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27. 泉精器

￥２２１,０００特
価

バッテリー
１個サービス

特
典

充電圧着工具
ＲＥＣ－Ｌｉ２００Ｍ 標準セット
コードNo. 230913 標準価格￥325,000

Ｌｉ-ｉｏｎ
１４．４Ｖ
Ｌｉ-ｉｏｎ
１４．４Ｖ・外形寸法：340×235×73

・質量：3.7kg

圧着範囲圧着範囲
１４～２００ｍｍ２１４～２００ｍｍ２

特
価

28. 泉精器

￥240,000

充電圧着工具
ＲＥＣ－Ｌｉ２５０Ｍ 標準セット
コードNo. 230914 標準価格￥351,000

バッテリー
１個サービス

特
典

Ｌｉ-ｉｏｎ
１４．４Ｖ
Ｌｉ-ｉｏｎ
１４．４Ｖ・外形寸法：341×246×73

・質量：4.3kg

圧着範囲圧着範囲
１４～２５０ｍｍ２１４～２５０ｍｍ２

1. 日立工機
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30

２５．２Ｖ

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

2.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！

アンカー用穴あけに最適！
チャックタイプ：TE-C(SDSプラス)

3. ヒルティ

￥37,5００特
価

コードNo. 318012 標準価格￥50,000
ロータリーハンマードリル TE2

軽量・シンプルで頑丈！

203㎜203㎜

352㎜352㎜

重量
2.7kg

４－２２mm
使用ビット範囲

限定

台10 12.0mmビット
×2本サービス

特
典

4. ヒルティ

特
価

コードNo. 320631 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 180N・m

ＩＰ56

5. 日立工機

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！

6. デウォルト
コードNo. 321766 標準価格¥80,000
充電レシプロソー　DCS388X1－JP

¥63,800特
価

ハイパワー５４Ｖ！

＜標準付属品＞
充電池×１、充電器、
ツールボックス、
３年間製品保証書、
取扱説明書

・回転数：0-3,000回/分
・最大能力：パイプφ130mm/
　　　　　木材300mm厚
・質量：3.5kg（本体のみ）

コード式並みの最大出力１,550Ｗで
300mmの木工切断に対応！

高輝度ＬＥＤライト付

ワンタッチブレード
交換可能

New

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

7. ＭＣＣ 8. アサダ
充電式バンドソー　Ｈ６０Ｅｃｏ
片手でらくらく
超小型！

￥5,000特
価

￥35,800特
価

Ｈ６０用のこ刃バイメタル ７１０９8（１箱２枚入り）
コードNo. 319249
標準価格￥7,400（2枚）

充電式バンドソーＨ６０Ｅｃｏ
コードNo. 231411

切断寿命約60％ＵＰの
ＰＲＥＭＩＵＭのこ刃
新登場！

標準価格￥45,000

18V
Li-ion

2個付

9. 新ダイワ

￥110,000特
価

コードNo. 207958　
標準価格￥194,000

バンドソー　ＲＢ１２０

ＲＢ１２０ＣＶ（チェンバイス型）
￥118,000特
価

コードNo. 208736　
標準価格￥208,000

ＲＢ１２０ＦＶ（平バイス型）
※画像はＲＢ１２０ＦＶ

コンター機能付の
ベストセラー！

ステンレス用ブレード
×５本サービス

特
典

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「デュエル」
・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

●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

11.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

12. 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

13. リョービ
ディスクグラインダー G－1062
電源コードが脱着できる！
複数台のディスクグラインダーを1本の電源コードで使える！

防じんフィルター付

￥９,０００特
価

￥１０,４００特
価

Ｇ－１０６２コードなし
コードNo. 321208
標準価格￥12,900

Ｇ－１０６２コードあり
コードNo. 321207
標準価格￥14,900

握り径φ56mm

1,100W

14. リョービ

防じんフィルター付

握り径φ52mm

980W

ディスクグラインダー G－112
電源コードが脱着できる！
手の負担を軽減する極細握りタイプ！

￥９,７００特
価

￥１１,０００特
価

Ｇ－１１２コードなし
コードNo. 321216
標準価格￥13,900

Ｇ－１１２コードあり
コードNo. 321215
標準価格￥15,900

15. 新ダイワ
エンジンカッター　ＥＣＬ７４１２Ｓ（刃無）エンジンカッター　ＥＣＬ７４１２Ｓ（刃無）
コードNo. 320799　標準価格¥282,000

混合燃料の準備不要！

・寸法：L721×W248×H381mm（ブレードφ320装着時）
・本体乾燥質量：10.2kg
・ダイヤモンドブレード：320×30.5mm
・最大切込深さ：110mm

