. 321306
標準価格￥6,100

41. ビクタープラス41. ビクタープラス
ペンチ　ＺＰ７０ペンチ　ＺＰ７０

安全ロープ
装着穴付き
安全ロープ
装着穴付き

スタンダードペンチの
高品質モデル！

呼びサイズ：175mm/重量：270g

呼びサイズ：200mm/重量：360g

￥１３４,０００特
価￥２４５,０００特

価

￥２３５,０００特
価

￥１６０,０００特
価

Ｌｉ
１４．４Ｖ

¥２７２,０００特
価

32. 泉精器32. 泉精器
コードNo. 321258コードNo. 321258 標準価格￥398,000
充電圧着工具　ＲＥＣＬｉ３２５Ｍ標準セット

＜セット内容＞
工具本体・圧着ダイスオス150-200,250,325
圧着ダイスメス150,200,250,325・バッテリ×1・
充電器・ケース・肩掛けベルト

ビッグマルチの決定版！

使用範囲
圧着：150-325［8-100（OP）］

Ｔ形圧縮：T11-T365（OP）
六角圧縮：C12-C42（OP）

暗所での作
業に便利な
ＬＥＤライト

作業確認が容易な
ＬＥＤ表示機能

充電式圧着工具

２１．６Ｖ ４．０Ａｈ２１．６Ｖ ４．０Ａｈ
●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！

※S7G-M250R

パワフル & スピーディ！

・圧着範囲：14 ～ 250mm2

・寸法：327×343×80mm
・質量：4.5kg

Ｓ７Ｇ－Ｍ２５０ＲＳ７Ｇ－Ｍ２５０Ｒ
コードNo. 322915コードNo. 322915
標準価格￥357,000標準価格￥357,000

・圧着範囲：14 ～ 200mm2

・寸法：316×345×80mm
・質量：4.2kg

Ｓ７Ｇ－Ｍ２００ＲＳ７Ｇ－Ｍ２００Ｒ
コードNo. 322914コードNo. 322914
標準価格￥345,000標準価格￥345,000

31. 泉精器 34. 泉精器
充電式ケーブルカッタ 煩わしい戻し作業が不要に！

２１．６Ｖバッテリ搭載で高速切断。
【付属品】
バッテリパックBP-2120、充電器、ケース

【切断能力】
硬銅より線：150mm2 単心 (φ21)、
600V-CV：150mmm23 芯 (φ46) 等

Ｌｉ-ｉｏｎＬｉ-ｉｏｎ

２１．６Ｖ２１．６Ｖ

オートリバース搭載！

Ｓ７－Ｋ５０Ｓ７－Ｋ５０
コードNo. 324605コードNo. 324605
標準価格￥192,000標準価格￥192,000

【切断能力】
軟銅より線：150mm2 単心 (φ21)、
600V-CV：150mmm23 芯 (φ46) 等

Ｓ７－Ｋ５０ＹＳ７－Ｋ５０Ｙ
コードNo. 324606コードNo. 324606
標準価格￥229,000標準価格￥229,000

￥66,8００特
価 ￥９,８００特

価￥５６,５００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

65. ＢＢＫ

￥1０,０００特
価

ヘッド交換式トルクレンチセット
ＣＨ－ＳＴＷ－０７
ヘッド交換式トルクレンチセット
ＣＨ－ＳＴＷ－０７
コードNo. 234316コードNo. 234316 標準価格￥15,500標準価格￥15,500

【ヘッドサイズ】
17、22、24、27mm（新冷媒・従来冷媒）
26、29（R410A専用）

【トルク値】
10̃75N・m（自己管理型）

66．ＦＵＳＯ66．ＦＵＳＯ

デジタル式フロン回収機 ＲＭ－３３０デジタル式フロン回収機 ＲＭ－３３０
コード No.320747 標準価格￥165,000
一目で値が分かるデジタル式！

タッチパネル式の
次世代回収機！

●１バルブ操作で回収作業がすべて完了。
●３Ｐボンベ・４Ｐボンベ用の２種類のコードを付属。
●Ｒ３２冷媒対応。

回収能力
Ｒ４１０Ａ（気体）

Ｒ３２（気体）
２７０ｇ/ｍｉｎ

・サイズ：W380×D240×H350mm
・質量：11.0kg

56. ＢＢＫ 58. ローテンベルガー58. ローテンベルガー
フロン回収機　ローレックプロデジタルフロン回収機　ローレックプロデジタル
コードNo. 325125 標準価格¥198,000

New

回収能力ＵＰと軽量化を実現！

¥１４８,０００特
価￥１０５,０００特

価 ￥１５８,０００特
価

フロン回収機　ＴＡ１１０ＦＰフロン回収機　ＴＡ１１０ＦＰ
コード No. 321151 標準価格￥198,000
小型・軽量でも高性能！
●内部設計を徹底して見直し実現した小型ボディ！
●使いやすさを追求したユーザーインターフェース。

回収能力
Ｒ４１０Ａ（気体）
２６０ｇ/ｍｉｎ

回収能力
ＪＩＳ Ｂ ８６２９
２４０ｇ/ｍｉｎ

255mm255mm

380mm380mm345mm345mm

回収可能冷媒：R12/R22/R500/R502/R410A/R32/R404A/
R407C/R507A/R134a/R1234yf/R1234ze 及び
FC1、FC2、FC3 類のフロン系冷媒（可燃性を除く）

軽量
１０．９

ｋｇ

57. ＴＡＳＣＯ

デジタル計付小型真空ポンプ（ケース付）デジタル計付小型真空ポンプ（ケース付）
54. プロステップ

コードNo. 230642
標準価格 オープン

￥24,000特
価

携帯真空ポンプポケブラック
ＰＢ２０１０

手の中に収まる
コンパクトサイズ！

超軽量超軽量
５００ｇ５００ｇ

オイルは使用前に
わずか一滴
吸引するだけ！

真空到達度：
598Pa以上

新型デジタルゲージを
装着してリニューアル！

真空度の計測から漏れ検査まで
このポンプ一台で！

排気量：142L/ 分（50Hz）・170L/ 分（60Hz）
寸法：L395×W145×H257mm　重量：15.9 ㎏
コード No. 317192　標準価格￥93,000

ＢＢ－２６０－ＳＶＣＢＢ－２６０－ＳＶＣ

排気量：排気量：100L/ 分（50Hz)・113L/ 分（60Hz）
寸法：L337×W138×H244mm　重量：10.5 ㎏
コード No. 317191　標準価格￥73,000

ＢＢ－２４０－ＳＶＣＢＢ－２４０－ＳＶＣ

排気量：51L/ 分（50Hz)・57L/ 分（60Hz）
寸法：L318×W124×H234mm　重量：8.5 ㎏
コード No. 317190　標準価格￥68,000

ＢＢ－２２０－ＳＶＣＢＢ－２２０－ＳＶＣ

２ステージ式

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。

55. ＢＢＫ

￥４０,０００特
価

￥４３,０００特
価

￥５５,０００特
価

トルクレンチセット ＳＴＷ２ＨＳ
コード No. 223037 標準価格￥16,680
トルクレンチでしっかり締め付け！

校正証書付

新冷媒
対応

新冷媒
対応

【セット内容】
・トルクレンチ STW17S フレアナットサイズ 1/4
・トルクレンチ STW22S フレアナットサイズ 3/8
・収納ケース

67. スーパーツール
コードレスフレア ＲＦ－２０Ｓ ４２４９０１コードレスフレア ＲＦ－２０Ｓ ４２４９０１
コード No. 237872 標準価格￥79,000
リチウムイオン
バッテリー搭載！

Ｌｉ-ｉｏｎＬｉ-ｉｏｎ
１０．８Ｖ１０．８Ｖ

・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）

62. ＲＥＸ

操作性の良い
ワンタッチ/ワンバルブワンタッチ/ワンバルブ

明るくて見やすい
高精度デジタル圧力表示高精度デジタル圧力表示

クラス最速
280g/min280g/min のスピード回収

フロートセンサーケーブル
4ピンタイプサービス

特
典

・寸法：370×250×360mm　・質量：約12kg

¥２２,４００特
価￥１３３,０００特

価

60. ＴＡＳＣＯ60. ＴＡＳＣＯ59. アサダ59. アサダ
コードNo. 321153 標準価格¥28,000

標準価格¥24,000

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

63. ＴＡＳＣＯ63. ＴＡＳＣＯ
アルミ製フレアツール　ＴＡ５５０ＡＨアルミ製フレアツール　ＴＡ５５０ＡＨ
コードNo. 324910

人気のクイックハンドル式！

¥19,200特
価 New

・ラチェット方式のように
ハンドルを左右に動か
すだけで締めこみ・も
どし作業ができます。

・ハンドルを押し込んだ
状態だと右回り（フレ
ア加工）・引き上げると
左回り（もどす時）とな
ります。

・クランプバーの位置合
わせがしやすいプラン
ジャー機構を採用。

・適合サイズ：1/4"・
3/8"・1/2"・5/8"

33. 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

予備バッテリー （BP－2120）
×１個サービス

特
典

35. モクバ35. 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

36. 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

コードNo. 316652コードNo. 316652 ボンベ付標準価格￥196,000ボンベ付標準価格￥196,000

フロン回収機エコセーバー
Ｖ２４０ＳＰ ＥＳ６４０
フロン回収機エコセーバー
Ｖ２４０ＳＰ ＥＳ６４０

特定不活性ガス対応の新製品！
回収速度２４０ｇ/ｍｉｎ達成！
高速・高冷却・高寿命！

Ｒ３２対応

回収ボンベ２４Ｌ
（フロートセンサー付）

回収ボンベ２４Ｌ
（フロートセンサー付）

コード No. 207399

＋

回収能力
Ｒ４１０Ａガス

２４０ｇ/ｍｉｎ

￥18,000特
価

61．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

●スライドして位置決めする時に、
サイズ事に止まる構造
●スライドして位置決めする時に、
サイズ事に止まる構造

軽量ラチェット式！
ワンタッチで
ラチェット切替！

￥14,950特
価

軽量ラチェットフレアツール
ＲＦ－８０６ＲＵ
コードNo. 312808
標準価格￥23,000
簡単に
位置決めが可能

●適応サイズ
1/4” 5/16” 3/8” 1/2”
5/8” 3/4”

●適応サイズ
1/4” 5/16” 3/8” 1/2”
5/8” 3/4”

64. ロビネア

46. ジェフコム46. ジェフコム
ＬＡＮツールキット　Ｌ－ＫＩＴ－ＨＬＡＮツールキット　Ｌ－ＫＩＴ－Ｈ

コードNo. 231748コードNo. 231748 標準価格￥12,000標準価格￥12,000

モジュラープラグ お徳用パック
ＴＰ－ＭＪＳ－８０８
モジュラープラグ お徳用パック
ＴＰ－ＭＪＳ－８０８

￥７,８００特
価

ツメを曲げても折れにくい
ポリカーボネート製ボディ！
ツメを曲げても折れにくい
ポリカーボネート製ボディ！

単線専用

１００個入

芯線0.5mm対応

45. ジェフコム45. ジェフコム
コードNo. 238999 標準価格¥42,900

ＬＡＮ工事用ツールをひとまとめに！

肩掛け・手提げＯＫの
専用バッグで
持ち運びやすい！

肩掛け・手提げＯＫの
専用バッグで
持ち運びやすい！

＜セット内容＞
LANチェッカーLNC-210、スーパーモジュラー工具MJ-468N、
パンチダウンツールLPD-110、ジャケットストリッパーLJS-5、
スケルトンミニ小箱SP-18×3個,専用バッグ

¥２７,８８０特
価

47. ジェフコム47. 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
ハイグレードミニタイプフィッシャー！

引掛けやすい
先端金具

引掛けやすい
先端金具

スリムで握りやすい！スリムで握りやすい！

割れない尻金割れない尻金

￥１４,９５０特
価

ＤＶＦ－４０００（４ｍタイプ）
コードNo. 325431コードNo. 325431
標準価格 ￥23,000標準価格 ￥23,000

￥９,１００特
価

ＤＶＦ－２０００（２ｍタイプ）
コードNo. 325429コードNo. 325429
標準価格 ￥14,000標準価格 ￥14,000

￥１１,０５０特
価

ＤＶＦ－３０００（３ｍタイプ）
コードNo. 325430コードNo. 325430
標準価格 ￥17,000標準価格 ￥17,000

52. ホーザン52. ホーザン
３１年電工試験練習セット３１年電工試験練習セット New
特典付きの技能試験練習セット！

￥２８,３００特
価

ＤＫ－５２（２回セット）
コードNo. 325368コードNo. 325368
標準価格 ￥33,300標準価格 ￥33,300

￥１９,６００特
価

ＤＫ－５１（１回セット）
コードNo. 325367コードNo. 325367
標準価格 ￥23,100標準価格 ￥23,100

53. ホーザン53. ホーザン
電気工事士技能試験セット　ＤＫ－２８電気工事士技能試験セット　ＤＫ－２８
コードNo. 325365 標準価格¥15,800

New

基本工具＋ＶＶＦストリッパーのセット！

（セット内容 8点）
プラスドライバー（＋）No.2／マイナスドライバー（－）5.5／
ペンチ：P-43-175／ウォーターポンププライヤー：P-244／
圧着工具：P-737／VVFストリッパー：P-958／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付

