
デルモンテの果汁100%
果汁ジュース詰合せ
160g×28本

デルモンテの果汁100%
果汁ジュース詰合せ
160g×28本

あられ・おせんべい等の
詰合せギフトです。

あられ・おせんべい等の
詰合せギフトです。

スプリングセール
セール期間セール期間
右記マーク付の商品を
お買い上げのお客様に、
景品Ａ～Ｃよりお好きな
景品を１点プレゼント！ 選べて嬉しい！景品付き商品あります！

3月23日～6月19日
A こだわり酒場の

レモンサワー B 果汁飲料ギフト
KDF-30R

2020

350ml缶
×
24本

350ml缶
×
24本

Ｃ 亀田製菓・
穂の香30

1

B 案

AC機を超える穴あけスピード！
充電式ハンマドリル充電式ハンマドリル

・穴あけ能力：コンクリート28mm
・本体寸法：L578×W102×H313mm
・質量：5.3kg（BL4025装着時）

3. マキタ3. マキタ

速く、ラクに穴あけ！

ロータリハンマドリル DH-28PECロータリハンマドリル DH-28PEC
コードNo. 329255コードNo. 329255 標準価格￥44,500標準価格￥44,500

￥33,400特
価

・能力：コンクリート3.4～28mm/鉄工13mm/木工32mm
・機体寸法：L355×H227×W87mm
・質量：3.0kg

5. HiKOKI5. HiKOKI

穴あけが粘り強く、速く！
充電ドリルドライバー充電ドリルドライバー

新開発「Smart BL」で
モーター制御が進化！

各￥54,5００特
価

8. パナソニック8. パナソニック

2.ボッシュ2.ボッシュ
充電ハンマドリル　ＧＢＨ１８Ｖ－２６ＧＤＥ充電ハンマドリル　ＧＢＨ１８Ｖ－２６ＧＤＥ
コードNo. 318633 標準価格¥122,000

どこでもクリーン作業ＯＫ！

18Vでコード式に匹敵するスピードとパワー！18Vでコード式に匹敵するスピードとパワー！
・能力：コンクリートφ26㎜/ダイヤモンドコア68㎜/
　鉄工13㎜/木工30㎜
・打撃力：2.6J　・質量：4.7kg(吸塵アダプター装着時)
＜付属品＞
6.0Ahバッテリー×2個・充電器・吸塵アダプタGDE18V-16・
キャリングケースL-BOXX238

¥８８,０００特
価

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￥276,000標準価格￥276,000
振動軽減システムＡＶＲが
驚きの低振動を実現！

￥234,600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

6.ヒルティ6.ヒルティ

11. HiKOKI11. 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

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！

古くなった全ネジカッターを
￥５,０００で下取りします

特
典

9. パナソニック9. 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

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

冴える切れ味！

13.ミタチ13.ミタチ

￥７８,８００特
価

コードNo. 317210
標準価格￥98,000

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

20.ワキタ20.ワキタ
バンドソー　ＭＢＳ１２バンドソー　ＭＢＳ１２
コードNo. 322944 標準価格 オープン

定置・ポータブル両用！

●切断能力
丸パイプ：φ100㎜（ポータブル時φ120㎜）
角パイプ：100×80㎜（ポータブル時120×120㎜）

●切断能力
丸パイプ：φ100㎜（ポータブル時φ120㎜）
角パイプ：100×80㎜（ポータブル時120×120㎜）

・電源：100V
・寸法：L525×W290×H390㎜
・質量：14kg
・速度6段階切替
・切断角度：0～45°

¥３７,８００特
価

専用替刃
1枚サービス

特
典 ￥99,8００特

価

マンティス ＸＢ１２５・チェンバイス

切断精度と
安全性を追求！

チェーンバイス

コードNo. 219359 標準価格￥147,000

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

《標準付属品》
・帯のこ刃ハイス14山×１本
・六角棒レンチ５mm×１本

最大切断能力
φ１２５ｍｍ
φ１００ｍｍ

22. ＲＥＸ22. ＲＥＸ

￥２１５,０００特
価

23. 新ダイワ23. 新ダイワ
バンドソーＲＢ１８０ＦＶ－ＨＡ・平バイス
コードNo. 306295 標準価格￥380,000
快速･快適･高精度切断とカット数ＵＰを実現！

オイル
シリンダー採用

クラス最大の切断能力！
200×100mm
Ｈ鋼を一発切断！

便利なコンター機能付！

24.アサダ24.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

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

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

4.マックス4.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

・鉄工：φ13mm
・木工：φ30mm
・コンクリート：φ26mm

¥105,000特
価

25.2V 4.0Ah25.2V 4.0Ah

チャック部先端から
冷却風を排出！

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

7.ヒルティ7.ヒルティ

￥５３,０００特
価

古くなった全ネジカッターを
￥１０,０００で下取りします

特
典

W1/2（軟鋼）対応！

D充電全ネジカッタ EZ45A9LJ2G-BD充電全ネジカッタ EZ45A9LJ2G-B
コードNo. 329099コードNo. 329099 標準価格￥168,800標準価格￥168,800

￥118,000特
価

10. パナソニック10. パナソニック

スペーサーを使用すれば、
W3/8全ネジの切断も可能。

＜付属品＞
18V5.0Ah電池EZ9L54×2個
充電器EZ0L81
プラスチックケースEZ9674

ＡＣ機以上のパワー＆スピード！

充電チップソー CD3607DA（WP）充電チップソー CD3607DA（WP）
コードNo. 329246コードNo. 329246 標準価格￥89,700標準価格￥89,700

特
価

・のこ刃：外径180mm/穴径20mm
・最大切込み深さ：60.5mm
・質量：4.5kg(バッテリ装着時)

12. HiKOKI12. HiKOKI

＜付属品＞
36Vマルチボルトバッテリ×1個
充電器・ケース・チップソー

●コードレスで最大の切込み深さ！
●キックバック軽減システム搭載！

※2019年10月現在

￥67,300
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￥197,000

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￥75,000
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￥161,000

14.ヒルティ

¥130,000特
価

15.マックス15.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

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

特
価￥１９８,０００

16.マックス
鉄筋結束機 ＲＢ４４０Ｔ－Ｂ２Ｃ１４４０Ａ鉄筋結束機 ＲＢ４４０Ｔ－Ｂ２Ｃ１４４０Ａ
コードNo. 320409 標準価格￥220,000

３つの新機構を搭載！
330mm330mm

295mm295mm

【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

120mm120mm

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. ＲＥＸ21. ＲＥＸ

各￥８７,５００特
価

ＸＢ６５Ａ（鋼管切断仕様）４７５１６５ＸＢ６５Ａ（鋼管切断仕様）４７５１６５
コードNo. 323966
ＸＢ６５ＡＳＵ（薄肉ステンレス管切断仕様）４７５１６６ＸＢ６５ＡＳＵ（薄肉ステンレス管切断仕様）４７５１６６
コードNo. 323967 標準価格 各￥125,000