￥１５８,０００特
価

12インチダイヤブレード
×3枚サービス

特
典

個別の専用タンク
にガソリンとエン
ジンオイルを補充
すると自動的に混
合してエンジンに
供給します。

17.マックス
ガスネイラ　ＧＳ－７３８Ｃガスネイラ　ＧＳ－７３８Ｃ
コードNo. 313820 標準価格¥155,000

従来比３０％ＵＰ
ハイパワー！
内装・設備業から住宅基礎まで幅広くカバー！

¥１２４,０００特
価

保証書登録カードご提出で
¥5000値引いたします

特
典

19mmピン1000本＋
ガスカートリッジ 2本サービス

特
典

古くなったガスネイラを
¥10000で下取りします

特
典

15～38mm

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

21. 新ダイワ

￥１１５,０００特
価

コードNo. 312723 標準価格 オープン
インバータ発電機　ＩＥＧ１６００ＭＹ／Ｍインバータ発電機　ＩＥＧ１６００ＭＹ／Ｍ

●商用電源と同等の良質な電気でコンピュータ等にも使えます。
●バッテリー充電専用出力付（DC12V）●オイルセンサー付
・寸法：L490×W280×H455㎜
・連続運転時間：約4.2（エコ発電時10.5）時間

持ち運び
ラクラク！

1.6kVA

質量
20㎏

超低騒音

4サイクルオイル
1L×1缶サービス

特
典

22. 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

4サイクルオイル
1L×1缶サービス

特
典

乾燥質量
２1．1

ｋｇ

New

23. ホンダ23. ホンダ
発電機　ＥＵ１８ｉ（ＪＮ）
コードNo. 321386 標準価格¥208,000

￥１58,０００特
価

・連続運転時間：約3.0h（定格負荷時）
・燃料タンク容量：3.6L

携帯性はそのままに出力を向上！

定格出力

１．8ｋＶＡ１．8ｋＶＡ

24. 新ダイワ
発電機兼用溶接機　ＥＧＷ１６０Ｍ－Ｉ発電機兼用溶接機　ＥＧＷ１６０Ｍ－Ｉ
コードNo. 320983　標準価格¥555,000

小型・軽量・ハイパワー！

●最大出力160A/定格出力145Aの
　クラストップの溶接能力！
●使用溶接棒：2.0～3.2mm
●3.2kVAインバータ発電付
●クラス最軽量79kg

¥270,000特
価

NETIS
登録商品

689㎜689㎜

625㎜625㎜

498㎜498㎜

軽量で始動性抜群！

26. 丸山製作所
軽量刈払機
国内排出ガス３次規制をクリアした
ECOエンジンを搭載！

ＭＥＢ２３

￥28,800特
価

コードNo. 317227
標準価格 オープン

チップソー：9インチ（230㎜）
寸法：1835×535×380㎜
重量：4.3㎏ 燃料タンク：0.5L

ＭＥＢ２６

￥33,000特
価

コードNo. 314358
標準価格 オープン

チップソー：10インチ（255㎜）
寸法：1845×535×380㎜
重量：4.7㎏ 燃料タンク：0.55L 古くなったケーブルカッターを

¥5,000で下取りします
特
典

29. パナソニック
コードNo. 320236 標準価格¥169,800
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㎟

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

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

New

¥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

19. 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

￥１８０,０００特
価

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

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

リモコンウインチ

※リモコン別売 ・作業に合わせて２段階（高速・低速）
 の吊揚速度が選べます。
・コードレスリモコン作業半径３０ｍ

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

25. リョービ

特
価

20．育良精機
Ｌｉ-ｉｏｎＬｉ-ｉｏｎ

替刃長穴11×15
１組サービス

特
典

専用替刃×1組サービス特
典

￥１２８,０００

軽量
便利
簡単

コードレスパンチャー
ＩＳ－ＭＰ１５ＬＸ
コードNo. 232934 標準価格￥198,000
リチウムイオンバッテリー１８Ｖ搭載！

【最大穴あけ能力】
φ15t=6mm（SS400相当）
φ15t=4mm（SUS304相当）

特
価

30. 泉精器

Ｌｉ-ｉｏｎＬｉ-ｉｏｎ

￥１１８,０００

充電式ケーブルカッター ＲＥＣ－Ｌｉ５０
コードNo. 232714
標準価格￥173,000

寸法：L110×L365×H130mm
質量：2.1㎏

パワーアップにより
スムーズな切断を実現！

リチウムイオン
バッテリー搭載！
切断可能最大径切断可能最大径
φ５０ｍｍφ５０ｍｍ

バッテリー
BP-1420N
×1個サービス

特  

典
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￥１０７,０００特
価

31. ＢＢＫ
コードNo. 320747 標準価格￥165,000
デジタル式フロン回収機 ＲＭ－３３０

・サイズ：W380×D240×H350㎜
・質量：11.0kg

タッチパネル式の次世代回収機！
一目で値が分かるデジタル式！

●1バルブ操作で回収作
業がすべて完了

●Ｒ３２冷媒対応
●３Ｐボンベ・４Ｐボン

ベ用の二種類のコー
ドを付属

●ガス回収能力２７０ｇ／
分（Ｒ４１０Ａ・Ｒ３２）

37. 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！
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。