¥１３,４００特
価

軽索引用

ミニタイプ

●特典として、
・技能試験対策DVD
・技能試験対策ハンドブック
・圧着接続の補助に使える
　合格クリップ5個
・端子台用シール
が同梱されています。

����

����

����
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￥１３,５００特
価

Ｒ３２・Ｒ４１０Ａ用ボールバルブ式
マニホールドキット
４３７－ＳＢＫ

Ｒ３２・Ｒ４１０Ａ用ボールバルブ式
マニホールドキット
４３７－ＳＢＫ

《セット内容》
・90㎝ホース３本
・マニホールド
・ケース

コードNo. 312971
標準価格￥24,600
コードNo. 312971
標準価格￥24,600

71. ＢＢＫ71. ＢＢＫ
Ｒ３２・Ｒ４１０Ａ用ボールバルブ式
マニホールドＡＤキット ＡＩ１１４Ｃ
Ｒ３２・Ｒ４１０Ａ用ボールバルブ式
マニホールドＡＤキット ＡＩ１１４Ｃ
コード No. 309056 標準価格￥18,000
ボールバルブ式で高効率・高作業性を実現！

ゲージ径
Φ８０

ｍｍ

【セット内容】
・92cm ホース３本
・マニホールド
・ケース

サイトグラス内蔵で冷媒の流動、充填、回収中の
冷媒状態の確認が可能！

￥11,800特
価

Ｒ３２・Ｒ４１０Ａ用ミニボールバルブ式
マニホールドキット
ＴＡ１２２ＭＢ

コードNo. 307212
標準価格￥16,000

●従来のマニホールドに比べ、小型・軽量。
　持ち運びに便利。

《セット内容》
・92cmホース３本
・マニホールド

マニホールドケース
1個サービス

特
典

69．ＴＡＳＣＯ69．ＴＡＳＣＯ 70. アサダ70. アサダ

￥１７,５００特
価

99. ハスクバーナー99. ハスクバーナー
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

95. オグラ95. オグラ
充電鉄筋カッタ充電鉄筋カッタ

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

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

94. オグラ94. 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
100. 新ダイワ100. 新ダイワ

￥168,000特
価

コードNo. 311792コードNo. 311792
標準価格￥287,000標準価格￥287,000

エンジンカッターエンジンカッター

ＥＣ７４１４Ｓ（１４インチ）ＥＣ７４１４Ｓ（１４インチ）

小型・軽量の
スタンダードタイプ！

寸法：L663×W240×H401㎜　乾燥質量：10.1㎏（ブレード除く）

￥158,000特
価

コードNo. 311790コードNo. 311790
標準価格￥270,000標準価格￥270,000

ＥＣ７４１２Ｓ（１２インチ）ＥＣ７４１２Ｓ（１２インチ）
寸法：L639×W240×H376㎜　乾燥質量：9.7㎏（ブレード除く）

（画像は EC7412S）（画像は EC7412S）

高性能エアクリーナ搭載！

特
価

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

96. ＩＫＫ96. 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

93. 亀倉精機93. 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

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

72．ＴＡＳＣＯ72．ＴＡＳＣＯ
赤外線リークテスター
ＴＡ４３０Ｄ
コードNo. 313632コードNo. 313632
標準価格￥49,800標準価格￥49,800
対応可能冷媒

￥３９,８００特
価

Ｒ４１０Ａ Ｒ１３４ａ

Ｒ３２ Ｒ１２３４ｙｆ

Ｒ４０７Ｃ Ｒ２２

Ｒ４０４Ａ Ｒ１２
・ＮＤＩＲ方式

各物質による、赤外線を吸収
する波長と量の違いで検知す
るため、誤反応が少なく漏れ
箇所の特定が容易に出来ます。

・検出感度…3.0ｇ/年（ＴＵＲＢＯ）

￥１４０,０００特
価

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

超ミニサイズ！
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！

68. ＢＢＫ

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
静音設計なのにパワフル＆大容量！

467

565339

●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）

・連続運転時間：
  約7.0～3.2h
・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

定格出力

２．３ｋＶＡ２．３ｋＶＡ

104. ワキタ

定格出力電流
DC170ADC170A

使用溶接棒
2.0～4.0mm2.0～4.0mm

発電定格出力
3.5kVA3.5kVA

NETIS 登録商品

86. ヒット86. ヒット

￥9,00０特
価

ブロードレンチ ＡＣＰＷ５１－ＥＶ
コード No. 232815 標準価格￥15,040

４０％
ＯＦＦ

本体はアルミ
鍛造品で
軽くて強い！

新スライド機構でパイプ、ナットのくわえ
込みが早く、確実にセットできます！

歯部厚さ
１２ｍｍ

優れた作業性・耐久性！

74. ＩＮＡＢＡ74. ＩＮＡＢＡ

￥5,400特
価

コードNo. 121540 標準価格 オープン
ロングフレキ　Ｂ－１３　1/2×１０ｍ

材質：SUS316L　呼び径：13A（1/2B）
肉厚：0.3㎜　内径：13.1㎜　外径：16.8㎜　長さ：10m
最小曲げ半径：40㎜　最高使用圧力：1.75Mpa

材質：SUS316L　呼び径：13A（1/2B）
肉厚：0.3㎜　内径：13.1㎜　外径：16.8㎜　長さ：10m
最小曲げ半径：40㎜　最高使用圧力：1.75Mpa

￥８３,３００特
価

￥５８,８００特
価

パイプ断水機

ＳＳ－３０ＳＳ－３０

ＳＳ－５０ＳＳ－５０

コードNo. 217817
標準価格￥84,000

コードNo. 217915

２スピード油圧ポンプにより
スピーディに止水！

【止水能力】
ポリ管・塩ビ管
13～30A／13～50A SS-30

標準価格￥119,000

79. 亀倉精機

81. メリー

特
価￥9,500

特
価￥２１,３００

特
価￥１９,８００

コード No. 315923 標準価格￥15,840
エンビパイプカッター　ＰＩＰ６３

コンパクト設計で握りやすい！

80. リジッド80. 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

●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）

84. 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！

83. ＭＣＣ83. 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

76. ラソニック76. ラソニック

￥１１,０００特
価

￥１３,５００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！

￥４０,０００特
価

ガイドパンチ横切り刃物ガイドパンチ横切り刃物
91. 西田製作所91. 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！

パイプカッター４２－Ａ
×１ケサービス特典

●ラチェットタイプの手動式グルーブ加工機です。
●既設配管のグルービング作業に最適。

わずか 10kg の軽量設計！

87. リジッド87. リジッド

特
価￥155,000

手動式ロールグルーバー
915 #88232
コードNo. 313965 標準価格￥202,000

75. ＩＮＡＢＡ75. ＩＮＡＢＡ

￥６,８００特
価

袋ナットパッキン ＦＮ－１３Ｓ
コードNo. 121564 標準価格 オープン

１パック４０セット入

ロングフレキ B-13専用
袋ナットパッキンセット！

ロングフレキ B-13の接続に使用します。

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

漏水音・異音を逃さずキャッチ！

メンテナンスポイ
ントの特定に。

・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。

アルミ
ケース

イヤホン

マイク

伝導棒

アンプ

・電源：アルカリ9V 電池
・入出力端子：マイク入力（φ3.5mmモノラルミニジャック）
                   イヤホン出力（φ3.5mmステレオミニジャック）
                   REC 出力（φ3.5mm モノラルミニジャック）

商品内容

78. 土牛産業
水道本管用トルクレンチ
水道本管フランジ部分のナット締付作業に！
単能型、防水ゴム仕様。

サイズ：M20( 対辺 30mm)

コード No. 324273
ＴＲＢ－３０

サイズ：M16( 対辺 24mm)

コード No. 324272
標準価格￥29,000

標準価格￥31,000

ＴＲＢ－２４

TRB-24

TRB-30

77. スエカゲツール

88. リジッド88. リジッド
パワースピン＋　＃５７０４３パワースピン＋　＃５７０４３
コードNo. 323832 標準価格¥13,200

手動・電動どちらでも！

・適応管径：13～40mm
・清掃距離：7.6m
・ケーブル径：6mm

¥１０,８００特
価

・手動のほか、電動ドリルを取り付けての使用
も可能です。

・オートフィード機能付き。トリガーを引くと
ケーブルの送り、戻しが出来ます。

・硬質塩ビパイプが片手で切断できる
・切断能力：硬質塩ビパイプ外径φ63㎜まで
・質量：490g

¥210,000特
価

102. 三笠産業
コードNo. 320121 標準価格¥410,000
タンピングランマー　ＭＴ－７７ＨＲＬ

・機械質量：77kg
・衝撃板寸法：285×340mm
・打撃力：毎回11.8～13.7kN

ホンダエンジン搭載！
新設計防振ハンドルで
抜群の操作性！

特許ベローズ採用

特許所得済みの
耐摩耗性フート

1,070㎜1,070㎜

740㎜740㎜

375㎜375㎜

¥１５８,０００特
価

98. 三笠産業98. 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

４サイクルオイル1L缶
×1本サービス

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㎜

73. 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

82. ＭＣＣ
ワンタッチ式フックで
素早く確実な脱着

４枚刃パイプカッター４枚刃パイプカッター

・抜群の切れ味と
   耐久性を兼ね備えた
  ４枚刃パイプカッター！

・狭所作業で大活躍！

￥２４,７００特
価

ＰＣＦＢ－２５ＰＣＦＢ－２５
コード No. 312414
標準価格￥42,990

￥２９,４００特
価

ＰＣＦＢ－５０ＰＣＦＢ－５０
コード No. 308292
標準価格￥51,190

￥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

92. 育良精機

97. 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）

89. カンツール89. カンツール

￥７，７００特
価

※使用例

排水管清掃機 ＶＤ－５０ＳＺ
コードNo. 232996コードNo. 232996 標準価格￥11,000標準価格￥11,000

簡易自動送り装置で、
ワイヤー操作も楽 ！々
簡易自動送り装置で、
ワイヤー操作も楽 ！々

市販の電動ドリルに取付け可能！
※インパクトドライバーは使用不可
市販の電動ドリルに取付け可能！
※インパクトドライバーは使用不可

ワイヤー：
φ8mm×7.6m
ワイヤー：
φ8mm×7.6m

キッチン、風呂場、ベランダで大活躍！キッチン、風呂場、ベランダで大活躍！

103. ホンダ103. ホンダ
発電機　ＥＢ２３発電機　ＥＢ２３
コードNo. 227888 ¥146,000

モーター使用機器に最適！

最大3台まで積み上げられる段積みフック付き。最大3台まで積み上げられる段積みフック付き。

・定格出力　2.3kVA
・連続運転可能時間　約5.8h
・燃料タンク容量　9.2L
・乾燥質量　30.0kg

EB23 プレスキット合成2005.03

¥88,000特
価

106. 新ダイワ106. 新ダイワ
発電機兼用溶接機　ＥＧＷ１９０Ｍ－ＩＲＣ発電機兼用溶接機　ＥＧＷ１９０Ｍ－ＩＲＣ
コードNo. 322796 標準価格¥789,000