マンティス ＸＢ６５Ａマンティス ＸＢ６５Ａ

＜切断能力＞
・丸パイプ：φ65
・角パイプ：□60
・丸棒（軟鋼材）：φ40

小型・パワフル・超軽量！

HR001GRDXV( 青 )
コードNo. 329133
標準価格 各￥110,700

コードNo. 329134
HR001GDXVB( 黒 )

＜セット内容＞
バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA・
ケース・集じんシステム ※ビット別売 ●オートストップ機能搭載！

●回転数2段階切替搭載！
●ACブラシレスモーター搭載！
●低振動システムUVP搭載！

EZ74A3LJ2G-B( 黒 )
コードNo. 327655

標準価格￥78,000標準価格￥78,000
コードNo. 327656
EZ74A3LJ2G-R( 赤 )

AC100V

・金工穴あけ：φ21mm
・木工穴あけ：φ21mm
・窯業系サイディング穴あけ：φ60mm

各￥８８,0００特
価

圧倒的なパワー！
充電集塵ハンマードリル充電集塵ハンマードリル

高容量3.4Ah
電池2個付セット
高容量3.4Ah
電池2個付セット

各￥118,０００特
価

1. パナソニック1. パナソニック

EZ7881PC2V-B( 黒 ) コードNo. 321627
コードNo. 326475EZ7881PC2V-R( 赤 )

●コンクリート
　穴あけ最大φ28mm

古くなったハンマードリルを
￥１０,０００で下取りします

特
典

標準価格 各￥169,000標準価格 各￥169,000
２８．８Ｖ
３．４Ａｈ
２８．８Ｖ
３．４Ａｈ

世界初！
コードレスの鉄筋カットベンダ！

充電鉄筋カットベンダ VB3616DAXP充電鉄筋カットベンダ VB3616DAXP
コードNo. 329271コードNo. 329271 標準価格￥219,500標準価格￥219,500

￥164,800特
価

・能力：材質SD295、SD345 鉄筋D10、D13、D16
・曲げ角度：0～180°(無段階)
・質量：18.6kg(バッテリ装着時)

17. HiKOKI17. HiKOKI

＜付属品＞
36Vマルチボルトバッテリ×1ケ

充電器

※2019年10月現在

●曲げ・切断の1台2役！
●指定の角度への曲げと曲げ角度の微調整ができる！

抜群の安定性を持つ低床ベンダー！

バーベンダー MB-L16バーベンダー MB-L16
コードNo. 326563コードNo. 326563 標準価格￥280,000標準価格￥280,000

￥210,０００特
価

・モーター：単相100V 1050W 50/60Hz
・本体外径寸法：L388×W365×H229mm・質量：24.0kg
・曲げ能力：鉄筋径D8~D16(SD345相当品)

18. オグラ18. オグラ

●テーブル面高さ183mm
　を実現し、従来機よりさらに作業性が向上。
●新型ショックアブソーバー搭載で、
　耐久性が格段にアップ。

リモコンウインチリモコンウインチ
29. 京セラ29. 京セラ

18V 6.0Ah18V 6.0Ah

ハイパワー首折れ
パンチャー！

充電式パンチャー充電式パンチャー

￥276,０００特
価

28. オグラ28. オグラ

●マキタ18Vバッテリー使用
●バッテリー、充電器、ケース付属

＜最大穴あけ能力＞
一般鋼材(SS400相当品)：φ20/t9
ステンレス鋼材(SUS304)：φ20/t6
・φ14・ポンチ・ダイス付属

HPC-NF209WBLHPC-NF209WBL
コードNo. 316098コードNo. 316098

標準価格￥368,000標準価格￥368,000

￥253,０００特
価

＜最大穴あけ能力＞
一般鋼材(SS400相当品)：φ18/t8
ステンレス鋼材(SUS304)：φ18/t6
・φ12・ポンチ・ダイス付属

HPC-NF188WBLHPC-NF188WBL
コードNo. 316099コードNo. 316099

標準価格￥338,000標準価格￥338,000

荷揚げ操作をコードレスで！

￥243,000特
価

AWI-196RCBAWI-196RCB
コードNo. 330272コードNo. 330272

標準価格￥347,000標準価格￥347,000

・最大吊揚荷重：200kg
・質量：19kg・揚程：29m
・サイズ：D213×W253×H496mm

遠隔操作(約30m)のできる
リモコンタイプ！
遠隔操作(約30m)のできる
リモコンタイプ！

AWI-196RCBAWI-196RCB

￥200,０００特
価

・最大吊揚荷重：130kg
・質量：14kg・揚程：20m
・サイズ：D210×W260×H390mm

AWIM-126RCBAWIM-126RCB
コードNo. 330279コードNo. 330279

標準価格￥287,000標準価格￥287,000

AWIM-126RCBAWIM-126RCB

※各リモコン1個付属

26. 亀倉精機26. 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

27. 亀倉精機27. 亀倉精機
コードレスポートパンチャー RW-B1Aコードレスポートパンチャー RW-B1A
コードNo. 321261 標準価格¥238,000

¥１7２,０００特
価

●セミバリアフリー設計で狭い所での作業が可能
●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
●ダイ安全ロック機構でダイの緩み解消

・本体質量：7.2kg(バッテリー含む)
・フレーム奥行：軸芯～25mm
・穴あけ時間：約3.5秒
・出力：130kN
・駆動方式：電動油圧式複動オートリターン
・本体寸法：H260×W103×D340mm
・最大穴あけ能力：φ15mm

・本体質量：7.2kg(バッテリー含む)
・フレーム奥行：軸芯～25mm
・穴あけ時間：約3.5秒
・出力：130kN
・駆動方式：電動油圧式複動オートリターン
・本体寸法：H260×W103×D340mm
・最大穴あけ能力：φ15mm

替刃:E12、スタンド、M5レンチ、
棒レンチグリップ、収納ケース、
バッテリー、充電器

付属品

クラス最高の操 作性を追求したベストモデル！ New

19.ＩＫＫ19.ＩＫＫ
コードレスツライチカッター　ＤＦＣ－２５３６ＢＬＨコードレスツライチカッター　ＤＦＣ－２５３６ＢＬＨ
コードNo. 328292 標準価格¥215,000

３６Ｖのツライチカッター！
差し筋やアンカーボルトをツラで切断。
全ねじボルトの切断時には、
バリ取り不要で
ナットが挿入できます。

差し筋やアンカーボルトをツラで切断。
全ねじボルトの切断時には、
バリ取り不要で
ナットが挿入できます。

・切断可能径：10～25㎜
・本体寸法：L450×W128×H142㎜　・質量：3.9kg
・付属品：工具セット、保護メガネ、サイドハンドル、
　充電器、バッテリー、専用樹脂ケース、チップソー