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￥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

36. レッキス

43. 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㎜

特
価

真空度の計測から
漏れ検査まで
このポンプ一台で！

35. 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！

ＶＡ線ストリッパー ３２００ＶＡ－１

￥６,９８０
プラスドライバー１本サービス特典

コードNo. 305119 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）

P2×4.5×75P2×4.5×75

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！

44. ベッセル

特
価

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

68. 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

60. 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

42. 渡部工業
コードNo. 321813 標準価格¥3,200
低圧ゴム手袋薄手タイプ　505

￥２,６８０特
価

抜群の作業性！

＜使用電圧＞
直流750V以下

または
交流300V以下

・サイズ：フリー
・全長：270mm
・厚み：0.5mm
・中指長さ：8.2cm
・重量：82g
・試験電圧：3,000V 1分間

New低圧活線時の細かい作業や、
検電時の感電事故防止に！
低圧活線時の細かい作業や、
検電時の感電事故防止に！

JIS T 8112 クラスJ00　適合品
※定期自主検査：対象外

JIS T 8112 クラスJ00　適合品
※定期自主検査：対象外

￥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

New
47. 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

New
48. 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！

56. 新亀製作所
コードNo. 321898 標準価格 ¥1,080
マルチドライブ　3210

￥７５０特
価

ほとんどのプラスねじがまわせる！

New

極小ねじ⊕0から⊕1・2・3のほとんどの
プラスねじがまわせます。

ヒートン・
蝶ネジも
まわせます。

グリップ部
10年保証

※通常使用において
　グリップ部が破損・ 
　使用不可になった
　場合
※ビットに関しては
　消耗品ですのでお
　取替えは致しかね
　ます。

キャリングケース
×1ヶサービス

特
典￥１５８,０００特

価

32. タスコ
コードNo. 321151 標準価格￥198,000
フロン回収機　ＴＡ１１０ＦＰ

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

260g/min
回収能力/R410A（気体）

240g/min
回収能力/JIS B 8629

10.9kg
質量

255㎜255㎜

380㎜380㎜345㎜345㎜

＜回収可能冷媒＞
R12/R22/R500/R502/R410A/R32/R404A/R407C/R
507A/R134a/R1234yf/R1234ze 及びFC1、FC2、FC3
類のフロン系冷媒（可燃性を除く）

専用ケース
×1ヶサービス

特
典￥２６,４００特

価

34. タスコ
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

62. 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

￥９,８００特
価

※使用例

《伸縮調節全長》
小(SMW-1032H)使用時：297～472mm
大(SMW-3050H)使用時：307～482mm

《伸縮調節全長》
小(SMW-1032H)使用時：297～472mm
大(SMW-3050H)使用時：307～482mm

洗面・シンクレンチセット
ＳＭＷ－１０５０Ｓ
洗面・シンクレンチセット
ＳＭＷ－１０５０Ｓ
コードNo. 307903　標準価格￥16,800
ヘッド交換式で10～50mm迄くわえられる！
楽々ヘッド交換！
１丁２役！

六角コマ付
（対辺13mm）

スライド式クロスバー

ハ
ン
ド
ル
部
３
段
階
伸
縮

１８０°首振りの
コンパクトヘッド

首振り角度

１８０°

駆動
ラチェット 鍛造製

63. トップ工業

49. メリー

特
価￥2,980

コードNo. 314682
標準価格￥4,960

ネジラー　ＺＡ１８５ネジラー　ＺＡ１８５

・頭部に22°の角度をつけてあります
・全長：195㎜　　・質量：280g
・適応ネジサイズ：先端部M2～M6（ネジ頭径10㎜以下）
                        本体部M5～M8（ネジ頭径14㎜以下）

本体部で中ネジ・
大ネジの頭を
しっかり
保持します

先端部で
小ネジの頭を
しっかり
保持します

つぶれたネジ、
錆びたネジの
取り外し、
締付けに！

偏心テコ原理で取り外しがラクに！

55. 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！

New
●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！

46. モクバ46. モクバ
ＥＸレースウェイカッター
ＳＵＳが切れる！Ｄ２が切れる！

●電源不要で切粉や火花が出ません！
●美しいカット面でバリ取り不要！
●素早く切断でき、作業効率アップ！
●刃の付け替えで多種類レールに
　対応可能！（替刃別売） 各￥82，8００特