New

ワイヤレスリモコン搭載！

インバーター発電機　ＩＥＧ２８０１Ｍインバーター発電機　ＩＥＧ２８０１Ｍ
コード No. 238499 標準価格￥388,000
軽くて丈夫な樹脂ボディ！

定格出力

２．８ｋＶＡ２．８ｋＶＡ

質量
６１．０

ｋｇ

超低騒音・防音構造！

635 466

562

・連続運転時間： 5.0h
・燃料タンク容量： 8.4L
・騒音値：無響音56～62dB
  （エコ発電時86dB）

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

・充電時間：約1時間
・サイクル寿命：約2000回
・溶接電流：20 ～160A

●片手で持てる
   １８Ｋｇ！
●ストラップ付き。

320320

455455
185185

溶接可能本数（満充電時）
 φ2.6…約50本/φ3.2…約20本/φ4.0…約5本

電源いらずで場所を選ばない！

￥２３０,０００特
価 ￥３９２,０００特

価

105. 新ダイワ 107. 育良精機

・エンジンのON/OFFだけでなく、
　溶接電流の調整もワイヤレスリモコンで行えます。
・省エネをサポートする「アイドルストップ機能」搭載。

・エンジンのON/OFFだけでなく、
　溶接電流の調整もワイヤレスリモコンで行えます。
・省エネをサポートする「アイドルストップ機能」搭載。

・サイズ：L730×W545×H647mm
・本体乾燥質量：97kg

¥389,000特
価

85. ＭＣＣ85. ＭＣＣ
グリップレンチ　ＧＷ－Ｋ１３グリップレンチ　ＧＷ－Ｋ１３
コードNo. 325484 標準価格¥10,290

New

傷をつけずに簡単締め付け！

●給水管の胴部分を掴んで回します。
●往復させるだけで締め付け可能なラチェット式。
●許容トルク：40N・m

●給水管の胴部分を掴んで回します。
●往復させるだけで締め付け可能なラチェット式。
●許容トルク：40N・m

¥5,980特
価

4040

200200

化粧管13専用
給水管 銅製クロームメッキ

496mm496mm

402mm402mm445mm445mm

50/60Hzが切り替えられるサイクロコンバーター搭載発電機。50/60Hzが切り替えられるサイクロコンバーター搭載発電機。

90.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！

101. 新ダイワ101. 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！
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￥２,０８０特
価

￥１，７００特
価

・首振り角度(22.5°)
8段階調節
・首振り角度(22.5°)
8段階調節

43mm43mm

121. 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

120. 大阪ファスニング120. 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）

122．ＫＦＣ122．ＫＦＣ

￥７,５００特
価 ￥９,８００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

ダブルＸアンカー

ドリル径：15mmドリル径：15mm

ＤＸ－８
コードNo. 313427
ＤＸ－１０
コードNo. 313428
ＤＸ２５８
コードNo. 486246
ＤＸ３８
コードNo. 148942

標準価格 各￥8,250

各￥４,７５０特
価

ねじ部が固着機能と関係なく
独立しているので
ボルトのねじ込みは容易です！

119．ＫＦＣ119．ＫＦＣ

５０本入ＡＬＣ用

117．峰岸116. 若井産業116. 若井産業

￥６,０００特
価

￥９００特
価

￥１,５８０特
価

￥２,９８０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

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！

146. ベッセル146. ベッセル

４５％
ＯＦＦ

￥３,3００特
価

ドクターボルト　３／８Ｗドクターボルト　３／８Ｗ
コードNo. 223416 標準価格￥6,050
３分の全ネジボルトのネジ山修正に最適！

割ダイス使用の為、
先端部の損傷も簡単修正！

125. ライト精機
ユニコンアンカーバケツセット ＵＢ－２１ユニコンアンカーバケツセット ＵＢ－２１
コード No. 315052 標準価格￥27,900
大好評クイックホルダービット付属！
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！

【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

123. ユニカ

下地探しどこ太Ｐｒｏ
針が曲がりにくい下地探し！！
がっちり握れるプロ仕様！

コードNo. 323065
どこ太Ｐｒｏ３５ｍｍ マグネット付７８９９２どこ太Ｐｒｏ３５ｍｍ マグネット付７８９９２

コードNo. 323064
標準価格￥2,700

標準価格￥3,300

どこ太Ｐｒｏ３５ｍｍ ７８９９１どこ太Ｐｒｏ３５ｍｍ ７８９９１

78991

78992

135. シンワ測定

141. トップ141. トップ
首振ラチェットコンビ　ＦＲＣ６０００ＬＫ首振ラチェットコンビ　ＦＲＣ６０００ＬＫ
コードNo. 324687 標準価格¥26,400

New

首振りロックが可能に！
首振り角度を保持したままでアクセス可能！
奥まった、込み入った場所での作業に最適です。
首振り角度を保持したままでアクセス可能！
奥まった、込み入った場所での作業に最適です。

＜セット内容＞
FRC-8LK(8mm)

FRC-10LK(10mm)
FRC-12LK(12mm)
FRC-13LK(13mm)
FRC-14LK(14mm)
FRC-17LK(17mm)

ホルダー¥１５,８００特
価

145. トップ145. トップ
電ドル用αソケットセット　ＥＤＸ－８２４ＡＳ電ドル用αソケットセット　ＥＤＸ－８２４ＡＳ
コードNo. 324257 標準価格¥22,000

New
軸折れに強いソケットセット！

便利なアダプター付
（EDX-4DX)
差込角12.7mmの
ソケットが使えます

便利なアダプター付
（EDX-4DX)
差込角12.7mmの
ソケットが使えます

フリースペースフリースペース

持ち運びやすい
取っ手付き
持ち運びやすい
取っ手付き
＜セット内容＞
EDX-8/10/12/13/14/
17/19/21/22/24
ESA-4DX¥１３,２００特

価

65mmビット
×1本サービス

特
典

109. シブヤ109. シブヤ
ダイモドリルダイモドリル
ダイモドリルがモデルチェンジ！

￥１３2,０００特
価

￥９3,0００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

108. 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

128. 浅香工業

￥２,９８０特
価￥３,９８０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！

標準価格 オープン

標準価格 オープン

129. トンボ工業129. 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

137.新潟精機

￥2,100特
価

コードNo. 316785 標準価格￥2,900
六角軸電ドルミニポンプ　ＲＤＰ－０１

電気ドリル、インパクトドライバ等のチャックに
取り付けて回転させるだけで給排水ができる！

・シャフト径：6.35㎜六角軸
・水揚げ高さ：最大12m
※インパクトドライバを使用する際は、
　回転のみで使用してください。

電気ドリルで回転させるだけ！

特
価￥2,780

特
価￥８８,０００

アスファルト平レーキ 柄付
コードNo. 226510 標準価格 オープン

・全長：1710mm
・頭部：600×67mm
・重量： 1.2kg

【材質】
頭部：スチール
柄：木

土やグラウンド、
アスファルトなどの
ならし作業に！

126．浅香工業
複式ショベル複式ショベル
コード No. 355873 標準価格 オープン
縦穴を掘る時の強い味方！
植木の移植作業に最適！

深い穴もラクに
掘れます！

・全長：1400mm
・穴径：155mm
・質量：4kg

127. 浅香工業

￥２,４００特
価

￥２,５００特
価

ＳＶＬＲ１１０
コードNo. 323934
標準価格 オープン

ＳＶＳＲ７８
コードNo. 323930
標準価格 オープン

130. トンボ工業130. トンボ工業
シルバーショベルシルバーショベル New
スチール製パイプ柄ショベルに
長さの違う2タイプが新登場！
スチール製パイプ柄ショベルに
長さの違う2タイプが新登場！

ショート丸型
780mm
ショート丸型
780mm

ロング丸型
1100mm
ロング丸型
1100mm

新サイズ登場！

142.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！

140. フジ矢140. フジ矢
ライトモンキーライトモンキー

New

上質の黒色×金色仕様！

ボルト・ナットを
傷つけにくい
特殊形状

ボルト・ナットを
傷つけにくい
特殊形状

全長205mm/口開き0～32mm

全長256mm/口開き0～43mm

￥２,４５０特
価

￥１,９００特
価

ＦＬＡ４３ＢＧ
コードNo. 314826
標準価格￥4,480

ＦＬＡ３２ＢＧ
コードNo. 314825
標準価格￥3,480

148. スターエム

※使用例

￥２,9００特
価

伸縮ソケット（のびるーの）
Ｎｏ．５０１２Ｌ
コードNo. 300640 標準価格￥3,880
狭い奥行きのある所でのビス締め・穴あけ作業に！

本体全長３５０Ｌ

作業に合わせて
軸部が伸びる！

５段階
伸びる！

最長
６００Ｌ

本体全長350L/400L/450L/500L/550L/600L

147. 新亀製作所
ロングジョイント
ドライバービットを
簡単に延長できる！

奥まった箇所や
届きにくい
箇所に最適！

奥まった箇所や
届きにくい
箇所に最適！

ＪＲＬ－２００

￥970特
価

コードNo. 312304
標準価格￥1,300

サイズ：２００㎜

ＪＲＬ－１５０

￥750特
価

コードNo. 308116
標準価格￥1,000

サイズ：１５０㎜

ＪＲＬ－１２０

￥670特
価

コードNo. 308115
標準価格￥900

サイズ：１２０㎜

￥１,６８０特
価

ＧＤ－１（０４１５９）

コードNo. 320195 標準価格￥2,400

133. 土牛産業133. 土牛産業132. リコー132. リコー
伸縮式グリーンボード伸縮式グリーンボード

シールタイプなので張り替えて使用できます。
（張り替え用シールは別売です）
ボードマーカー（細字・ホワイト）付属

シールタイプなので張り替えて使用できます。
（張り替え用シールは別売です）
ボードマーカー（細字・ホワイト）付属

シールタイプのグリーンボード！

シャフト寸法：約200～550mm
表示面サイズ：約W140×H95mm

￥２,１００特
価

ＧＤ－２（０４１６０）

コードNo. 320196 標準価格￥3,000

シャフト寸法：約200～550mm
表示面サイズ：約W165×H130mm

湿式ビット65mm
1本サービス

特
典

110. シブヤ110. 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

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

¥１１7,０００特
価

乾湿両用で
ブロワー機能付き！
乾湿
両用

111. ワキタ111. 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。

112. ケルヒャー112. 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

113. ケルヒャー

￥99,000特
価

コードNo. 311998
標準価格￥150,000

業務用高圧洗浄機
ＨＤ４／８Ｃ・５０Ｈｚ

選ばれたクリーニング性能！

●扱いやすいダイレクトコネクター
●移動にも収納にも便利な
　コンパクトサイズ
●プロ仕様の頑丈な設計
●使いやすさを追求した設計
●独自のパワーノズルで
　高い洗浄力

圧力
８ＭＰａ

１００Ｖマシンでも
パワフルな洗浄力！

114．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！

115．若井産業
かべロックスケルトンかべロックスケルトン
きれいな仕上がり！

※画像は100本入り
   ホルダーパック

●小さな頭（１２ｍｍ）ではみ出しにくい
●太いねじでも共回りしにくい
●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）

コードNo. 313836
標準価格￥2,300

ＬＳＴ３６ＶＰ バリューパック（５０本入り）ＬＳＴ３６ＶＰ バリューパック（５０本入り）

コードNo. 313834
標準価格￥4,300

ＬＳＴ３６ＨＰ ホルダーパック（１００本入り）ＬＳＴ３６ＨＰ ホルダーパック（１００本入り）

124. ＫＦＣ124. 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

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

防水防塵カメラ Ｇ８００（保証モデル）防水防塵カメラ Ｇ８００（保証モデル）
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。

《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！

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。

136. 竣栄工業136. 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

144. ＫＴＣ144. ＫＴＣ
インパクトドライバ用ソケットビットインパクトドライバ用ソケットビット New
難攻不落ソケットは落ちない！

￥１,０５０特
価

ＢＺＰ６３－２１（対辺 21mm）
コードNo. 325112コードNo. 325112
標準価格￥1,400標準価格￥1,400

￥９９０特
価

ＢＺＰ６３－１９（対辺 19mm）
コードNo. 325110コードNo. 325110
標準価格￥1,310標準価格￥1,310

￥９２０特
価

ＢＺＰ６３－１７（対辺 17mm）
コードNo. 325109コードNo. 325109
標準価格￥1,220標準価格￥1,220

118. フィッシャー118. フィッシャー
アンカープラグ　デュオパワーアンカープラグ　デュオパワー

＜適用母材＞
コンクリート/レンガ/ALC/石膏ボード/押出成形セメント板等
＜適用母材＞
コンクリート/レンガ/ALC/石膏ボード/押出成形セメント板等

業界初の二重構造プラグアンカー！

￥６５０特
価

デュオパワー 6×30（60 本入）
コードNo. 324905
標準価格 オープン

ドリル径：6mm 適用ネジ径：4～5mm

￥６５０特
価

コードNo. 324906
標準価格 オープン

ドリル径：8mm 適用ネジ径：4.5～6mmデュオパワー 8×40（30 本入）

￥６５０特
価

デュオパワー 5×25（100 本入）
コードNo. 324904
標準価格 オープン

ドリル径：5mm 適用ネジ径：3～4mm

●ビットにヒューズ機構を採用することで、破損しても先端部分（ソケット）の落下を防止。
●もしも破損した場合もソケットを掴んでチャックから取り外すことができます。

143. ミトロイ143. ミトロイ
全ネジソケットアダプター　ＺＡＤ－３／８（ＢＰ）全ネジソケットアダプター　ＺＡＤ－３／８（ＢＰ）
コードNo. 324773 標準価格¥3,260