¥１６８,０００特
価

３６Ｖ
マルチボルト
バッテリー使用
マルチボルト
バッテリー使用
マルチボルト
バッテリー使用

36V

25.育良精機25.育良精機
コードレスパンチャー　ＩＳＫ－ＢＰ２０ＬＦコードレスパンチャー　ＩＳＫ－ＢＰ２０ＬＦ
コードNo. 327625 標準価格¥430,000

圧倒的なハイパワー！
現場の状況に合わせてヘッド角を調整。
障害物を回避して穴あけ可能！
現場の状況に合わせてヘッド角を調整。
障害物を回避して穴あけ可能！

マルチボルトバッテリー使用
最大穴あけ能力
SS400相当　φ20　t=9㎜
SUS304相当　φ20　t=6㎜
●フトコロ50㎜
●軽量12.8kg
　(バッテリーパック含む)
●ハイブリッド完全複動
●「クイックガイド」付
　新型ストッププレート採用。
　簡単・スピーディな
　位置合わせを実現。

¥２８０,０００特
価

※送料別途
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コーナーレンチアルミ スリムワイドコーナーレンチアルミ スリムワイド
73. MCC73. MCC

軽量・薄型・ワイドな口開き！

￥5,950特
価

CWTDA250
コードNo. 232924

標準価格￥9,920

・口開き：13~41mm
・重量：0.35kg

￥7,100特
価

CWTDA300
コードNo. 220554

標準価格￥11,860

・口開き：16~48mm
・重量：0.48kg

￥7,880特
価

CWTDA350
コードNo. 223376

標準価格￥13,140

・口開き：21~60mm
・重量：0.58kg

￥11,900特
価

CWTDA450
コードNo. 321976

標準価格￥19,830

・口開き：33~70mm
・重量：1.11kg

品番 寸法(mm)

CWTDA250 254 102 13
CWTDA300 305 112 13
CWTDA350 353 130 13
CWTDA450 460 149 18

A B C

A

B

C

●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）

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！

72. スーパーツール

標準価格¥5,000標準価格¥5,000

,000
・色：黒/金
・全長：214mm
・最大口開き：38.5mm
・質量：316g

74. フジ矢74. フジ矢
パワーモンキープライヤ FLM-45-BGパワーモンキープライヤ FLM-45-BG
コードNo. 328895コードNo. 328895 標準価格￥9,000標準価格￥9,000

75. フジ矢75. フジ矢

New

・全長263mm
・重量522g
・最大開口45mm

掴めるモンキー！ New

特
価¥5,400

77. エンジニア77. エンジニア
ネジザウルスＷＰ　ＰＺ－６３
コードNo. 320941 標準価格¥3,600

水廻りの救世主！

ザルボ（持ち出しソケット）
回しに！（呼び13用）

●最大パイプ径φ41mmまで
●質量：410g

止水栓に！

小ネジ掴みに！
ケレップ取り外しに！
（呼び13用）

¥2,980特
価

257㎜257㎜

65㎜65㎜

76.ロブテックス76.ロブテックス
ハイブリッドモンキレンチXハイブリッドモンキレンチX

ガタゼロ＆すき間ゼロガタゼロ＆すき間ゼログリップを握った時に掴み面が平行に動いて挟み
込む構造なので、掴む際の微調整が不要です。
また、モンキーレンチのように開き幅を
変える事なく連続してナット回しが可能です。

グリップを握った時に掴み面が平行に動いて挟み
込む構造なので、掴む際の微調整が不要です。
また、モンキーレンチのように開き幅を
変える事なく連続してナット回しが可能です。

本締めに迫るプロ仕様！

￥３,２８０特
価

ＵＭ３０ＸＧＢ
コードNo. 327824
標準価格￥4,260

全長：200㎜　口開き：8～30㎜　質量：170g

￥３,５８０特
価

ＵＭ３６ＸＧＢ
コードNo. 327825
標準価格￥4,670

全長：250㎜　口開き：8～36㎜　質量：300g

82.ラソニック82.ラソニック

￥１１,０００特
価

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

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

85. ＩＮＡＢＡ85. ＩＮＡＢＡ

￥7,5００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。

トイレビュー・モニタ付属タイプ VSP-Sトイレビュー・モニタ付属タイプ VSP-S
コードNo. 330030コードNo. 330030 標準価格￥198,000標準価格￥198,000

特
価

67. カンツール67. カンツール

和・洋便器のトラップ
を楽々通過！

￥158,０００

Newコンパクトな管内カメラ！

Gラインスコープ GLS-2810Gラインスコープ GLS-2810
コードNo. 318436コードNo. 318436 標準価格￥160,000標準価格￥160,000

￥128,０００特
価

・寸法：W490×D450×H60mm
・重量：2.2kg

66. R E X66. R E X

　

●録画機能を搭載し静止画、動画の保存が可能。
●リチウムイオンポリマー電池を内蔵。2時間充電で約
　4時間の使用可能。

10m10m
ケーブル長

φ30~110φ30~110
適応パイプ径

IP68IP68
カメラヘッド

150.8°150.8°
レンズ画角

69.リジッド69.リジッド
フレックスシャフトフレックスシャフト
チェーンノッカーが管内の汚れをキレイに除去！
●先端のチェーンノッカーが広がり、管内の堆積物をきれいに除去します。
●管内検査カメラを管内に挿入したまま清掃作業を行うことができます。
●電動ドライバを本体中央のドリルアタッチメント(8㎜)に接続し、回転させて使用します。

●先端のチェーンノッカーが広がり、管内の堆積物をきれいに除去します。
●管内検査カメラを管内に挿入したまま清掃作業を行うことができます。
●電動ドライバを本体中央のドリルアタッチメント(8㎜)に接続し、回転させて使用します。

※電動ドリル別売

・ケーブル径：φ8㎜　・寸法：536×274×615㎜
・適用管径：50～100㎜　・ケーブル長：21.3m
・質量：17.3kg

￥２２４,０００特
価

Ｋ－９－２０４（＃６４２７８）

コードNo. 327848コードNo. 327848
標準価格 ￥280,000標準価格 ￥280,000

・ケーブル径：φ6㎜　・寸法：488×191×562㎜
・適用管径：32～50㎜　・ケーブル長：15.2m
・質量：11.0kg

￥１４８,８００特
価

Ｋ－９－１０２（＃６４２６８）

コードNo. 327847コードNo. 327847
標準価格 ￥186,000標準価格 ￥186,000

68.キヨーワ68.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！

,０００

234547 標準価格￥79,000

【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

70. ＭＣＣ 71. ＭＣＣ71. 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

●便利な目盛付き

配管作業時のパイプ固定に！

チェーンバイススタンド6 ST061チェーンバイススタンド6 ST061
コードNo. 329203コードNo. 329203 標準価格￥39,000標準価格￥39,000