価

標準価格 各オープン

※画像はD-98（SUS用）

手動式一発切断！

New
ＥＸレースウェイカッターＳＵＳ

（D1ステンレス DP1レースウェイ用）
コードNo. 321138

品番：D-98　全長：1040mm　質量：11kg
対応メーカー：ネグロス

（その他メーカーのレールは挿入、切断できない場合があります）

ＥＸレースウェイカッターＤ２
（D2ダクトチャンネル DP2レースウェイ用）

コードNo. 321139
品番：D-100　全長：1040mm　質量：11kg
対応メーカー：ネグロス

（その他メーカーのレールは挿入、切断できない場合があります）

52. ジェフコム
コードNo. 321904 標準価格¥6,000
ML－2MSH－W　スイッチボックスケガキレベル

New￥３,９００特
価

・サイズ：51×13×95mm（閉じた状態）
　　 　  97×6×95mm（開いた状態）
・質量：56g

１個・２個兼用！
●つまみ穴付
●マグネット付
●目盛り付

開くと２個用・
閉じると１個用の
ケガキができます。

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

57. 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

New

限定

丁100

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

33. アサダ

￥13,500特
価

コードNo. 309056 標準価格￥18,000

Ｒ３２・Ｒ４１０Ａ用ボールバルブ式
マニホールドＡＤキット ＡＩ１１４Ｃ

ボールバルブ式で高効率・高作業性
を実現！

《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！

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！

ゲージ径
Φ８０

ｍｍ

38. アサダ

￥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

39. タスコ

￥９,８００特
価

トルクレンチセット ＳＴＷ２ＨＳ
コードNo. 223037 標準価格￥16,680

新冷媒
対応
新冷媒
対応

トルクレンチで
しっかり締め付け！

【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 《校正証書付》

40. スーパーツール

￥22,800特
価

フロンガス検知器ＤＣ－８Ｐｒｏ
コードNo. 231586
標準価格￥35,000

《検知方式》
半導体ガスセンサ／拡散式

《対応ガス》
R22/R502/R123/R23/R134a/
404A/407C/410A/R32/
R600a/R507A等

《感度》
3g/y（R404A，R407C，R410A）
6g/y（R134A）,6g（R22）,
8g（R12）

連続使用40時間の
省電力エコ設計！

校正証明書
検査成績書
トレサビリティ体系図付

41.ＦＵＳＯ

¥4,880特
価

コードNo. 315301 標準価格￥7,500
ネジとりインパクト７本組 １９０３－ＮＳ１

特殊刃先形状。叩いて新たな溝をつくり、
なめたネジを取り外す！

内容：ミニインパクトドライバー、対辺6.35㎜ビットホルダー、
ネジとりビット（M3～6対応）、ネジとりビットスリム（M2～M4対応）、
六角ネジとりビット（H1.5、2.0、2.5、3.0、4.0対応）収納ケース

内容：ミニインパクトドライバー、対辺6.35㎜ビットホルダー、
ネジとりビット（M3～6対応）、ネジとりビットスリム（M2～M4対応）、
六角ネジとりビット（H1.5、2.0、2.5、3.0、4.0対応）収納ケース

なめたネジを叩いて廻す！

54. アネックス

59. スーパーツール
チューブカッター ソフトな力で楽々スカッと！

¥8,490特
価

コードNo. 223345 標準価格￥12,120

ＴＣＢ502 全長：230㎜ 質量：990g
適応外径：16～60㎜　最大肉厚：6㎜

¥3,500特
価

コードNo. 222521 標準価格￥4,990

ＴＣＢ107 全長：181㎜ 質量：420g
適応外径：6～50㎜　最大肉厚：3㎜

¥2,590特
価

コードNo. 222520 標準価格￥3,700

ＴＣＢ105 全長：137㎜ 質量：300g
適応外径：4～32㎜　最大肉厚：3㎜

●ステンレス、鋼の切断に適しています。
●本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすい。
●ローラー及びカッターホイルにベアリング装備。