New
１７mm ソケット部に装着可能！

¥1,980特
価

138. アルス
工具鋏多用途　ＫＧ－３００ＬＷ－ＢＰ
コードNo. 321259 標準価格オープン価格

工具箱にこれ１本！

刃元ギザ刃が切断物を逃しにくい！

幅広刃で強力切断！
幅が広く頑丈な作りの刃で、
力をしっかり伝え
確実にカット！

簡単安全ストッパー
使用しない時は安全ストッパーで
しっかり固定できます。

・アルミ板　・銅板　・ブリキ板

・ゴム板　・革　・プラスチック・ボール紙

・標識ロープ（トラロープφ9.0mm）
・電線（VCT4×1.25㎟）

●金属加工に
・アルミ板　・銅板　・ブリキ板
●DIY・工作に
・ゴム板　・革　・プラスチック・ボール紙
●工場内作業に
・標識ロープ（トラロープφ9.0mm）
・電線（VCT4×1.25㎟）

¥1,300特
価

W3/8 専用

●対辺17mmのインパクト用ソケットや、手回
し用レンチに差し込んで使用します。

●回転させると全ネジ部をロックし、止まると解
除されるオートロック機構

●簡易保持構造により脱落しにくくなっています。

131. トンボ工業131. トンボ工業
可変式ショベル　スコッパー配管可変式ショベル　スコッパー配管
コードNo. 323938 標準価格 オープン

New

配管ショベルタイプの
スコッパー！
にぎり手のレバー操作だけで
ショベル部分の角度が変わる！
にぎり手のレバー操作だけで
ショベル部分の角度が変わる！

¥９,８００特
価

・一丁で「掘る」「すくう」
「集める」「起こす」と
いった多様な作業を
可能にしたハイパー
スコップです。

・水道、ガス工事
事業者様向けの
配管ショベルタ
イプが新登場！

134. テザック134. 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

●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！

139. フジ矢139. 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

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
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１箱５本入り１箱５本入り

157. 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

155. ビックツール155. ビックツール

￥９,８００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

160. ＫＩドリル159. モクバ159. モクバ

￥１１,７００特
価￥４,９００特

価

￥５,６４０特
価

￥５,２００特
価

￥５,６４０特
価

￥５,２００特
価

￥２,２４０特
価

￥６,９３０特
価

￥６,８６０特
価

￥３,５００特
価

￥３,５００特
価

￥３,７１０特
価

￥４,０６０特
価

￥４,６２０特
価

￥６,１６０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

161. 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！

171.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￥3,600

￥２,1００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！

174. 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

176. ＫＭＳ176. 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！

５枚入

ステンレス・一般鋼材用

175. レヂトン175. 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¥3,700

「多用途」切断砥石！

¥２,3００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！

￥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

182. 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

183. 河部鋸刃183. 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！

184. 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！

各￥１２,３００特
価

コアビットドリル（ＳＤＳ）
コードNo. 514304／25mm
コードNo. 514311／30mm
コードNo. 514329／32mm
コードNo. 514336／35mm
コードNo. 514343／38mm
コードNo. 439830／40mm
標準価格 各￥20,500

４０％
ＯＦＦ

有効長：150mm

鉄筋コンクリート、ブロック、石材等の
切削作業が手軽にできる！

164. ＫＩドリル

172. ノリタケ

￥１,95０特
価

￥２,68０特
価

スーパーリトルカット

１０５ｍｍ×２．３ｍｍ
コード No. 227162
標準価格 オープン

１０５ｍｍ×１．０ｍｍ
コード No. 227160
標準価格 オープン

ステンレス、一般鋼材用！ １０枚入

軽量鉄骨、薄物鉄板、
サッシ等の建築内装材
の切断に！

薄板や小径パイプ材、
建築内装材の切断に！

¥2,700特
価

173. スリーエム
コードNo. 320665 標準価格 オープン価格
キュービトロンⅡ砥石１０５×１.３ｍｍ・５枚入

・力を入れなくても、早く切れます。最後まで切れ味は
  変わりません。
・３Ｍ従来品より約２倍も長持ち。もっと経済的！

高耐久で経済的！

※使用例

１８Ｖ
インパクト

対応

フレキシブルＷソケット「双龍」
Ｎｏ．５０１４
フレキシブルＷソケット「双龍」
Ｎｏ．５０１４ ‐そうりゅう‐

コード No. 307104 標準価格￥3,980
両端ワンタッチソケット採用で一手間省ける！

シャフトが曲がるから
壁際や天井作業の
ビス締めに便利！曲げ角度９０度

まで曲がる！

全
長
３
０
０
ｍ
ｍ

￥２,98０特
価

狭い場所への
ビス締めに！

149. スターエム149. スターエム

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！

150. 新亀製作所150. 新亀製作所

181．ＯＭＩ181．ＯＭＩ

各￥３,６００特
価

マルチエコカッターマルチエコカッター
F110N／コードNo. 239729F110N／コードNo. 239729
F135N／コードNo. 239737F135N／コードNo. 239737
F165N／コードNo. 239738F165N／コードNo. 239738
F180N／コードNo. 237449F180N／コードNo. 237449

標準価格 各￥6,000標準価格 各￥6,000

金属から木材まで
多種多様な切断に！

高低刃＋
レベルカット刃で
切れ味・寿命ＵＰ！

ステンレス、鉄板、木材、
サイディングまで幅広い
材料の切断が可能！

チタンコーティングドリルセット
ＫＳＴ－１９
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！

1.0～10.0mm
（0.5mm 間隔）

４０％
ＯＦＦ

※使用例

ＳＤＳロングアダプター ＫＳＤ－８８０ＳＤＳ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
   ご使用下さい。
・本製品は1ｍでの使用目的と
   している為、1ｍ以上での
   ご使用はしないで下さい。

場所をとらず、
経済的！

153. ＫＩドリル

158. ＫＩドリル
￥１０,２００特
価

￥３１,９００特
価 ￥９,５８０特

価

￥９,９９０特
価

充電ダイヤコアビット「セミドライ」充電ダイヤコアビット「セミドライ」

ＤＪＷー１５.０×６０ＳＤＪＷー１５.０×６０Ｓ
コード No. 313610
標準価格￥6,600
ＤＪＷー２５.０×７６ＳＤＪＷー２５.０×７６Ｓ
コード No. 313612
標準価格￥8,800

ＤＪＷー３２.０×７６ＳＤＪＷー３２.０×７６Ｓ
コード No. 313614
標準価格￥9,800

位置決めガイドＶ ＤＪＷ－ＰＧＤ－Ｖ位置決めガイドＶ ＤＪＷ－ＰＧＤ－Ｖ
コード No. 313616 標準価格￥3,200

ＤＪＷー５.０×６０ＳＤＪＷー５.０×６０Ｓ
コード No. 310614
標準価格￥5,000
ＤＪＷー６.０×６０ＳＤＪＷー６.０×６０Ｓ
コード No. 310615
標準価格￥5,000
ＤＪＷー８.０×６０ＳＤＪＷー８.０×６０Ｓ
コード No. 310618
標準価格￥5,300
ＤＪＷー１０.０×６０ＳＤＪＷー１０.０×６０Ｓ
コード No. 310619
標準価格￥5,800

セラミックタイルを水なし穿孔！

ＤＪＷー３５.０×７６ＳＤＪＷー３５.０×７６Ｓ
コード No. 313615
標準価格￥9,900

コア取り簡単！
セミドライ
ワックス付

《特許出願中》

【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。

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！

169. ユニカ

充電ツバナシＢＯＸ　ＢＩＮＳＪＤＢＯＸ１充電ツバナシＢＯＸ　ＢＩＮＳＪＤＢＯＸ１
コード No. 323974 標準価格￥15,300

角スタッド等の貫通作業に最適！

・刃厚1mmでスムーズな切れ味。
・ストッパー部の無いツバ無しタイプ。
   ふところ深さ40mmで角スタッドの貫通作業に便利。

【セット内容】21mm×2本、27mm×2本、33mm×1本

6.35mm

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！

１６０φ

１１０φ

４5％
ＯＦＦ

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！

配線用の下穴に最適な刃先形状 !
各種サイディング、２×４材へスムーズに穿孔！

通線用ドリル
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

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！

コード No. 322152
標準価格￥9,000

ＴＤ１５００３２Ｒ  刃先径１５.０ｍｍ ＳＤＳＴＤ１５００３２Ｒ  刃先径１５.０ｍｍ ＳＤＳ

コード No. 322151
標準価格￥8,300

ＴＤ１２００３２Ｒ  刃先径１２.０ｍｍ ＳＤＳＴＤ１２００３２Ｒ  刃先径１２.０ｍｍ ＳＤＳ

コード No. 322150
標準価格￥9,000

ＴＤ１５００３２    刃先径１５.０ｍｍ ストレートＴＤ１５００３２    刃先径１５.０ｍｍ ストレート

コード No. 322149
標準価格￥8,300

ＴＤ１２００３２    刃先径１２.０ｍｍ ストレートＴＤ１２００３２    刃先径１２.０ｍｍ ストレート

167. ミヤナガ

166. ミヤナガ165. ハウスＢＭ

ハウスＢＭ170. ハウスＢＭ
ポータブルバンドソーブレードポータブルバンドソーブレード
耐久性に優れたウェーブ刃！

・14/18山のウェーブ刃が切削の衝撃を軽減します。
・最適なバイメタル材の使用によりロングライフ！
・14/18山のウェーブ刃が切削の衝撃を軽減します。
・最適なバイメタル材の使用によりロングライフ！

￥１２,０００特
価

PB-1140CX
コードNo. 308221コードNo. 308221
標準価格￥20,000標準価格￥20,000

￥１２,０００特
価

PB-1130CX
コードNo. 308219コードNo. 308219
標準価格￥20,000標準価格￥20,000

￥９,０００特
価

PB-900CX
コードNo. 316657コードNo. 316657
標準価格￥15,000標準価格￥15,000

￥８,３４０特
価

PB-835CX
コードNo. 308218コードNo. 308218
標準価格￥13,900標準価格￥13,900

￥７,５００特
価

PB-730CX
コードNo. 307534コードNo. 307534
標準価格￥12,500標準価格￥12,500

13

幅（mm）

0.5

厚み（mm）
730

全長（mm）
PB-730CX

835PB-835CX
900PB-900CX
1130PB-1130CX
1140PB-1140CX

品番
サイズ一覧

１８Ｖ対応

162. トップ162. トップ
タップ下穴用ステップドリル　ＥＳＤ４１２Ｔタップ下穴用ステップドリル　ＥＳＤ４１２Ｔ
コードNo. 323814 標準価格¥12,450

New

タップの下穴用に！
抜け防止ストッパー抜け防止ストッパー

13.0mm
（M12の下穴
面取り用）

10.3mm（M12）
8.5mm（M10）

6.8mm（M8）
5.0mm（M6）

4.2mm（M5）
3.3mm（M4）

¥７,４８０特
価

・正確な穴あけが可能なストレート刃
・適応被削材：鉄板（3.0mm程度）・ステンレス板
（2.0mm程度）・アルミ板・プラスチック・木材など

１８Ｖ対応

163. トップ163. トップ
ボルト下穴用ステップドリル　ＥＳＤ５１２Ｂボルト下穴用ステップドリル　ＥＳＤ５１２Ｂ
コードNo. 323815 標準価格¥12,550

New

ボルトの下穴用に！
抜け防止ストッパー抜け防止ストッパー

13.0mm（M12）
10.5mm（M10）

8.4mm（M8）
6.4mm（M6）

5.3mm（M5）

¥７,５５０特
価

・喰い付きが良く軽い切れ味のスパイラル刃
・適応被削材：鉄板（3.0mm程度）・ステンレス板
（2.0mm程度）・アルミ板・プラスチック・木材など

177. ツボ万177. ツボ万
ダイヤカッタ＜かたぶつⅡ＞１０５×２.０ダイヤカッタ＜かたぶつⅡ＞１０５×２.０
コードNo. 519632 標準価格¥8,900

これ一枚あれば何でもＯＫ！
モルタル・ブロック・コンクリートはあたりまえ。
鉄筋入りコンクリートからセラミック・
硬いみかげ石まで！

モルタル・ブロック・コンクリートはあたりまえ。
鉄筋入りコンクリートからセラミック・
硬いみかげ石まで！

サイズ：外径105×チップ厚2.0×取付穴径20mm

¥６,５５０特
価

185. ヒシゼット185. ヒシゼット
ゼットソーマルチゼットソーマルチ ゼットソーの切れ味がマルチツールに！
刃先ハイスバイメタルで
高耐久性を実現！
刃先ハイスバイメタルで
高耐久性を実現！