￥30,800特
価

78. アサダ78. アサダ

●天井突張りボルトに1"パイプを取付け
バイスの固定が可能。

適合パイプサイズ
1/8"～6"

適応配管：鋼管

・設置寸法
810×1,180×1,120mm
・質量：19kg

３角度から
アプローチ可能！

86.モクバ

,500

標準価格￥8,430
（D24）　10～13㎜

・重量：1350g

１度に大きく
曲げられる！

740㎜740㎜

標準価格￥240,000標準価格￥240,000

,000

65. アサダ65. アサダ

ヘッド外径：φ28mm
ケーブル長：20m
適応管径
φ40mm～100mm

デジタルズーム2倍

広角度カメラ
対角：150°
高解像度640×480pixel

ケーブル長 φ13mm×1.4m
カメラヘッド φ25mm×55mm
重量 約0.7kg
照明

電源

白色LED4灯
専用バッテリー/AC100V
(充電8時間、使用5時間)

ジャバラ状のケーブルと、
小口径のカメラヘッドを
使用することで、トラップ
を楽々通過することが可能に。

ジャバラ状のケーブルと、
小口径のカメラヘッドを
使用することで、トラップ
を楽々通過することが可能に。

￥２１,５００特
価

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

ラチェット式水道用ステンレス鋼製フレキシブル管

【適合チューブ管外径】
1/2（13mm）・3/4（20mm）

１台で２サイズの
フレキ管に対応！

83. スーパーツール

優れた作業性・耐久性！

84. 84. 因幡電工

￥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

91.トンボ工業91.トンボ工業

￥２,３００特
価

￥２,２００特
価

92.トンボ工業92.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！

￥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

93.トンボ工業93.トンボ工業
シルバーショベルシルバーショベル

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！

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！

94．浅香工業

￥３,９８０特
価

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

95. 浅香工業

970970

929929

96. 浅香工業96. 浅香工業
パンチャーショベル角A柄パンチャーショベル角A柄
コードNo. 324652 標準価格 オープン

すくい作業に最適！

¥３,４８０特
価

・質量：約1.6kg

●頭部の穴あき加工により、
　土離れ、雪離れが良好です。

●同サイズの鉄製角ショベルに
　比べ、約400gほど軽量です。

●土木・舗装・水産・除雪作業
　などに。

255255

97. パオック97. パオック
－20RP－20RP

標準価格¥16,750

・定格電圧：AC100V
・消費電力：弱500W/強1100W

¥８,38０

20L
●水も吸える乾湿両用の
　業務用集塵機です。
●大型キャスタ採用で
　取り回しが簡単です。
●電源コード7mで電源プラグの
　差し替え要らず。
●軽くてサビない
　プラスチックタンクです。
●ノズルやパイプをコンパクトに
　まとめて収納できます。

●水も吸える乾湿両用の
　業務用集塵機です。
●大型キャスタ採用で
　取り回しが簡単です。
●電源コード7mで電源プラグの
　差し替え要らず。
●軽くてサビない
　プラスチックタンクです。
●ノズルやパイプをコンパクトに
　まとめて収納できます。

特
価

98.リョービ98.リョービ
乾湿両用ポータブル集じん機ＶＣ－５１乾湿両用ポータブル集じん機ＶＣ－５１
コードNo. 309273コードNo. 309273 標準価格￥14,600標準価格￥14,600

￥１０,８００

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

隙間ノズル
肩掛けバンド
キャスター付

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

乾燥

集塵容量集塵容量

５Ｌ
液体５Ｌ

乾燥

集塵容量集塵容量
２７Ｌ

液体１４Ｌ

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

￥２７,８００特
価

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

・本体質量：7.7kg
・寸法：L420×W420×H525mm

99.ケルヒャー99.ケルヒャー

乾湿両用 コードNo. 308216 標準価格￥28,600

￥２１,０００特
価

乾湿両用

乾燥

集塵容量集塵容量

１０Ｌ
液体８Ｌ
フィルター掃除スイッチで簡単に
目詰まりを解消！強い吸引力が持続！

可搬性に優れた軽量６ｋｇ
コンパクトボディ！乾湿両用！

マルチクリーナＰＲＯ ＧＡＳ１０

ホースを背面につなげば

ブロワ
１台２役！

使える
としても

100.ボッシュ
高圧洗浄機  AJP-4170VGQ高圧洗浄機  AJP-4170VGQ
コードNo. 319232コードNo. 319232 標準価格￥70,000標準価格￥70,000
業務用高圧ホース付属！

￥39,800特
価

101. リョービ101. リョービ

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

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

●既存モデルに比べ
約2倍の条軟性と約4倍の
耐摩耗性のある
業務用高圧ホース。
●電子制御方式による
吐出圧力調節。
●自吸機能付きで溜め水が
利用でき経済的。

318318 304304

840840

102.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！

￥６９,０００特
価

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

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

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

パイプに傷をつけずに
挿入できます！

79.ヒット79.ヒット

80.ライト精機80.ライト精機

￥６,３８０特
価

￥１５,５００特
価

￥４０,０００特
価

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

81. 土牛産業

43mm43mm

87.ミトロイ87.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

１７mmソケット部に装着可能！

¥1,980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。

88.ミトロイ88.ミトロイ

￥２,３８０特
価

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

切り欠き部は6面カットを施し19.5㎜と更に細い！

レースウェイ・
ハンガーに
楽々挿入！

高さ１５㎜から
高さ７５㎜迄対応

レースウェイロングソケットER－3LレースウェイロングソケットER－3L

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！

89.ベッセル89.ベッセル 90. ＫＴＣ90. 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
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

●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。

2

充電式圧着工具
30.マクセルイズミ30.マクセルイズミ

予備バッテリー 
（BP－2120）
×１個サービス　

特
典 ￥２４５,０００特

価

￥２３５,０００特
価

２１．６Ｖ ２．０Ａｈ２１．６Ｖ ２．０Ａｈ
●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！

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

シルバーフィッシャーシルバーフィッシャー
43. ジェフコム43. ジェフコム

最高の性能・品質のケーブルフィッシャー！

引っ掛けやすい先端金具

割れない尻金

スリムで握りやすい！

￥45,5００特
価

収納時長さ:53cm　質量：1.1kg
DVF-10000(10mタイプ )
コードNo. 328051コードNo. 328051
標準価格 ￥70,000標準価格 ￥70,000