ＴＣＢ502 ＴＣＢ105 

￥３,３００特
価

コードNo. 316219 標準価格￥3,920
パイプハンドル ＃４２４７８パイプハンドル ＃４２４７８

・新開発のベルトで滑らない！  
・手で作業するよりも管の  
   取外しがスムーズ！  

・新開発のベルトで滑らない！  
・手で作業するよりも管の  
   取外しがスムーズ！  

・能力：3～8インチ（75～200A）  ・能力：3～8インチ（75～200A）  
プラスチックパイプをガッチリ固定！

64. リジッド

45. 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

New

¥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）

66. レッキス
コードNo. 320524 標準価格¥237,000
パイプマシン　Ｆ２５ＡⅢ　２０５１２５

￥１７８,０００特
価

片手で持てるパイプマシン！
クラス最大のモーターパワー、
２５Ａのねじ加工が楽々１６秒

1/2-3/4チェーザ
1組サービス

特
典

・ねじ切能力：1/4B～1B
  （8A～25A)
  (1/4～3/8用チェーザ・
  ダイヘッドは別売）

・本体重量：19.8kg
・機械寸法：
  L440×W329×
  H356mmφ４０～１００㎜

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㎜

65. 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！

￥２,２４０特
価

50. 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㎜

51. ジェフコム

・500㎏までのドラムを楽々回転。
・小型、軽量、偏平型で取扱いやすく携帯便利。
・回転部がベアリングで、がたつきがなくよく回ります。
・質量3.0㎏

ドラマワール ＤＲ－４５０Ｎ 

乗せる物を選ばない万能型ドラマワール。
コードNo. 219267 標準価格￥18,200

￥１１,８３０特
価

53. アネックス

￥９,6００特
価

コードNo. 315572 標準価格 ￥16,000
オフセットアダプタＳセット ＡＯＡ－１９Ｓ２オフセットアダプタＳセット ＡＯＡ－１９Ｓ２

１、この部分を
電動ドリル等で
回すと

２、この部分が
回転します
【セット内容】
・H19㎜対応オフセットアダプター
・ソケット H10、H12、H13、H14、H17、H19、H21、H24
・手締めが出来るギヤロック
・Cリング（2ケ）・収納ケース

１８Ｖ
インパクト対応

狭い隙間のボルト締めが電動でできる！

58. タスコ
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

New

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

￥14,100特
価

￥5,280特
価

61. ライト精機
パイプ用エキストラクター＆タップセット
パイプソケット
抜き取りに必要な
便利セット！

パイプ専用タップハンドル
コードNo. 313641
標準価格￥8,800

パイプ用エキストラクター＆タップセット
コードNo. 226142
標準価格￥23,500

※専用タップハンドルは
　別売

67. 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！
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73. 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！

96. 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！

70. ＬＴＣ

￥５０,０００特
価

コードNo. 316254 標準価格￥115,000
グリーンレーザー　ＬＴＫ－Ｇ３５０Ｐ

天井が見やすい！ダイレクト照射！
高輝度

２電源（乾電池・ＡＣ１００Ｖ）

防塵・防滴 ＩＰ５４相当
縦・横・鉛直十字

74. ライカ

￥122,000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

71. ＬＴＣ

・４×おおがね・水平360°・地墨
・ラインドットポイント搭載
・ＡＣアダプター付

￥99,8００特
価

コードNo. 320662 標準価格￥263,000
グリンレーザー　LST－YG97Xセット

電子整準フルライングリンレーザー！

受光器・三脚付

78. ＰＲＯＭＡＲＴ
スティングレイ２５マグネットホルダー付
落下予防の新形態！

極厚テープタイプ 5.0m

￥２,５５０特
価

ＳＲＧ２５５０Ｈ
コードNo. 320453
標準価格オープン

￥２,３８０特
価

ＳＲ２５５５Ｈ
コードNo. 320450
標準価格オープン

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！

90. 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！

94. 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》

￥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！

98. スターエム

・サイズ：230mm
・フレーム：アルミ材
・カバー：ABS樹脂製 New

80. 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！

104.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！

102.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

103. 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！

New

＜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

82. ボッシュ

￥112,000特
価

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

１５０ｍｍ
最大測定深度

コードNo. 230910
標準価格￥150,000

特
価￥10,500

81. アカツキ
防水型デジタル水平器
ＤＷＬ－２８０ＰＲＯ
防水型デジタル水平器
ＤＷＬ－２８０ＰＲＯ
コードNo. 308177 標準価格￥17,500
ＩＰ６７の防塵防水タイプ！

明るいＬＥＤ表示！

角度（°）勾配（％）立上り（mm/M）
インチ（In/F）の４モード！

・測定範囲0～90°
・解像度0.05°（1.0mm/m）
・測定範囲0～90°
・解像度0.05°（1.0mm/m）
・測定範囲0～90°
・解像度0.05°（1.0mm/m）