木工用 33木工用 33
窓開け（ほぞ加工）に最適な
ベーシックタイプ。
あらゆるシーンでマルチに活躍。

木工用 65木工用 65
ロングカットに最適な幅広タイプ。
刃が材料から外れる心配なし。

際切用 33際切用 33
壁・床などの際切りに。
意外となかったアサリ無し。 ￥１,１８０特

価

コードNo. 323697コードNo. 323697
標準価格￥1,950標準価格￥1,950

￥１,４４０特
価

コードNo. 323696コードNo. 323696
標準価格￥2,400標準価格￥2,400

￥１,１８０特
価

コードNo. 323695コードNo. 323695
標準価格￥1,950標準価格￥1,950

152. アネックス152. アネックス151. 新亀製作所151. 新亀製作所
なめたネジはずしビット３本組　ＡＮＨ－Ｓ３なめたネジはずしビット３本組　ＡＮＨ－Ｓ３
コードNo. 320240 標準価格¥4,000

なめたネジを簡単にはずせる！

⊕1ネジ用（M2.5～3）
⊕2ネジ用（M3.5～5）
⊕3ネジ用（M6～8）
の３本セット
ステンレスネジにも対応！

¥２,４００特
価￥７４０特

価

￥４８０特
価

電動ドライバーを使っ
て右の図のようになめ
たネジを外すことがで
きます。

快速スクレーパーショート８０ｍｍ Ｂ６９快速スクレーパーショート８０ｍｍ Ｂ６９
コード No. 322286 標準価格￥7,550
Ｐタイル・クッションフロア・長尺シートの
張替作業に！

ＳＤＳ－Ｐｌｕｓ
ハツリ/ 打撃モード

専用

狭い場所での
作業に最適！

・重量：362g
・サイズ：刃幅 80×軸15×全長 205mm

205mm

六角軸月光ドリルセット ６ＧＫ１０Ｐ六角軸月光ドリルセット ６ＧＫ１０Ｐ
コード No. 317143 標準価格￥12,250
現場作業に最適の六角軸セット！
これ１つで用途多彩！
驚愕の切れ味！

【用途】ステンレス、一般鋼、銅、真鍮、鉄、プラスチック
【セット内容】φ2.0、φ2.5、φ3.0、φ3.2、φ3.5×2、φ4.0、φ4.5、
              φ5.0、φ6.0、樹脂ケース

回転専用
タップ下穴用のドリルセット！

156. ビックツール

￥９,８００特
価

コードNo. 317142 標準価格￥12,250
月光ドリル７本セット　ＧＫ－７Ｐ

M3 ～ M12 までのタップの
下穴サイズのドリル収容

〈用　途〉ステンレス・一般鋼・銅・真鍮・鉄・プラスチック
〈セット内容〉φ2.5/φ3.3/φ4.2/φ5.0/φ6.8/φ8.5/φ10.3
　　　　　　  樹脂ケース（ケース空き部分へタップ差し込み可能）

ステンレスの穴あけに最適！長寿命！

乾式コンクリートダイヤビット
168. 三京ダイヤ

お手軽ドリルビット！

￥３,５００特
価

ＡＣ－１４５
コードNo. 230083
標準価格￥6,200

￥３,０００特
価

ＡＣ－１２５
コードNo. 230081
標準価格￥5,400

刃先径12.5mm　有効長55mm

刃先径14.5mm　有効長55mm

￥３,０００特
価

ＡＣ－１２０
コードNo. 233140
標準価格￥5,400

刃先径12.0mm　有効長55mm

￥３,０００特
価

ＡＣ－１０５
コードNo. 230080
標準価格￥5,400

刃先径10.5mm　有効長55mm

￥２,７５０特
価

ＡＣ－０８５
コードNo. 230078
標準価格￥4,900

刃先径8.5mm　有効長45mm

￥２,７５０特
価

ＡＣ－０６４
コードNo. 230076
標準価格￥4,900

刃先径6.4mm　有効長45mm

穿孔数の目安
コンクリート：20～50穴

モルタル：約100穴

・インパクトドライバ・電気ドリル等で
　簡単・静かに穴あけができます。
・コンクリート、モルタル、ブロック、
　押出成形セメント板、レンガ、
　瓦のアンカー下穴用に

178.三京ダイヤ
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㎜

179．三京ダイヤ

￥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！

スリムマグピタ

１８Ｖ/１４．４Ｖ
インパクト対応

ねじ倒れを防ぐ
強力マグネット！

コードNo. 321372
スリムマグピタビット ＳＳＰ－２１１０（ビット付）スリムマグピタビット ＳＳＰ－２１１０（ビット付）

コードNo. 321371
標準価格￥650

標準価格￥1,000

スリムマグピタ ＳＭＸ－６３５（本体のみ）スリムマグピタ ＳＭＸ－６３５（本体のみ）

６．３５
ｍｍ

※取付イメージ

154. ニシガキ154. ニシガキ
鉄工ドリル研磨機　Ｎ－８６１鉄工ドリル研磨機　Ｎ－８６１
コードNo. 324746 標準価格 オープン

New

カンタン操作でプロの仕上がり！
Ｘシンニング研磨が誰でもできる！Ｘシンニング研磨が誰でもできる！

・2.6～13mmドリル径に対応。
・ロングドリル対応
・研磨可能ドリルの種類：ハイスドリル・
　チタンコーティングハイスドリル・コバルトハイスドリル
※超硬ドリル・コンクリートドリルは研磨できません。

¥２６,８００特
価

180. 大宝ダイヤ

特殊ボディの窓越しに研削面が
見える！すける！

見えるカップ『研削名人』 ＷＧ－４
コードNo. 305530　標準価格 オープン

￥７，８００特
価

コンクリート・建材・石材等の平面ならし、
面取り、塗装面の剥がしなどに！
ビルの壁面補修等に
均一な仕上がり面が
得られます。

・外径：105mm
・穴径：15mm
・チップ数：8
・チップ厚：4.5mm
・チップ幅：8mm
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192. ライカ

￥122,000特
価 ￥４９,８００特

価 ￥２９,８００特
価

￥３５,８００特
価

￥１２０,０００特
価

コードNo. 310900 標準価格￥235,000

回転式レーザーレベル
ＲＵＧＢＹ６１０（三脚付）

・完全自動水平
・直径６００ｍ仕様・３年保証付
・本体・デジタル受光器・三脚付 デジタル受光器付

￥24,000特
価

¥４，２４０特
価

205. 横河
ディジタルマルチメーター ＴＹ５３０
コードNo. 219161 標準価格￥28,000
高い測定確度！

・データホールド
・オートホールド
・レンジホールド
・最大値/最小値/平均値
・抵抗・偏差/％演算
・メモリ機能・通信機能
・ロギングメモリ
・オートパワーオフ
・バックライト
・センサモード機能

自設備の校正機器で調整が可能！
（ユーザーキャリブレーション機能）

直流電圧、交流電圧、、直流電流、
交流電流、周波数、温度、
キャパシタンス、導通チェック、
ダイオードテストに！

直流電圧、交流電圧、、直流電流、
交流電流、周波数、温度、
キャパシタンス、導通チェック、
ダイオードテストに！

189. ＬＴＣ189. 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

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￥７９,８００特

価￥２３１,０００特
価

207. 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

206. 共立電気計器206. 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

￥１１２,０００特
価

9797

156156

212. 日置電機212. 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

巻き取りに便利なコードリール付！

210. 共立電気計器

￥35,700特
価

コードNo. 316520 標準価格￥42,000
デジタル接地抵抗計　４１０５ＤＬ

補助接地抵抗100KΩまでOK

●ノイズに強い！地電圧25Vまで許容（旧モデルの6倍）
●頑強で折れない接地棒　熱間鍛造　●防水タイプ

211.日置電機

￥７６,５００特
価

・被覆電線の上からクリップで安全測定。
・判定項目：検相、欠相、接地相（三相３線）
・測定項目：三相交流電圧（線間電圧、対地間電圧）、周波数
・三相３線AC90～300V、三相4線AC160～520V(45～６６Hz）
・測定可能導体径:仕上がり外径φ6㎜～φ30㎜

電圧計付検相器（金属非接触方式）
ＰＤ３２５９ コードNo. 312682

標準価格￥85,000

自動整準レベルプレーナ ＬＰ５１５自動整準レベルプレーナ ＬＰ５１５
コード No. 311188 標準価格 オープン
信頼のハイスピード自動整準！

オートレベル　ＴＫ－８２４オートレベル　ＴＫ－８２４
コード No. 321897 標準価格￥123,000

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

倍率２８倍！

・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！

勾配設定がキー操作で
効率アップ！

高耐久・高精度タイプ！

高耐久の２４倍
オートレベル！

・精度（1km 標準往復偏差）：±2.0mm
・対物レンズ有効径：36mm
・最短合焦距離：0.3mm

防塵・耐水
ＩＰ５６

・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

193. ＬＴＣ 194. サンポウ光学 195. ＰＲＯＭＡＲＴ

191. ソキア
グリーンレーザー墨出し器
ＬＴＫ－Ｇ９１０Ｐ限定セット
グリーンレーザー墨出し器
ＬＴＫ－Ｇ９１０Ｐ限定セット
コード No. 315039 標準価格￥215,000

・充電器、AC アダプター付
・高輝度グリーンレーザー
・全周微調整機能付

フルライングリーンレーザー！

188. ＬＴＣ187. タジマツール

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

・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×D29mm
・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

耐塵・耐水
ＩＰ６７落下耐性

２ｍ

215. カスタム

デジタルマルチメータ ＤＴ４２２２デジタルマルチメータ ＤＴ４２２２
コードNo. 301547コードNo. 301547 標準価格￥15,000標準価格￥15,000

￥１２，７５０特
価

抵抗／コンデンサ／
ダイオード測定搭載！
抵抗／コンデンサ／
ダイオード測定搭載！

暗所で活躍！
バックライト搭載！
暗所で活躍！
バックライト搭載！

単4 アルカリ乾電池
1 本で駆動！交換も簡単！
単4 アルカリ乾電池
1 本で駆動！交換も簡単！

204. 日置電機204. 日置電機

高い安全性と高速応答で
プロの仕事をスピーディーに！
高い安全性と高速応答で
プロの仕事をスピーディーに！

￥２７,０００特
価ＳＬＳ－１８Ｗ－Ｃ－６０（60Hz 専用）

コードNo. 325480

ＳＬＳ－１８Ｗ－Ｃ－５０（50Hz 専用）
コードNo. 325479 標準価格 各￥45,000

225. ＫＥＮＷＯＯＤ225. ＫＥＮＷＯＯＤ
トランシーバー
ＵＢＺ－ＬＰ２０ＢコードNo. 311402コードNo. 311402 黒黒

黄黄ＵＢＺ－ＬＰ２０ＹコードNo. 311403コードNo. 311403

標準価格 各オープン標準価格 各オープン

eco機能で長時間使えます！eco機能で長時間使えます！

各￥１1,0００特
価

バッテリーセーブ機能に新たに
ecoモードを搭載。
市販のアルカリ乾電池でecoモード時
最長100時間の利用が可能です。

防塵防水
ＩＰ５４

総務省技術基準適合品
免許・資格不要

２０ｃｈ
対応

収納時

約2分で組立完成！

収納寸法
7.3×50.8×14.5cm

荷台寸法
15×50.5×49.5cm

コードNo. 320192 標準価格￥9,000
樹脂製台車 dozop SEL－1

組み立てカンタン！コンパクト！

￥4,98０特
価

樹脂製なので
わずか2.6kgと
軽量！
最大積載重量115kg
組立は工具不要！
パーツを差し込むだけで
ＯＫ！

217. 長谷川工業
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

218．ナンシン
コンパクトキャリー
ＣＣ１０１ＫＢ２

219. 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！

300kg300kg
最大使用質量

150kg150kg
最大使用質量

223. ハタヤ
コードNo. 321891 標準価格38,000
段積みテモートリール　DGBM－130K

￥２６,０００特
価

段積みできる角型フレームタイプ！

過負荷漏電
遮断器付

トリプルタップは屋外用防雨型！
電線を屋外の雨の中まで伸ばして使用できます！

コンセントだけを
手元まで持って
行ける「テモート
タイプ」

ゼロブルーＺＥＲＯＢＬＳＮ－ＫＪＣＳＥＴゼロブルーＺＥＲＯＢＬＳＮ－ＫＪＣＳＥＴ
コード No.324125 標準価格￥350,000

・本体電源：専用リチウムイオン充電池/AC100V
                       （AC アダプター別売）
・NAVI/リモコン機構部電源：単 3 形乾電池×2 本