￥16,9００特
価

収納時長さ:37cm　質量：300g
DVF-5000(5mタイプ )
コードNo. 320308コードNo. 320308
標準価格 ￥26,000標準価格 ￥26,000

標準価格￥12,300標準価格￥12,300標準価格￥14,900標準価格￥14,900

●内径(φ120)が小
　さいので、同軸ケーブル、
　IV線など細い線も収納
　できます。
●ブレーキ付
　(強弱調整可能)　
●立てて収納できます。

●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㎟

51. ジェフコム

特
価￥9,700

DRC-325K
ラチェットケーブルカッター
コードNo. 317466 標準価格￥14,900

立てて運搬・倒して繰り出し！

New

まっすぐに切り進む
ストレートタイプ！

倍力WカッターI型　02880倍力WカッターI型　02880
コードNo. 329406コードNo. 329406 標準価格￥8,000標準価格￥8,000

￥5,600特
価

・ 逆刃でMバー、Cバーの
  リブも切断可能。
・ 全長：約250mm　
・質量：約320g

56. 土牛産業56. 土牛産業

ステン板・野縁受け・野縁の切断に！

モンキ形トルクレンチモンキ形トルクレンチ
64. トップ工業64. トップ工業

調整可能なプリセット形！
●握りやすく、表示が見やすい樹脂グリップタイプ！
●ヘッド反転式、振り幅スペース30°！

特
価

収納時長さ:41cm　質量：565g

￥27,4００

DVF-8000(8mタイプ )
コードNo. 320311コードNo. 320311
標準価格 ￥42,000標準価格 ￥42,000

￥１３４,０００特
価 ￥１６０,０００特

価

32.マクセルイズミ
充電式ケーブルカッタ

【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

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

41.ジェフコム41.ジェフコム

¥16,250特
価

コードNo. 330448 標準価格¥25,000
ケーブルリール HCR-4000B

ガイドパンチ横切り刃物ガイドパンチ横切り刃物
59. 西田製作所59. 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！

オートリバース搭載！

31.マクセルイズミ31.マクセルイズミ

￥２４８,０００特
価

Ｓ７Ｇ－Ｍ２００Ｍ
コードNo. 326605
標準価格￥355,000

圧着用オス・メスダイス、バッテリ、充電器、ケース付

￥２５８,０００特
価

Ｓ７Ｇ－Ｍ２５０Ｍ
コードNo. 326606
標準価格￥367,000

圧着用オス・メスダイス、バッテリ、充電器、ケース付

充電式圧着工具充電式圧着工具
ｍａｋｉｔａ１８Ｖバッテリ仕様！ ●わずらわしい戻し操作を不要に。

　途中停止が可能なオートリターン。
●REC-Li200M/Li250M用
　アタッチメントが使用可能。

●わずらわしい戻し操作を不要に。
　途中停止が可能なオートリターン。
●REC-Li200M/Li250M用
　アタッチメントが使用可能。

※S7G-M250M※S7G-M250M

S7G-M200M
適用
公称出力
圧着範囲

寸法（電池・ダイス含）
重量（電池・ダイス含）

マルチ
112kN

14～200mm2

346×317×82mm
4.4kg

S7G-M250M
マルチ
127kN

14～250mm2

346×328×82mm
4.7kg

※S7-K50M ※S7-K50YM

33.マクセルイズミ33.マクセルイズミ
充電式ケーブルカッター充電式ケーブルカッター

●単芯500㎟ケーブル切断
●切断完了時のオートリバース機能搭載
●バッテリパック×1、充電器、ケース付

●単芯500㎟ケーブル切断
●切断完了時のオートリバース機能搭載
●バッテリパック×1、充電器、ケース付

マキタ１８Ｖバッテリー使用タイプ！

￥１３８,０００特
価

Ｓ７－Ｋ５０Ｍ
コードNo. 326609
標準価格 ￥202,000
寸法：H363×W144×D116㎜
質量：2.9kg

￥１６３,０００特
価

Ｓ７－Ｋ５０ＹＭ
コードNo. 326610
標準価格 ￥239,000
寸法：H430×W196×D116㎜
質量：3.6kg

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。

36.モクバ36.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！

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

34. カクタス 35.モクバ35.モクバ
スマートパンチャー１０（Ｄ１２０）スマートパンチャー１０（Ｄ１２０）
コードNo. 327608 標準価格 オープン

ＳＵＳ/鉄　一発穴あけ！

・全長：680㎜　・質量：5kg　・φ10㎜ダイス付

¥３９,８００特
価

●一つのダイス(刃)で、
ステンレス・鉄両方
の穴あけが可能。
●抜きカスが散らばら
ずにまとめて捨てる
ことができます。

38. 西田製作所38. 西田製作所

￥４００,０００特
価

コードNo. 321399
標準価格￥680,000

ＮＣ－ＣＶ３２５－６

●単芯325㎟まで1回分別。
●ねじれたVVF-2芯
　(φ1.6 φ2.0)
　被覆ごと1回分別。
●簡単に刃物交換ができます。

・寸法：H620×L410×W245㎜
・質量：約51kg
・電源：AC100V(50/60Hz)

ストリッピングマシンストリッピングマシン

業界初！空冷ファン搭載！

￥３８８,０００特
価

●単芯200㎟まで1回分別。
●ねじれたVVF-2芯
　(φ1.6 φ2.0)
　被覆ごと1回分別。
●簡単に刃物交換ができます。

・寸法：H620×L410×W245㎜
・質量：約51kg
・電源：AC100V(50/60Hz)

ＮＣ－ＣＶ２００－２

コードNo. 321398
標準価格￥580,000

・収納最大荷重：
　0.15kN(15kgf)
・サイズ：
　W470×D420×H210mm
・質量：4.7kg

・収納最大荷重：
　0.15kN(15kgf)
・サイズ：
　W470×D420×H210mm
・質量：4.7kg

ブレーキ付 束巻収納可

42.ジェフコム42.ジェフコム
ＣＭＳ－ＷＣ１　探査カメラ・みるサーチミニＣＭＳ－ＷＣ１　探査カメラ・みるサーチミニ
コードNo. 325835 標準価格¥29,800