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

New¥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。

72. タジマツール

￥２００,０００特
価

コードNo. 315178 標準価格￥305,000
グリーンレーザーNAVI ZEROGN－KJY

ＮＡＶＩ機能搭載！

好評のグリーンレーザー「GEEZA」の
品質・信頼を保持しながら、
可能な限りのコスト圧縮を図りました。

ＮＡＶＩグリーンレーザーが
お求めやすく！

鮮視度

６倍！

93. 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！

New

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。

99． ＯＭＩ
超硬バイメタルホールカッター超硬バイメタルホールカッター
ステンレス板・鋼板への耐久性が大幅ＵＰ！

《適合電動機》
電気ドリル、充電ドリルドライバー、ボール盤等。
※回転専用。インパクト、振動不可

《適応被削材》
ステンレス（3mm）
鋼板（3.2mm）
アルミ、ＦＲＰ、人造大理石、
窯業・金属サイディング、
木材、合板等

窯業サイディングが
切削可能！

￥４,５５０特
価

ＢＷ－２７ＢＷ－２７
コードNo. 308967
標準価格￥7,000

ＢＷ－２１ＢＷ－２１
コードNo. 308963
標準価格￥6,800

ＢＷ－３３ＢＷ－３３
コードNo. 308971
標準価格￥7,800 ￥５,０７０特

価

￥４,４２０特
価

75. 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

76. ＬＴＣ
コードNo. 321897 標準価格 ¥123,000
オートレベル　TK－824・三脚付

￥４９,８００特
価

高耐久・高精度タイプ！

New
高耐久の24倍オートレベル！ 三脚付
・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

※GAGSL25－50

※GASFGSLWM25－50

79. 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

爪と底面の
ダブルマグ

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

83. 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㎜ ￥13,0００特
価

84. FUSO
コードNo. 231285 標準価格￥17,000
デジタル風速温度計 ＦＵＳＯ－８９０８

・電源：CR2032ボタン電池×1
・サイズ：L144×W47×D26㎜（折りたたみ時）
・質量：約95g（電池含む）
・標準付属品：CR2032ボタン電池×1、ハンドストラップ、
  取扱説明書、保証書付 

・空調設備の保守、点検に好適な
  小型風速計！
・温度も同時測定。

ポケットにすっぽり
入る小型風速計！

￥33,15０特
価

85. 共立電気計器
コードNo. 310692 標準価格￥39,000
配線チェッカー ８５１０配線チェッカー ８５１０

検出レベルの自動調整機能付きで
ボタン一つの簡単な操作性！

コンセントの
回路探査に
威力を発揮！

・ 100V/200Vコンセントに対応 
・ 探査結果をLEDとブザー音でお知らせ 
・ 国際安全規格 IEC 61010-1 CAT III 250V に準拠 

86.日置電機

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

New￥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）

87. 日置電機
絶縁抵抗計　ＩＲ４０５４－１１
コードNo. 315897 標準価格¥50,000

パッとスマホに記録！
Bluetooth®無線技術搭載で測定・記録がもっと簡単に！

●測定レンジ：50V/125V、250V、500V/1000V（5レンジ）
●AC/DC電圧：0～600V（自動判別機能付）

●対応Android端末
　Android4.3以上
●対応iOS
　iOS10以上
　（Bluetooth® low energy
　対応機種のみ）
・測定値をホールドするだけで
　データをスマートフォンや
　タブレットにすぐに転送

￥４５,０００特
価

iOS、Android対応

スイッチ付リードセット付属

88. 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

￥24,000特
価

89. 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！

電動ハンマー用スクレッパーＳ型電動ハンマー用スクレッパーＳ型

電動ハンマー用ミニスコップ電動ハンマー用ミニスコップ
コードNo. 234281 標準価格￥3,690

コードNo. 234282 標準価格￥3,050

￥１，８３０特
価

￥２，２００特
価

￥４２０特
価

ミリオン ブルポイント ＢＺ－１

壁材、床材のハガシ作業に最適！
グングン
はがせる！

入り込みが良く、
作業性が抜群！

穴掘り、土掘り、溝掘り等に！

・サイズ：75×17H×320mm

・サイズ：75×17H×320mm
・六角軸17mm

・六角軸17mm

コードNo. 231077 標準価格 オープン
・サイズ：17H×280mm

91. モクバ

￥4,480特
価

￥4,650特
価

92. 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！

●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！
95. 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

97. 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！

New

・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

100.三京ダイヤ
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㎜

101. 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

◎

69.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

New¥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）

キーホルダー型LEDライト
×１ケサービス

特
典



四校

4

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

107. 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 オープン価格

※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

106. 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

リニューアルして再登場！
簡単充電で420ルーメンの高出力モデル

109. レッドレンザー

・本体寸法：φ26×117mm
・本体質量：約75g(電池含)
・付属品：専用充電池、チャージングブラケット、ストラップ、
  USB充電ケーブル、ポーチ

￥８,１００特
価

コードNo. 320443 標準価格 ¥12,000

小さくても高出力！

充電式LEDライトP5R 500897

最大光束

420
ルーメン

110. 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!