ギラつかない！ブルーグリーンレーザー！
受光器・三脚付！・1人で地墨自動合わせができる

   NAVI 機能付き！
・現場の揺れ・振動に強い
   センサー制御方式！

スティングレイ２５マグネットホルダー付スティングレイ２５マグネットホルダー付

コード No. 320453
ＳＲＧ２５５０Ｈ

コード No. 320450
標準価格 オープン

標準価格 オープン

ＳＲ２５５５Ｈ

落下予防の新形態！

極厚テープタイプ ５．０ｍ

小指に掛けたり、Ｄ環・Ｊ環に掛けて収納し
落下を防止できるマルチリング採用！

SR2555H SRG2550H

￥２，５５０特
価

￥２，３８０特
価

※GAGSL25－50

196. 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

199. ボッシュ199. ボッシュ 201. ボッシュ201. ボッシュ
レーザー距離計 ＧＬＭ１５０Ｃ
コード No. 321375 標準価格￥¥49,000
屋外測定もカンタン！

【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）

・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

●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。

最大測定深度

１５０ｍｍ

コンクリート探知機
Ｄ-ＴＥＣＴ１５０ＣＮＴ
コンクリート探知機
Ｄ-ＴＥＣＴ１５０ＣＮＴ

コードNo. 230910コードNo. 230910
標準価格￥150,000標準価格￥150,000

埋設物の位置をカンタン、
正確に探知！
対象物までの深さ、
材質をズバリ表示！

※使用例

太陽光パネル設置時の
垂木探しに！

最大測定深度

１５０ｍｍ

￥４９,８００特
価

197. アカツキ197. アカツキ

￥４,８００特
価

￥８，９００特
価

￥１４,０００特
価

￥１１,０００特
価

※イメージ

コンパクトデジタル水平器
ＤＩ－１００Ｍ
コンパクトデジタル水平器
ＤＩ－１００Ｍ
コードNo. 301146コードNo. 301146
標準価格￥7,750標準価格￥7,750

見やすいデジタル表示！
測定面マグネット付き！
Ｖ溝で管にフィット！

見やすいデジタル表示！
測定面マグネット付き！
Ｖ溝で管にフィット！

オート
ＯＦＦ機能
３分間

●２つのモード
　【１】角度（０.１°単位） 【２】％
●簡単精度補正機能付

●２つのモード
　【１】角度（０.１°単位） 【２】％
●簡単精度補正機能付

ポケットに入る
コンパクト設計！

198. アカツキ198. アカツキ

各￥1,780特
価

標準価格￥2,750標準価格￥2,750

プロテクトアーマーⅢ

ＰＡ３－Ｂ（黒） コードNo. 316298コードNo. 316298
ＰＡ３－R（赤） コードNo. 316299コードNo. 316299

・見易いカマボコ型気泡管搭載。
・カラビナ＆落下防止コード取付対応型。
・サイズ：160㎜

超強力マグネット搭載！

デジタルマルチメータ
●収納に便利なポケットサイズ
●衝撃に強いホルスターケース
●最小分解能ＡＣ/ＤＣ ０．１Ａ
●先端ピン長 １８ｍｍこすれ、ひっぱりに強い新強化保護ブッシュ！

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：120A２０１２ＲＡ２０１２ＲＡ

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：100A２００１Ａ２００１Ａ

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：60A２０００Ａ２０００Ａ

コード No. 320613
標準価格￥10,500

203. 共立電気計器

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

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

●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。

208. 横河 213. 共立電気計器213. 共立電気計器
漏電流クランプメーター　２４３３ＲＢＴ漏電流クランプメーター　２４３３ＲＢＴ
コードNo. 323998 標準価格¥46,000

NewBluetooth 搭載！
漏れ電流測定値を現場でスマートフォンや
タブレットに保存！
漏れ電流測定値を現場でスマートフォンや
タブレットに保存！
●iOS,Androidの両OSに対応
●AC 40/400mA/400Aの
　3レンジ切替
●データホールド機能付
●歪んだ波形でも
　正確に測定できる
　真の実効値測定

●iOS,Androidの両OSに対応
●AC 40/400mA/400Aの
　3レンジ切替
●データホールド機能付
●歪んだ波形でも
　正確に測定できる
　真の実効値測定

・サイズ：L185×W81×D32mm
・質量：約270g（電池含む）
・電源：単4形乾電池R3（1.5V）×2

¥39,100特
価

202. カスタム202. カスタム
スネークスコープ　ＳＳ－１０スネークスコープ　ＳＳ－１０
コードNo. 323983 標準価格¥19,800

狭所や高所を手元で確認！

※画面はハメ込み合成です。

・カメラケーブルサイズ：φ8mm×1125mm
・電源：単3形乾電池×4本
・防水性：IP67準拠（カメラケーブル部・接合部除く）

¥16,800特
価

220.マザーツール220.マザーツール
電池式カメラ　ＭＴ－ＰＩＲ０１電池式カメラ　ＭＴ－ＰＩＲ０１
コードNo. 325427 標準価格 オープン

電池で動く監視カメラ！
単3形乾電池で動くので
電源が確保できないような
場所での監視が可能です。

単3形乾電池で動くので
電源が確保できないような
場所での監視が可能です。

・寸法：98×148×75mm
・質量：319g（電池含まず） ＜付属品＞

取付用バンド
USBケーブル

ビデオケーブル
取扱説明書¥26,800特

価

221. 日動工業221. 日動工業
ＬＥＤセンサーライトＬＥＤセンサーライト

New
人や車を察知してピカッと点灯！

222. 日動工業222. 日動工業
デジタルＢＯＸ　ＤＭＢ－Ｅ０１１ＷデジタルＢＯＸ　ＤＭＢ－Ｅ０１１Ｗ
コードNo. 325482 標準価格¥20,000

New

今の電圧と電流をデジタル表示！
電圧降下と使い過ぎが一目でわかる！電圧降下と使い過ぎが一目でわかる！

・SVCT2.0㎜2×3芯×0.9m（BOX含む)
・質量：520g

¥12,000特
価

224. アルインコ224. 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

カメラケーブルを
本体に収納できる！
カメラケーブルを
本体に収納できる！

4.3型の見やすい
カラー液晶
ディスプレイ！

4.3型の見やすい
カラー液晶
ディスプレイ！

●単3形乾電池×8本で駆動
●動体検知録画とタイムラプ

ス録画（静止画・動画）
●待機時間最大180日

※電池新品状態
●検知角度水平80°
●検知距離最大20m
●SDカード最大64GB対応

100V専用
屋外型

100V専用
屋外型
0.9m

5000K（昼白色）5000K（昼白色）
発光色

1500Lm1500Lm
定格光束

●人・車の動きを察
知してライト点灯、
警報および動画を
撮影する器具です。

●資材置場や工事現
場などに。

●納屋やガレージ・
庭先や玄関先に。

186.マキタ186.マキタ
充電式屋内外兼用墨出器　ＳＫ５０６ＧＤＺＮ充電式屋内外兼用墨出器　ＳＫ５０６ＧＤＺＮ
コードNo. 325538 標準価格¥316,000

New明るさ約１.５倍！
※同社従来機比※同社従来機比

¥２５２,８００特
価

200. タジマツール200. タジマツール
レーザー距離計　ＤＩＳＴＯ－Ｘ４レーザー距離計　ＤＩＳＴＯ－Ｘ４
コードNo. 325526 標準価格¥76,700

New屋外でもタフに使える！
●4倍ズームポイントファインダー●4倍ズームポイントファインダー
測定ターゲットをデジタルポイント
ファインダーで鮮明に表示。

●Bluetooth® SMART内蔵●Bluetooth® SMART内蔵
各種アプリと組み合わせて使用可能。

・電源：単3形アルカリ乾電池2本

¥５４,８００特
価

超高輝度

自動追尾

フルライン

Li-ion

10.8V

Li-ion

10.8V

・バッテリ別売　別売オプション品を使用
し、14.4V/18V バッテリや AC100V、
単3乾電池も使用可能です。

ファインレーザー　ＬＳＴ－ＥＢ６０
限定セット
ファインレーザー　ＬＳＴ－ＥＢ６０
限定セット

190. ＬＴＣ190. ＬＴＣ

￥3９,８００特
価

コードNo. 310654コードNo. 310654 標準価格 オープン標準価格 オープン

受光器・三脚付受光器・三脚付

明るい高輝度
レーザー！

・4×おおがね・水平・地墨
・受光器・三脚付の限定セット
・ライン精度7.5M±1㎜
・全周微調整付

IP65IP65
防塵・防水

0.05～150m0.05～150m
測距範囲

209. 三和電気計器209. 三和電気計器

￥３１,２００特
価

コードNo. 300491 標準価格￥36,800

７レンジ式デジタル絶縁抵抗計
ＨＧ５６１Ｈ

JIS準拠コンパクトな
”スマート”絶縁抵抗計！

測定に使用する
印加電圧の組み合わせを
任意に設定可能！

7レンジ(15/25/50/100/
125/250/500V)切替可能
7レンジ(15/25/50/100/
125/250/500V)切替可能

暗所の測定に便利な
液晶バックライト＆
測定対象部を照らす
ライト搭載！

軽い！小さい！多機能！

214.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㎜

216.マルチ計測器216.マルチ計測器

￥２,7８０特
価

ＬＥＤフラッシュライト付検電器
ＣＮ８００３
ＬＥＤフラッシュライト付検電器
ＣＮ８００３
コードNo. 231282コードNo. 231282 標準価格￥3,300標準価格￥3,300
被覆線の上から
音と光でお知らせ！
被覆線の上から
音と光でお知らせ！
AC50～600VAC50～600V
暗い場所でも
ＬＥＤフラッシュライトで
照らし、安全に検電！

暗い場所でも
ＬＥＤフラッシュライトで
照らし、安全に検電！
現場でも交換しやすい
単４電池を２本使用。
現場でも交換しやすい
単４電池を２本使用。
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各￥２，７００特
価 各￥８,８００特

価

あらゆるシーンで大活躍！

￥３,８８０特
価

¥2,150特
価

231. 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。

230. 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

233. 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！

手で簡単に切れて使いやすい！

234. 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㎜

238. 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。

リボンカセット
×5個サービス

特
典

限定

6０台

237. 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

246. コマ印

￥4,０００特
価

コードNo. 319225 標準価格￥6,400
牛革製三段式ケース Ａ－３０７

先が絞ってあり、ニッパーや
ケーブル鋏などの先端が
飛び出ない形状になっています。

安全性の高い皮製三段差し！

※使用例
標準価格￥3,820

ＤＴ－ＳＲＢ－４２０ＫＨ（カーキ）
ＤＴ－ＳＲＢ－４２０ＮＶ（ネイビー）

243. ＤＢＬＴＡＣＴ243. 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

244. ＤＢＬＴＡＣＴ244. 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

247. コマ印247. コマ印

251. おたふく手袋251. おたふく手袋

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

冷感アームカバー　ＪＷ－６１８冷感アームカバー　ＪＷ－６１８

各¥520特
価

黒　Lサイズ
コードNo. 311205
迷彩　Lサイズ
コードNo. 311206

黒 迷彩

標準価格 各￥820標準価格 各￥820

●日焼けを防止する UV カット性能
を発揮し、紫外線による疲労、体
力の消耗から体を守ります。

●半袖シャツ、ノースリーブなどの
組み合わせに最適！

接触冷感

252. サファリスター252. 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

253. ペンギン253. ペンギン 254. アトム254. アトム

各￥780特
価 各￥３,９８０特

価

耐切創手袋　ワークハンターＧ

コードNo. 313636／Ｍ
コードNo. 313645／Ｌ
コードNo. 313636／Ｍ
コードNo. 313645／Ｌ

標準価格 各オープン

耐切創能力レベル５
※ＥＵにおける統一規格CE
EN３８８で最高ランクのレベル５をクリアしています。

グラスファイバーとポリアラミドを
編み込み強靭性、耐摩耗性を大幅アップ！

（Mサイズ） （Lサイズ）

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！

パイプの下側にユニ結露防止テープを貼って下さい。

235. ユニ

安全スニーカー ＧＴ－３

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

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

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

片足３６０ｇの軽量モデル！

標準価格 各オープン

※画像は 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

256. サンダンス 257. ディアドラ

¥2,980特
価

226. 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℃）

227. 栄製機227. 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

228. 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

￥９８０特
価

￥２,６８０特
価

￥４,９８０特
価

￥１,４８０特
価

240.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
3,000円で下取りします

特
典

239. 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

¥１８２,４００特
価￥１１１,２００特

価

242.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！

古いビーポップを¥10,000で
下取りします。

特
典

ＳＢ－５６０／グリーン

ＳＢサイドボックス
品番：ＳＢＳ－２００

62㎜62㎜

200㎜200㎜70㎜70㎜

248. 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㎜

待望の泡タイプ
登場！

ネジザウルスリキッド ＺＣ－２９ネジザウルスリキッド ＺＣ－２９
コード No. 323920 標準価格￥1,820
ビックリするほど錆が落ちる！

中性ですので
安全に作業できます。

229. エンジニア

強力自己融着シリコーンテープ ＨＤＴ２強力自己融着シリコーンテープ ＨＤＴ２

厚さ1mm×幅32mm×長さ9.0mＨＤＴ２－９００ＨＤＴ２－９００
コードNo. 321256
標準価格 オープン

厚さ1mm×幅32mm×長さ4.5mＨＤＴ２－４５０ＨＤＴ２－４５０
コードNo. 321254
標準価格 オープン

厚さ1mm×幅32mm×長さ1.5mＨＤＴ２－１５０ＨＤＴ２－１５０
コードNo. 321253
標準価格 オープン

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

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。

236. スリーエム

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

（別売アタッチメントが必要）

・φ1.5～8.0ｍｍまでの
  チューブ、 5、9、12mmの
  テープに 印字可。
・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！]
・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）