スマホで見る！ワイヤレスカメラ！

¥１９,４００特
価

ＬＥＤ
ライト付

ＩＰ６４

ＵＳＢ
充電式

●ジェフコム製アルミポール、ケーブ
ル牽引具等(別売)と組み合わせて
使用できます。

●録画、静止画の撮影、確認もスマホ
で操作。
●落下物拾得や引き寄せ作業もOK。

●ジェフコム製アルミポール、ケーブ
ル牽引具等(別売)と組み合わせて
使用できます。

●録画、静止画の撮影、確認もスマホ
で操作。
●落下物拾得や引き寄せ作業もOK。

特
価￥６，９８０

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）

50.ベッセル

￥４,３８０特
価

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

49.ロブテックス 54. メリー54. メリー

特
価￥９,９８０

コードNo. 315923コードNo. 315923 標準価格￥16,640標準価格￥16,640
エンビパイプカッター　ＰＩＰ６３

コンパクト設計で握りやすい！

・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

＜セット内容＞
圧着工具・VVFストリッパー・
ウォーターポンププライヤー・ペンチ・
電工ナイフ・⊕ドライバー・⊖ドライバー・コンベックス・収納袋

技能試験はこのセットで万全！
電気工事士技能試験セット電気工事士技能試験セット

48. ツノダ 48. ツノダ 

＜セット内容＞
圧着工具・ウォーターポンププライヤー・
ペンチ・電工ナイフ・⊕ドライバー・
⊖ドライバー・コンベックス・収納袋

￥8,000特
価

コードNo. 330351コードNo. 330351
TS-E02(8 点セット)TS-E02(8 点セット)

￥9,680特
価

コードNo. 330350コードNo. 330350
TS-E01(9 点セット)TS-E01(9 点セット)

・

45. 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！

ネジラー ＺＡ１８５
コードNo. 314682 標準価格￥5,220
つぶれたネジ、錆びたネジの取り外し、締付に！

・全長：195mm    ・質量：280g
・適応ネジサイズ：先端部M2～M6（ネジ頭径10mm以下）
                         本体部M5～M8（ネジ頭径14mm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

偏心テコ原理で取り外しがラクに！
頭部に２２°の角度がつけてあります。

￥３,１８０特
価

46. メリー46. メリー 47. メリー47. メリー

￥4,100特
価

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

袴部で寸切りボルト
３分（Ｗ３／８）
のネジ山修正付！

刃先はダイヤモンド
ホイールで研磨、
ＶＶＦ（ＶＡ線）や
平線も楽々切断！

先端部で潰れたネジ・錆びついた
ネジ・ナットＭ１４までをがっちり掴む！
【切断能力】 鉄線：φ３．２㎜まで

銅線：φ４．０㎜まで

機能充実！
New

質量(g)
270
300

軽く切断できる
偏芯機構タイプ！

偏芯電工ニッパ偏芯電工ニッパ
44. ビクタープラス44. ビクタープラス

鉄線 銅線
φ2.0×3芯
φ2.0×3芯

VVF線
ZD80-175
ZD80-200

φ3.0
φ4.0

φ4.0
φ5.0

品番

￥５,９２０特
価

￥５,６００特
価

ＺＤ８０－２００
コードNo. 328870

標準価格  ￥7,400

ＺＤ８０－１７５
コードNo. 328868

標準価格  ￥7,000

VVF線から軟鉄線まで
切断可能な薄刃仕様！

※使用例

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！

￥２,98０特
価

61. スターエム61. スターエム

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

活線ケーブルの誤切断防止に！

55. 三和電気計器55. 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

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！

62. 新亀製作所62. 新亀製作所 63. 新亀製作所63. 新亀製作所

￥23,480特
価

・トルク調整範囲：2～6N・m
・口開き寸法：0～20mm

HY-6NTG

コードNo. 325496コードNo. 325496
標準価格 ￥31,300標準価格 ￥31,300

￥23,780特
価

・トルク調整範囲：5～25N・m
・口開き寸法：0～20mm

HY-25NTG

コードNo. 325497コードNo. 325497
標準価格 ￥31,700標準価格 ￥31,700

￥30,300特
価

・トルク調整範囲：40～200N・m
・口開き寸法：17～38mm

HY-200NTG

コードNo. 325502コードNo. 325502
標準価格 ￥40,400標準価格 ￥40,400

￥26,400特
価

・トルク調整範囲：20～100N・m
・口開き寸法：10～30mm

HY-100NTG

コードNo. 325501コードNo. 325501
標準価格 ￥35,200標準価格 ￥35,200

￥24,150特
価

・トルク調整範囲：10～50N・m
・口開き寸法：10～26mm

HY-50NTG

コードNo. 325498コードNo. 325498
標準価格 ￥32,200標準価格 ￥32,200

持ち運びに便利なケース付き

収納可能電線
VVF(VA線)：1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C 
VCTF：2×2㎟(100m) 同軸ケーブル：S-5C-FB(100m)
 (電線メーカーにより適応しない　場合もあります)

●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

噛み込みにくい高精度！

ドリルチャック JB-13ドリルチャック JB-13
コードNo. 225085コードNo. 225085 標準価格￥3,950標準価格￥3,950

圧入方式により耐久性ＵＰ！

￥2,88０特
価

六角軸
6.35mm

13mm13mm
最大チャック口径

絶縁ビット絶縁ビット

AZM-2150(⊕2-150)AZM-2150(⊕2-150)
コードNo. 329421コードNo. 329421
標準価格￥1,500標準価格￥1,500 ￥950特

価

AZM-2100(⊕2-100)AZM-2100(⊕2-100)
コードNo. 329419コードNo. 329419
標準価格￥1,300標準価格￥1,300 ￥830特

価

60. アネックス60. アネックス

通電しない六角軸ビット！

●耐電圧1000V
●絶縁耐電圧試験済
●電動ドライバー7.2V以下推奨
●狭い箇所に便利なスリム先端
●マグネット付

切れ味抜群！

塩ビカッタ(電設用) VCM-0348塩ビカッタ(電設用) VCM-0348
コードNo. 325678コードNo. 325678 標準価格￥8,990標準価格￥8,990

￥5,4００特
価

・切断能力：外径φ48mmまで
・寸法：L228×W101×t28.5mm
・質量：425g(アタッチメント含)

53. MCC53. MCC

●塩ビ管・ポリエチレン管に加え、付属のアタッチ
　メントで電線モールの90°切断・45°切断も可能。
●アタッチメントの装着はワンタッチでOK。

狭い場所への
ビス締めに！

曲げ角度９０度
まで曲がる！

１８Ｖ
インパクト
対応

全
長
３
０
０
ｍ
ｍ

New

標準価格￥11,000標準価格￥11,000

特
価

ラチェット機構により片手で簡単、
きれいに切断可能！

プリカチューブが軽く、きれいに切れる！

プリカカッター　ＭＰＬ－３５プリカカッター　ＭＰＬ－３５
コードNo. 330609コードNo. 330609

¥6,600

52. マーベル52. マーベル

プリカチューブプリカチューブ 3030 ~φ35mm~φ35mm
防水プリカチューブ防水プリカチューブ 3030 ~φ37mm~φ37mm

呼び径呼び径呼び径 外径外径外径
適応管適応管適応管

切断可能サイズ

切断能力

※プリカチューブ
(金属製可とう電線管)
専用工具

※プリカチューブ
(金属製可とう電線管)
専用工具

37．育良精機37．育良精機
ケーブルマスター
ＩＳＫ－ＤＫ３２５ＣＶ

コードNo. 311378
標準価格￥650,000

ローラーガイド採用で
送りがスムーズに！

￥４５５，０００特
価

ねじれた電線もＯＫ！

単芯・２芯・３芯
φ１．６・φ２．０・φ２．６も
１回で分離！

単芯・２芯・３芯
φ１．６・φ２．０・φ２．６も
１回で分離！

切り込みを広げて
被覆を剥けやすくする
切り開き装置！

切り込みを広げて
被覆を剥けやすくする
切り開き装置！

安全ガード付

高圧ケーブル対応

ベアリング内蔵で素早く持ち上がる！

ケーブルジャッキ ISK-FJ3000Bケーブルジャッキ ISK-FJ3000B
コードNo. 328468コードNo. 328468 標準価格￥120,000標準価格￥120,000