New

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

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

113. 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！ New
補修 充填 整形 接着

大容量
６５ml

114. アイガーツール
コードNo. 321678 標準価格¥85,000
マルチジャンプスターター　FCJ－35000

￥５８,０００特
価

ＤＣ２４Ｖ・ＤＣ１２Ｖ兼用！
乗用車・トラック・農機・重機のエンジン始動・
スマートフォン・携帯・タブレットの予備電源に

クランプコード

60
cm

DC12V 最大出力電流1200A 
　    　  始動電流600A
DC24V 最大出力電流600A 
　    　 始動電流300A
対応車排気量
12Vガソリン車7000cc
　    ディーゼル車6000cc
24Vディーゼル車5000cc
　   (540Hp以下)

ジャンプ
スタート能力

New

115.マザーツール
コードNo. 321086 標準価格 オープン
ワイヤレスカメラ＆モニタ　MT－WCM300

￥４５,０００特
価

カメラとモニター間の配線不要！

＜付属品＞
カメラ用ACアダプタ、モニター用ACアダプタ、
LANケーブル1.5m、カメラ用アンカー・ネジ×各3、
モニター用アンカー・ネジ×各2、カメラ用アンテナ、
モニター用アンテナ、カメラ用取付金具、取扱説明書（保証書付）

New
●見通しで最大300mまで送受信
●最大4台接続（増設用カメラ：MTW-INC300IR）
●カメラは屋外用耐水型（IP66）
●iOS/Android端末で遠隔地からアクセス（最大3台）
●内蔵マイクあり
●録画保存：SDカード　最大128GB（別売）/
　　　　　  ハードディスク　最大3TB（別売）
●録画ファイル形式：.AVI（フォーマット形式：FAT32）

【専用アプリ　GoCamPro】

116. ハタヤ
ステンレスホースリール ＳＳＤ－２０ステンレスホースリール ＳＳＤ－２０
コードNo. 214996 標準価格￥13,400
半自動「コロコロガイド」で
引き出しスイスイ＆巻き取りスムーズ！

￥７，９８０特
価

丈夫で美しい
ステンレス
タイプ！

・内径φ12×
  外径φ17mm
  防藻ホース21m
  （一次側1m含む）
・LN-1型レバーノズル付
・重量：5.1kg

・内径φ12×
  外径φ17mm
  防藻ホース21m
  （一次側1m含む）
・LN-1型レバーノズル付
・重量：5.1kg

117. ハタヤ
コードNo. 321891 標準価格 オープン
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！

New

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」

136. 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

New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

128. 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！

134. 長谷川工業
アルミ二連はしご LX2
デザイン性・耐久性を
兼ね備えた次世代モデル！

ラダーミットLMH
×1セットサービス

特
典

１２０kg
最大使用質量

￥４９,８００特
価

LX２－８４
コードNo. 320688
標準価格￥74,000

全長8.43m　縮長4.77m　質量20.4kg

全長6.60m　縮長3.85m　質量15.2kg

￥４１,８００特
価

ＬＸ２－６６
コードNo. 320685
標準価格￥62,000

全長7.21m　縮長4.16m　質量16.8kg

￥４４,８００特
価

ＬＸ２－７２
コードNo. 320686
標準価格￥66,000

全長5.38m　縮長3.24m　質量12.0kg

￥３６,８００特
価

ＬＸ２－５４
コードNo. 320684
標準価格￥55,000

全長4.77m　縮長2.94m　質量11.0kg

￥３４,８００特
価

ＬＸ２－４８
コードNo. 320682
標準価格￥51,000

伸縮ロープがたるまない
エンドレス機構

床面への痕が残りにくい
エラストマー採用の脚端具

133. 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！

New

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！

お気軽にご用命ください 

130．浅香工業
複式ショベル
コードNo. 355873 標準価格 オープン

深い穴もラクに
掘れます！

・全長：1400mm
・穴径：155mm
・質量：4kg

縦穴を掘る時の強い味方！
植木の移植作業に最適！

※送料別途

特
価￥3,980特

価￥2,780

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！

129．浅香工業

132. ピカコーポレイション

最大使用質量130㎏

￥８,８００特
価

ＬＭ－１２０
コードNo. 318697
標準価格￥15,000

天板高さ：1.1m　質量：3.7kg

￥１０,８００特
価

ＬＭ－１５０
コードNo. 318698
標準価格￥19,000

天板高さ：1.39m　質量：4.8kg

￥１２,８００特
価

ＬＭ－１８０
コードNo. 318699
標準価格￥22,000

天板高さ：1.68m　質量：5.8kg

￥１４,８００特
価

ＬＭ－２１０
コードNo. 318700
標準価格￥26,600

天板高さ：1.98m　質量：6.9kg

軽量専用脚立　便軽軽量専用脚立　便軽
驚きの軽さ！

幅広踏ざん55mm

収納はバーを持ち上げる
だけでできます。

収納時の横ズレ防止
滑り止めキャップ

135. ディアドラ

通気メッシュで快適に働く！

各￥７,６５０特
価

New

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
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。