241.マックス

安全長靴・快足ブーツ「フレクシャー」安全長靴・快足ブーツ「フレクシャー」

安全スニーカー　ＳＴＥＬＬＡＲＪＡＹ安全スニーカー　ＳＴＥＬＬＡＲＪＡＹ

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

コード No. 324227
コード No. 324228
コード No. 324229
コード No. 324230
コード No. 324231
コード No. 324232
コード No. 324233

ＳＪ－２５（ブラック・イエロー）
25.0cm
25.5cm
26.0cm
26.5cm
27.0cm
27.5cm
28.0cm

コード No. 324234
コード No. 324235
コード No. 324236
コード No. 324238
コード No. 324239
コード No. 324240
コード No. 324241

ＳＪ－３２（レッド・ブラック）

標準価格 各￥9,800

前・後・左・右
３６０度を守る！

頭部のラバートゥガード、サイドのフォークドバッジ、
踏まず部の硬質ＥＶＡ、踵のＴＰＵカウンター、
幅＋２．５ｍｍワイド先芯があなたの足を守ります。

こんなに

曲
が
る
！痛くない！

ゴムは薄くても自立！
脱ぎ履き簡単！

M（24.0-24.5cm） コードNo. 300914
L（25.0-25.5cm） コードNo. 300915
LL（26.0-26.5cm） コードNo. 300917
3L（27.0-28.0cm）コードNo. 300918
標準価格 各オープン

足全体を包み込む
安定した装着感！

衝撃的な
柔らかさ！ 先芯入（ＪＩＳ Ｓ級相当）

外側へもしっかり曲がるから、
狭い場所でも地面にピッタリ！

履き口
カフス付で
泥等を
シャットアウト！

255. 丸五255. 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

ＰＰ－２２８（ＢＬＫ＋ＢＬＫ＋ＧＲＹ）
25.0cm
25.5cm
26.0cm
26.5cm
27.0cm

コード No. 325217
コード No. 325219
コード No. 325220
コード No. 325221
コード No. 325223

ＰＰ－７２８（ＯＲＧ＋ＢＬＫ＋ＧＲＹ）
25.0cm
25.5cm
26.0cm
26.5cm
27.0cm

コード No. 325300
コード No. 325301
コード No. 325302
コード No. 325303
コード No. 325304

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！

245. リングスター245. リングスター
スピーディボックススピーディボックス

New

片手で簡単！オープン＆クローズ！
・使いやすいワンバックル！
・スーパー強度！　耐荷重：870kgf　取手引張強度：102kgf
・サイズ：L475×W280×H220mm　・質量：2.0kg

249. おたふく手袋249. おたふく手袋
クルーネックシャツ　ＪＷ－５４０クルーネックシャツ　ＪＷ－５４０

夏、冬、無敵！

標準価格 各￥3,880

各￥２,４００特
価

258. ディアドラ258. ディアドラ
安全靴ピピット安全靴ピピット New
靴ひもを使用しないクロージャーシステム！

・先芯：樹脂製
・甲被：人工皮革＋エアメッシュ
靴底：EVA＋耐摩耗TPU

標準価格 各￥10,500

各￥９,４５０特
価

￥２,７８０特
価

ＳＤＢ－４７５・レッド
コードNo. 323649

ＳＤＢ－４７５・ブルー
コードNo. 323648 標準価格 各オープン

胸囲
Sサイズ表（ｃｍ）

８0～88 ８８～９６ ９６～１０４

１5５～１6５ １６５～１７５ １７５～１８５

Ｍ Ｌ
１０４～１１２

１７５～１８５

ＬＬ

身長

Sサイズ
Mサイズ
Lサイズ
LLサイズ

Sサイズ
Mサイズ
Lサイズ
LLサイズ

コードNo. 321819
コードNo. 321820
コードNo. 321821
コードNo. 321822

コードNo. 321819
コードNo. 321820
コードNo. 321821
コードNo. 321822

カモフラ×レッド

Sサイズ
Mサイズ
Lサイズ
LLサイズ

Sサイズ
Mサイズ
Lサイズ
LLサイズ

コードNo. 321814
コードNo. 321815
コードNo. 321816
コードNo. 321817

コードNo. 321814
コードNo. 321815
コードNo. 321816
コードNo. 321817

ブラック×ブルー

新次元繊維「アウトラスト」が厚さ、寒さを感知して温度を調整。
オールシーズン戦えるコンプレッションウェア！
新次元繊維「アウトラスト」が厚さ、寒さを感知して温度を調整。
オールシーズン戦えるコンプレッションウェア！

250. おたふく手袋250. おたふく手袋
ロングタイツ　ＪＷ－５５０ロングタイツ　ＪＷ－５５０

夏、冬、無敵！

標準価格 各￥3,500

各￥２,１８０特
価

胴囲
Sサイズ表（ｃｍ）

68~76 76~84 84~94

１5５～１6５ １６５～１７５ １７５～１８５

Ｍ Ｌ
94~104

１７５～１８５

ＬＬ

身長

Sサイズ
Mサイズ
Lサイズ
LLサイズ

Sサイズ
Mサイズ
Lサイズ
LLサイズ

コードNo. 321829
コードNo. 321830
コードNo. 321831
コードNo. 321832

コードNo. 321829
コードNo. 321830
コードNo. 321831
コードNo. 321832

カモフラ×レッド

Sサイズ
Mサイズ
Lサイズ
LLサイズ

Sサイズ
Mサイズ
Lサイズ
LLサイズ

コードNo. 321824
コードNo. 321825
コードNo. 321826
コードNo. 321827

コードNo. 321824
コードNo. 321825
コードNo. 321826
コードNo. 321827

ブラック×ブルー

新次元繊維「アウトラスト」が厚さ、寒さを感知して温度を調整。
オールシーズン戦えるコンプレッションウェア！
新次元繊維「アウトラスト」が厚さ、寒さを感知して温度を調整。
オールシーズン戦えるコンプレッションウェア！

着脱がスムースで、快適なフィット感を提供。

232. エイス232. 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

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

摩擦・摩耗
低減

摩擦・摩耗
低減

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
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お気軽にご用命ください

￥７,８００特
価

￥８,８００特
価

￥９,８００特
価

￥１０,８００特
価

￥１２,８００特
価

￥１４,８００特
価

ACアダプター
×１個サービス

特
典

専用予備バッテリー
×１個サービス

特
典

259. レッドレンザー259. レッドレンザー

￥５,２５０特
価

コードNo. 314855コードNo. 314855 標準価格￥7,000標準価格￥7,000
充電ヘッドライトｉＳＥＯ５Ｒ ５６０５Ｒ充電ヘッドライトｉＳＥＯ５Ｒ ５６０５Ｒ

ヘルメット直付け可能！

最大
１８０
ルーメン
（Ｈｉモード時）

・スポット⇔ワイドの切替可能
・赤色LEDに変更可能（スイッチ長押し）
・IPX6級耐水相当
・使用電池：専用リチウムイオン充電池
 または単4形アルカリ乾電池×3本
・付属品：専用充電池・充電ケーブル・
 ヘルメット取付キット

充電池式ＬＥＤヘッドライト
ＥＬ２８００Ｔ
充電池式ＬＥＤヘッドライト
ＥＬ２８００Ｔ
コードNo. 308063コードNo. 308063 標準価格￥16,500標準価格￥16,500
10Wで600ルーメンの明るさ！10Wで600ルーメンの明るさ！

￥９,５００特
価

・ヘッドサイズ：10×10×7cm
・重量：210g（電池含まず）

《連続点灯時間》
約60分（電池2本の場合）

使用時に電池ケースが赤色で
点灯するので後方からの安全確認に役立つ！

《付属品》
10V充電器1台
3.7V充電リチウム電池2個

明るさ

６００
ルーメン

263. アイガーツール263. アイガーツール
充電ヘッドライトＨ８Ｒ ５００８５３充電ヘッドライトＨ８Ｒ ５００８５３
コード No. 317369 標準価格￥12,000

●３段階（Ｈｉ→Ｍｉｄ→Ｌｏ）のシンプル設計
●３時間で８０％まで充電可能

驚異の６００ルーメン！

明るさ
６００
ルーメン

【付属品】専用充電池、USB ケーブル
重量：約158g

￥７,８００特
価

264. レッドレンザー264. レッドレンザー

￥９，９００特
価

270. タジマツール270. タジマツール

どんな場面でも使用可能！

￥７，８００特
価

￥６,０００特
価

￥９,４８０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

272. アイガーツール272. 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

271. ジェントス271. ジェントス

●隙間も照らせるトップライト搭載！
●背面マグネット付き
※ＧＺ－７０４は
   厚さ約１３mm

厚さ約１2mm の薄型ボディ！
充電式バーライト

116.2㎜116.2㎜

ＧＺ－７０１

200㎜200㎜

ＧＺ－７０2

359㎜359㎜

ＧＺ－７０4

285㎜285㎜

ＧＺ－７０3

特
価￥3,200コードNo. 320724

標準価格￥4,500

ＧＺ－７０１ＳＥＴ 明るさ最大１００ルーメン

特
価￥4,900コードNo. 320725

標準価格￥7,000

ＧＺ－７０２ＳＥＴ 明るさ最大２５０ルーメン

特
価￥5,950コードNo. 319252

標準価格￥8,500

ＧＺ－７０３ＳＥＴ 明るさ最大５００ルーメン

特
価￥8,800コードNo. 320726

標準価格￥12,500

ＧＺ－７０４ＳＥＴ明るさ最大７００ルーメン

マグネットアーム
×１ケサービス

特
典

275. ハタヤ275. ハタヤ

￥20,800特
価

コードNo. 321890 標準価格¥31,000
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

278. 長谷川工業

￥１7,８００特
価

RYH－12
コードNo. 321732
標準価格￥31,000

天板高さ：1.02～1.33m 質量：7.3kg

￥１9,８００特
価

RYH－15
コードNo. 321734
標準価格￥34,000

天板高さ：1.31～1.63m 質量：8.5kg

￥２2,８００特
価

RYH－18
コードNo. 321735
標準価格￥40,000

天板高さ：1.61～1.92m 質量：10.2kg

￥２5,８００特
価

RYH－21
コードNo. 321737
標準価格￥45,000

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！

280. 長谷川工業280. 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

※送料別途

●上段部での昇り降りを
　軽快にするエンドキャップ

●スムーズにロック解除が出来るプルリング

コンパクトに縮めて収納・
持ち運び

●昇り降りをより快適にするワイドな脚幅

282. 長谷川工業
スカイラダー

全てが日本品質。

全長5.87m　縮長1.05m　重量25.8㎏

￥７９,８００特
価

ＬＳ－５９
コードNo. 319247
標準価格￥130,000

全長4.88m　縮長0.96m　重量19.5㎏

￥６９,８００特
価

ＬＳ－４９
コードNo. 319246
標準価格￥116,000

全長3.89m　縮長0.88m　重量13.4㎏

￥３９,８００特
価

ＬＳ－３９
コードNo. 319245
標準価格￥66,000

充電ヘッドライト ＲＤＨ０７Ｒ充電ヘッドライト ＲＤＨ０７Ｒ
コード No.320729 標準価格 オープン

Ｈｉｇｈモード時
Ｌｏｗモード時

明るさ         Ｌｍ４４０
明るさ         Ｌｍ１００

連続点灯  　 時間１８
連続点灯  　 時間３６

●電源：リチウムイオン専用充電池
●防水防塵ＩＰ６６

※ブースターモード時

必要な明るさを
長時間確保！

明るさ
８８０
ルーメン

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！
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