特
価

40. 育良精機40. 育良精機

※シャフトはISG-3000
　用シャフトを推奨

・揚力：29.4kN
・揚程：300mm
・質量：1脚16kg
・2脚セットです。

シャフトの飛び出しを防ぐ「飛び出しガード」、
ドラムの横ズレによる本体への接触を防ぐ
「ドラム押えローラー」で安心作業。

¥78,000

57.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

58.アルス58.アルス

￥１,５００特
価

工具鋏多用途コンパクト ＫＧ－ＱＴ１４工具鋏多用途コンパクト ＫＧ－ＱＴ１４
コードNo. 324318コードNo. 324318 標準価格 オープン標準価格 オープン

コンパクトで
扱いやすい！

・堅樋
・クッションフロア
・スリットチューブ
・結束バンド
・より線（AWG16）

工事軽作業

・アルミ板
・ゴム板
・革
・プラスチック

ＤＩＹ・工作

全長
175mm

刃長
40mm

逃がしにくい
ギザ刃加工

39. グッドマン

￥123,800特
価

コードNo. 314113 標準価格￥170,000
パワートレーサー　ＰＴＲ６００ＲＣ

大容量！リチウム充電池搭載の
充電式で作動時間大幅アップ！

●多数のケーブルから目的線のみ瞬時に探索できます！
●事故点検出もできます！
●隠れた配線路の探索も！
●無電圧線（0V）から600V ACまでの活線に対応！

ケーブル探索機
の決定版！
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コーナーレンチアルミ スリムワイドコーナーレンチアルミ スリムワイド
73. MCC73. MCC

軽量・薄型・ワイドな口開き！

￥5,950特
価

CWTDA250
コードNo. 232924

標準価格￥9,920

・口開き：13~41mm
・重量：0.35kg

￥7,100特
価

CWTDA300
コードNo. 220554

標準価格￥11,860

・口開き：16~48mm
・重量：0.48kg

￥7,880特
価

CWTDA350
コードNo. 223376

標準価格￥13,140

・口開き：21~60mm
・重量：0.58kg

￥11,900特
価

CWTDA450
コードNo. 321976

標準価格￥19,830

・口開き：33~70mm
・重量：1.11kg

品番 寸法(mm)

CWTDA250 254 102 13
CWTDA300 305 112 13
CWTDA350 353 130 13
CWTDA450 460 149 18

A B C

A

B

C

●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）

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！

72. スーパーツール

ナットもパイプも１本で２役！

パイレンモンキー FLP-38-BGパイレンモンキー FLP-38-BG
コードNo. 328892コードNo. 328892 標準価格¥5,000標準価格¥5,000

アゴ部分をつけ替えて
パイプレンチに変身！

¥3,000特
価

・色：黒/金
・全長：214mm
・最大口開き：38.5mm
・質量：316g

74. フジ矢74. フジ矢
パワーモンキープライヤ FLM-45-BGパワーモンキープライヤ FLM-45-BG
コードNo. 328895コードNo. 328895 標準価格￥9,000標準価格￥9,000

75. フジ矢75. フジ矢

New

・全長263mm
・重量522g
・最大開口45mm

掴めるモンキー！ New

特
価¥5,400

77. エンジニア77. エンジニア
ネジザウルスＷＰ　ＰＺ－６３
コードNo. 320941 標準価格¥3,600

水廻りの救世主！

ザルボ（持ち出しソケット）
回しに！（呼び13用）

●最大パイプ径φ41mmまで
●質量：410g

止水栓に！

小ネジ掴みに！
ケレップ取り外しに！
（呼び13用）

¥2,980特
価

257㎜257㎜

65㎜65㎜

76.ロブテックス76.ロブテックス
ハイブリッドモンキレンチXハイブリッドモンキレンチX

ガタゼロ＆すき間ゼロガタゼロ＆すき間ゼログリップを握った時に掴み面が平行に動いて挟み
込む構造なので、掴む際の微調整が不要です。
また、モンキーレンチのように開き幅を
変える事なく連続してナット回しが可能です。

グリップを握った時に掴み面が平行に動いて挟み
込む構造なので、掴む際の微調整が不要です。
また、モンキーレンチのように開き幅を
変える事なく連続してナット回しが可能です。

本締めに迫るプロ仕様！

￥３,２８０特
価

ＵＭ３０ＸＧＢ
コードNo. 327824
標準価格￥4,260

全長：200㎜　口開き：8～30㎜　質量：170g

￥３,５８０特
価

ＵＭ３６ＸＧＢ
コードNo. 327825
標準価格￥4,670

全長：250㎜　口開き：8～36㎜　質量：300g

82.ラソニック82.ラソニック

￥１１,０００特
価

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

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

85. 85. 因幡電工

￥7,5００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。

トイレビュー・モニタ付属タイプ VSP-Sトイレビュー・モニタ付属タイプ VSP-S
コードNo. 330030コードNo. 330030 標準価格￥198,000標準価格￥198,000

特
価

67. カンツール67. カンツール

和・洋便器のトラップ
を楽々通過！

￥158,０００

Newコンパクトな管内カメラ！

Gラインスコープ GLS-2810Gラインスコープ GLS-2810
コードNo. 318436コードNo. 318436 標準価格￥160,000標準価格￥160,000

￥128,０００特
価

・寸法：W490×D450×H60mm
・重量：2.2kg

66. R E X66. R E X

　

●録画機能を搭載し静止画、動画の保存が可能。
●リチウムイオンポリマー電池を内蔵。2時間充電で約
　4時間の使用可能。

10m10m
ケーブル長

φ30~110φ30~110
適応パイプ径

IP68IP68
カメラヘッド

150.8°150.8°
レンズ画角

69.リジッド69.リジッド
フレックスシャフトフレックスシャフト
チェーンノッカーが管内の汚れをキレイに除去！
●先端のチェーンノッカーが広がり、管内の堆積物をきれいに除去します。
●管内検査カメラを管内に挿入したまま清掃作業を行うことができます。
●電動ドライバを本体中央のドリルアタッチメント(8㎜)に接続し、回転させて使用します。