131.タイタン

¥2,250特
価

ハーネス用消臭メッシュパッド

ＫＰＬ型（腿用）
コードNo. 317162　標準価格￥3,300

重量：約40g

¥3,000特
価

ＫＰＢＹ型（背中Ｙタイプ用）
コードNo. 317161　標準価格￥4,400

重量：約140g

¥3,280特
価

ＫＰＢ型（背中Ｘタイプ用）
コードNo. 317160　標準価格￥4,800

重量：約147g

ナノテクノロジーで瞬間消臭！
業界唯一の消臭技術「ＭＯＦＦ®」で
汗のニオイをおさえる！（※アンモニアに効果があります）

手洗い洗濯ＯＫ手洗い洗濯ＯＫ

Xタイプ Yタイプ

腿用

123.マーベル

※使用イメージ

肩掛けベルト付き

コンパクトにたっぷり収納！
マルチバッグ肩掛けベルト付

２１ポケット（大小）付！内側に15ポケット、外側に６ポケット。

各￥２,8００特
価コードNo. 320279

ＭＴＢ－３５２ＭＳ（迷彩）

ＭＴＢ－３５２（ネイビー）
コードNo. 320278

標準価格 各￥4,500

250㎜250㎜

350㎜350㎜200㎜200㎜

しっかりした
手持ちベルト

122. 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

標準価格￥3,820

ＤＴ－ＳＲＢ－４２０ＫＨ（カーキ）
ＤＴ－ＳＲＢ－４２０ＮＶ（ネイビー）

121.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

127. トンボ工業
穴明き配管ショベル
ＳＶＲＧＲＨＪ
穴明き配管ショベル
ＳＶＲＧＲＨＪ
コードNo. 234564
標準価格 オープン

土離れが
良い！

・全長：970mm
・刃巾×刃長：205×295mm
・質量：1.6kg

・全長：970mm
・刃巾×刃長：205×295mm
・質量：1.6kg

すべらない！
しっかり握れる

グリップ！

配管工事の狭い場所での
掘削作業用ショベル！

水分を含んでいる土でも
ラクにすくえます！

独自の穴明け加工独自の穴明け加工

特
価￥2,400

111. 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！

New￥３１,８００特
価

118. レッキス
コードNo. 321129 標準価格￥39,000
ウオッシュキングＲＺ３　４４００６２

＜標準装備＞
ガン・ランス・高圧ホース8m・
ホースバンド・自給用ホース2m・
水道直結用ホース3m・
ノズルクリーナー

・周波数：50/60Hz
・ポンプ吐出圧：7.3MPa
・吐水量：5.5L/min
・質量：9.0kg
・寸法：L310×W290×
　　　H778mm

自吸機能・水道直結機能付！
大型ハンドルと車輪で
移動がラクラク！
使いやすい前面スイッチ

ＳＢ－５６０／グリーン

ＳＢサイドボックス　
品番：ＳＢＳ－２００

62㎜62㎜

200㎜200㎜70㎜70㎜

120. 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㎜

特定小電力無線／交互通話専用

119．アルインコ
トランシーバー DJ-P221トランシーバー DJ-P221
コンパクト＆ハイスペック！47ch 中継対応 防浸型

通話距離重視の
Ｌタイプ

（アンテナ約16cm）

携帯性に優れた
Ｍタイプ

（アンテナ約7.5cm)

￥9,800特
価各

ＤＪ－Ｐ２２１－Ｍ
コードNo. 308122
ＤＪ－Ｐ２２１－Ｌ
コードNo. 308123

標準価格 各￥19,800トランシーバー本体

特
価￥2,700コードNo. 320523

標準価格￥3,000

イヤホンマイク　ＥＭＥ－６５Ａ

IP67相当

便利な
イヤホンマイクも

ご一緒に！
安価な消耗品タイプ

（修理不可）

124. 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。

記名板アタッチメント×１ケサービス特典1
旧型レタツインを6000円で下取りします特典2

126.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）

105. ジェントス
ＬＥＤヘッドライト　ＨＬＰ－１８０４
コードNo. 321490 標準価格¥6,900

New

ベストセラー後継品！

新しいフォーカスレンズを搭載した
ベストセラーヘッドライト（ＨＷ－０００Ｘ）の
正統後継アイテム！

¥６,９００特
価

・電源：単3アルカリ電池×3本
・本体重量：約206g
・IPレベル：IP64（防塵防滴）

明るさ
350lm

（Ｈｉモード時）

＜付属品＞
シリコン塗布ヘッドバンド・
予備ヘッドバンド・
シリコンバンド・
ヘルメットクリップ・テスト用電池

108. ジェントス
ＬＥＤライト　ＦＬＰ－１８０７
コードNo. 321482 標準価格¥4,000

New閃シリーズ新商品！

ベストセラー
ハンディライト・ＳＧ－３３５
後継アイテム

¥４,０００特
価

・電源：単4アルカリ電池×3本　・本体重量：約110g
・IPレベル：IP64（防塵防滴）

明るさ
250lm

（Ｈｉモード時）

＜付属品＞
ストラップ・
ポーチ・テスト用電池

112．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！

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！

積載荷重
３００

ｋｇ

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

125．ナンシン
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