明るさ
５００
ルーメン

約800
ルーメン明るさ

約140
ルーメン

265. グランツ

262. ジェントス

グッドデザイン賞受賞！
専用脚立ジャガー

※画像は JAG-120B

●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。

天板高さ 2020mmＪＡＧ－２１０ＢＪＡＧ－２１０Ｂ
コード No. 321297
標準価格￥29,000

天板高さ1720mmＪＡＧ－１８０ＢＪＡＧ－１８０Ｂ
コード No. 321296
標準価格￥25,000

天板高さ1420mmＪＡＧ－１５０ＢＪＡＧ－１５０Ｂ
コード No. 321295
標準価格￥21,000

天板高さ1120mmＪＡＧ－１２０ＢＪＡＧ－１２０Ｂ
コード No. 321294
標準価格￥19,000

天板高さ 820mmＪＡＧ－９０ＢＪＡＧ－９０Ｂ
コード No. 321293
標準価格￥17,000

ＪＡＧ－６０ＢＪＡＧ－６０Ｂ
コード No. 321292
標準価格￥15,000

天板高さ 530mm

130Kg

最大使用質量

55ｍｍ

踏ざん幅

120Kg

最大使用質量

100Kg

最大使用質量

130Kg

最大使用質量

100Kg

最大使用質量

100Kg

最大使用質量

60ｍｍ

幅広踏ざん

279. アルインコ

ＩＰＸ３ 400ルーメン

ＩＰＸ３ 400ルーメン

￥５,４８０特
価

￥３,５００特
価

ＬＨＬ－０２
コードNo. 324581
標準価格 オープン

ＬＨＬ－０１
コードNo. 321892
標準価格 オープン

261. ハタヤ261. ハタヤ
ＬＥＤヘッドライトＬＥＤヘッドライト

シンプルな
乾電池専用タイプ
シンプルな
乾電池専用タイプ

充電池・乾電池兼用
ハイブリッドタイプ
充電池・乾電池兼用
ハイブリッドタイプ

シンプル操作のＬＥＤヘッドライト！

267. ジェントス267. ジェントス
充電式ＬＥＤライト　ＲＸ－０８６ＰＳ充電式ＬＥＤライト　ＲＸ－０８６ＰＳ
コードNo. 324483 標準価格 オープン

New

給電も可能なＬＥＤライト！
USBケーブルを使用して給電も可能な、
充電式LEDライト！
USBケーブルを使用して給電も可能な、
充電式LEDライト！

・本体サイズ：φ29.5×149.5mm
・質量：185g
・点灯時間：約7時間
・ストラップ・マイクロUSBケーブル付属

¥6,000特
価

277. アルインコ277. アルインコ276. アルインコ276. アルインコ
伸縮脚立ＧＡＵＤＩ伸縮脚立ＧＡＵＤＩ

New
立ったまま調整できる上部操作型！
伸縮調整は黒レバーを
引き下げるだけ！
伸縮調整は黒レバーを
引き下げるだけ！

￥２５,８００特
価

ＧＵＤ－２１０
コードNo. 325117コードNo. 325117
標準価格￥50,000標準価格￥50,000

￥２３,８００特
価

ＧＵＤ－１８０
コードNo. 325116コードNo. 325116
標準価格￥46,000標準価格￥46,000

￥２０,８００特
価

ＧＵＤ－１５０
コードNo. 325115コードNo. 325115
標準価格￥40,000標準価格￥40,000

￥１８,８００特
価

ＧＵＤ－１２０
コードNo. 325114コードNo. 325114
標準価格￥36,000標準価格￥36,000

収納寸法（幅×奥行×高さ） 質量
2.05～2.95m
はしごの長さ

GUD-120 8.1kg481×169×1039mm
2.66～3.57mGUD-150 9.5kg534×169×1347mm
3.28～4.19mGUD-180 11.1kg585×169×1656mm
3.90～4.81mGUD-210 13.3kg637×169×1965mm

型式

260. タジマツール260. 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

ＬＥＤワークライト ＬＥ－Ｒ０６１ＬＥＤワークライト ＬＥ－Ｒ０６１
コード No. 323799 標準価格￥16,500
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ® 対応スピーカー付ワークライト！

ワークライトと
スピーカーが
一台に！

寸法：L165×W65×D25mm

明るさ
６００
ルーメン

￥７,９８０特
価

ＭＸＢ－９０ＦＸ
コードNo. 313380
標準価格￥16,000

天板高さ：0.82m　質量：3.6kg

￥8,９８０特
価

ＭＸＢ－１２０ＦＸ
コードNo. 313381
標準価格￥20,000

天板高さ：1.11m　質量：4.5kg

￥9,９８０特
価

ＭＸＢ－１５０ＦＸ
コードNo. 313382
標準価格￥25,000

天板高さ：1.41m　質量：6.7kg

￥１3,８００特
価

ＭＸＢ－１８０ＦＸ
コードNo. 313383
標準価格￥32,000

天板高さ：1.70m　質量：8.4kg

￥１5,８００特
価

ＭＸＢ－２１０ＦＸ
コードNo. 313384
標準価格￥39,000

天板高さ：1.99m　質量：10.0kg

ワイドステップ兼用脚立
安全性抜群の幅広ステップ！
60mmの幅広踏ざん採用で
作業効率大幅アップ！

軽自動車へ
積載可能
軽自動車へ
積載可能

283. 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

285. ナカオ285. 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

284. ピカコーポレイション284. ピカコーポレイション
２連はしごレベルラダー２連はしごレベルラダー

New
高さが調節できる脚アジャスト式！

・伸縮ロープがたるまないエンドレス機構・伸縮ロープがたるまないエンドレス機構

・伸縮脚は約30cmまで
　無段階に調節できます

￥５０,８００特
価

ＬＹＳ－８３
コードNo. 325253コードNo. 325253
標準価格 ￥100,000標準価格 ￥100,000

￥４５,８００特
価

ＬＹＳ－７７
コードNo. 325252コードNo. 325252
標準価格 ￥90,000標準価格 ￥90,000

￥４２,８００特
価

ＬＹＳ－６３
コードNo. 325251コードNo. 325251
標準価格 ￥85,000標準価格 ￥85,000

￥４０,８００特
価

ＬＹＳ－５６
コードNo. 325250コードNo. 325250
標準価格 ￥80,000標準価格 ￥80,000

268. グランツ268. グランツ
充電式ＬＥＤライト　ＲＦＴ０７Ｒ充電式ＬＥＤライト　ＲＦＴ０７Ｒ
コードNo. 325242 標準価格 オープン

ハンドライト最大級の明るさ！

・ボディサイズ：φ30×145mm
・質量：約180g（電池含む）
・電源：専用リチウムイオン充電池
・microUSB充電
・防水防塵IP66取得

¥8,800特
価

269. グランツ269. グランツ
充電式ＬＥＤライト　ＧＴＲ１２００充電式ＬＥＤライト　ＧＴＲ１２００
コードNo. 322287 標準価格¥12,000

便利なマルチワークライト！

・サイズ（mm）：127×172×46
・質量：470g
・専用ACアダプタ付属

¥７,５００特
価

273. 日動工業273. 日動工業
ＬＥＤアップライト　ＬＵＬ５４ＷＣＨ５０ＫＰＫＬＥＤアップライト　ＬＵＬ５４ＷＣＨ５０ＫＰＫ
コードNo. 325477 標準価格¥90,000

コードレスだから持ち運び自由！
電気のない仮設現場や資材置き場で便利な
充電式LED作業灯です。
電気のない仮設現場や資材置き場で便利な
充電式LED作業灯です。

＜付属品＞
・ACアダプター
・ショルダーベルト
・収納バッグ
・防塵カバー

¥５４,０００特
価

274. 日動工業274. 日動工業
ＬＥＤアップライト　ＬＵＬ１２ＷＣＨ５０ＫＰＫＬＥＤアップライト　ＬＵＬ１２ＷＣＨ５０ＫＰＫ
コードNo. 325478 標準価格¥28,000

New
軽量コンパクトサイズ！

※底面
マグネット付
※底面
マグネット付
＜付属品＞ACアダプター、シガープラグ充電器

¥１６,８００特
価

1000lm1000lm
パワーモード明るさ

500lm500lm
ハイモード明るさ

1200lm1200lm
ハイモード明るさ

600lm600lm
ローモード明るさ

6000Lm6000Lm
定格光束

5000K（昼白色）5000K（昼白色）
発光色

充電式

屋外型

6000Lm6000Lm
定格光束

5000K（昼白色）5000K（昼白色）
発光色

充電式

屋外型

・充電式としてもコンセ
ントに差したままでも
使 用 可 能 な ハ イ ブ
リッドモデル。
・ハンドルにマグネット

内蔵、金属に張り付け
て使用可能。

・OUTプットUSB端子
付（非常時に携帯電
話を充電可能）

286. ピカコーポレイション286. ピカコーポレイション
四脚アジャスト式足場台四脚アジャスト式足場台

New
立ったまま伸縮できる足場台！

伸縮操作バーを引き上げる
だけで伸縮できます。

伸縮操作バーを引き上げる
だけで伸縮できます。DXP-S120L（収納状態）

DXP-S120L（段差設置状態）

天場高さ：0.85～1.19m
天場長さ：1626～2700mm　質量：15.9kg

￥３６,８００特
価

ＤＸＰ－ＳＸ１２０
コードNo. 325249コードNo. 325249
標準価格 ￥93,000標準価格 ￥93,000

天場高さ：0.79～1.20m
天場長さ：1080～1800mm　質量：13.5kg

￥２９,８００特
価

ＤＸＰ－Ｓ１２０Ｌ
コードNo. 325248コードNo. 325248
標準価格 ￥75,000標準価格 ￥75,000

天場高さ：0.79～1.20m
天場長さ：930～1500mm　質量：12.6kg

￥２７,８００特
価

ＤＸＰ－Ｓ１２０
コードNo. 325247コードNo. 325247
標準価格 ￥73,000標準価格 ￥73,000

※DXP-S ※DXP-SX

縮長(m) 質量(kg)
5.28～5.58
5.96～6.26
7.32～7.62
8.00～8.30

全長(m)
LYS-56
LYS-63
LYS-77
LYS-83

3.24
3.58
4.26
4.60

14.3
15.8
20.5
24.9

型式

縮長(m) 質量(kg)

4.22

4.55

全長(m)

PTH-S420J

PTH-S450J

0.90

0.93

13.7

14.9

型式

※製品の長さや地域によりお届けが
困難な場合があります。

※製品の長さや地域によりお届けが
困難な場合があります。

●腰袋に入るコンパクトサイズ
●Ｌｉ－ｉｏｎ充電池専用タイプ
●金属面に設置できる
   可動式マグネット付スタンド

266. レッドレンザー266. レッドレンザー
充電式ＬＥＤライトＰ３Ｒ　５０１０４８充電式ＬＥＤライトＰ３Ｒ　５０１０４８
コードNo. 320442 標準価格¥7,000

New
軽量・小型の充電モデル！

・スポット⇔ワイドの切替可能
・Hi → Lo 2段階のシンプル設計
・ストラップ、専用充電器付属
・サイズ：20φ×102mm
・質量：42g（電池込）

¥5,250特
価

130Kg

最大使用質量

100Kg

最大使用質量

130Kg

最大使用質量

100Kg

最大使用質量

150Kg

最大使用質量

281. ピカコーポレイション281. ピカコーポレイション
伸縮はしごキャリーバッグ付き伸縮はしごキャリーバッグ付き
前後に角度を変えられる自在脚タイプ！

●タケノコのようにぐんぐん伸びる伸縮はしごです。
●ゆっくりと縮むので指挟み防止になります。
●タケノコのようにぐんぐん伸びる伸縮はしごです。
●ゆっくりと縮むので指挟み防止になります。

￥３４,８００特
価

ＰＴＨ－Ｓ４５０ＪＣＢ
コードNo. 325525コードNo. 325525
標準価格 オープン標準価格 オープン

￥２９,８００特
価

ＰＴＨ－Ｓ４２０ＪＣＢ
コードNo. 321146コードNo. 321146
標準価格 オープン標準価格 オープン持ち運びに便利な

キャリーバッグ付き

前後に動く自在脚で
ぴったりと設置

admini
スタンプ