●先端のチェーンノッカーが広がり、管内の堆積物をきれいに除去します。
●管内検査カメラを管内に挿入したまま清掃作業を行うことができます。
●電動ドライバを本体中央のドリルアタッチメント(8㎜)に接続し、回転させて使用します。

※電動ドリル別売

・ケーブル径：φ8㎜　・寸法：536×274×615㎜
・適用管径：50～100㎜　・ケーブル長：21.3m
・質量：17.3kg

￥２２４,０００特
価

Ｋ－９－２０４（＃６４２７８）

コードNo. 327848コードNo. 327848
標準価格 ￥280,000標準価格 ￥280,000

・ケーブル径：φ6㎜　・寸法：488×191×562㎜
・適用管径：32～50㎜　・ケーブル長：15.2m
・質量：11.0kg

￥１４８,８００特
価

Ｋ－９－１０２（＃６４２６８）

コードNo. 327847コードNo. 327847
標準価格 ￥186,000標準価格 ￥186,000

68.キヨーワ68.キヨーワ

特
価￥４１,４００

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

特
価￥５８,０００

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

70. ＭＣＣ 71. ＭＣＣ71. 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

●便利な目盛付き

配管作業時のパイプ固定に！

チェーンバイススタンド6 ST061チェーンバイススタンド6 ST061
コードNo. 329203コードNo. 329203 標準価格￥39,000標準価格￥39,000

￥30,800特
価

78. アサダ78. アサダ

●天井突張りボルトに1"パイプを取付け
バイスの固定が可能。

適合パイプサイズ
1/8"～6"

適応配管：鋼管

・設置寸法
810×1,180×1,120mm
・質量：19kg

３角度から
アプローチ可能！

86.モクバ

￥5,500特
価

コードNo. 319346 標準価格￥8,430
デルタハンドル（D24）　10～13㎜

・重量：1350g

鉄筋曲げの
作業性ＵＰ！

１度に大きく
曲げられる！

740㎜740㎜

あらゆる配管検査に！

クリアスコープ2820 TH2820クリアスコープ2820 TH2820
コードNo. 328552コードNo. 328552 標準価格￥240,000標準価格￥240,000

￥188,000特
価

65. アサダ65. アサダ

・電源：リチウム・ポリマーバッテリ/ACアダプタ・電源：リチウム・ポリマーバッテリ/ACアダプタ

●詰まり箇所の特定が
しやすい距離カウンター機能。
●断線しても修理可能
（断線した部分にカメラを取付可能）

ヘッド外径：φ28mm
ケーブル長：20m
適応管径
φ40mm～100mm

デジタルズーム2倍

広角度カメラ
対角：150°
高解像度640×480pixel

ケーブル長 φ13mm×1.4m
カメラヘッド φ25mm×55mm
重量 約0.7kg
照明

電源

白色LED4灯
専用バッテリー/AC100V
(充電8時間、使用5時間)

ジャバラ状のケーブルと、
小口径のカメラヘッドを
使用することで、トラップ
を楽々通過することが可能に。

ジャバラ状のケーブルと、
小口径のカメラヘッドを
使用することで、トラップ
を楽々通過することが可能に。

￥２１,５００特
価

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

ラチェット式水道用ステンレス鋼製フレキシブル管

【適合チューブ管外径】
1/2（13mm）・3/4（20mm）

１台で２サイズの
フレキ管に対応！

83. スーパーツール

優れた作業性・耐久性！

84. 84. 因幡電工

￥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

標準価格 オープン

標準価格 オープン

91.トンボ工業91.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

92.トンボ工業92.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！

￥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

93.トンボ工業93.トンボ工業
シルバーショベルシルバーショベル

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！

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！

94．浅香工業

￥３,９８０特
価

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

95. 浅香工業

970970

929929

96. 浅香工業96. 浅香工業
パンチャーショベル角A柄パンチャーショベル角A柄
コードNo. 324652 標準価格 オープン

すくい作業に最適！

¥３,４８０特
価

・質量：約1.6kg

●頭部の穴あき加工により、
　土離れ、雪離れが良好です。

●同サイズの鉄製角ショベルに
　比べ、約400gほど軽量です。

●土木・舗装・水産・除雪作業
　などに。

255255

97. パオック97. パオック
バキュームクリーナ　VCP－20RPバキュームクリーナ　VCP－20RP
コードNo. 321192 標準価格¥16,750

乾湿両用型バキューム＆ブロワ！

・定格電圧：AC100V
・消費電力：弱500W/強1100W

¥８,38０特
価

20L
●水も吸える乾湿両用の
　業務用集塵機です。
●大型キャスタ採用で
　取り回しが簡単です。
●電源コード7mで電源プラグの
　差し替え要らず。
●軽くてサビない
　プラスチックタンクです。
●ノズルやパイプをコンパクトに
　まとめて収納できます。

●水も吸える乾湿両用の
　業務用集塵機です。
●大型キャスタ採用で
　取り回しが簡単です。
●電源コード7mで電源プラグの
　差し替え要らず。
●軽くてサビない
　プラスチックタンクです。
●ノズルやパイプをコンパクトに
　まとめて収納できます。

特
価

98.リョービ98.リョービ
乾湿両用ポータブル集じん機ＶＣ－５１乾湿両用ポータブル集じん機ＶＣ－５１
コードNo. 309273コードNo. 309273 標準価格￥14,600標準価格￥14,600

￥１０,８００

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

隙間ノズル
肩掛けバンド
キャスター付

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

乾燥

集塵容量集塵容量

５Ｌ
液体５Ｌ

乾燥

集塵容量集塵容量
２７Ｌ

液体１４Ｌ

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

￥２７,８００特
価

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

・本体質量：7.7kg
・寸法：L420×W420×H525mm

99.ケルヒャー99.ケルヒャー

乾湿両用 コードNo. 308216 標準価格￥28,600

￥２１,０００特
価

乾湿両用

乾燥

集塵容量集塵容量

１０Ｌ
液体８Ｌ
フィルター掃除スイッチで簡単に
目詰まりを解消！強い吸引力が持続！

可搬性に優れた軽量６ｋｇ
コンパクトボディ！乾湿両用！

マルチクリーナＰＲＯ ＧＡＳ１０

ホースを背面につなげば

ブロワ
１台２役！

使える
としても

100.ボッシュ
高圧洗浄機  AJP-4170VGQ高圧洗浄機  AJP-4170VGQ
コードNo. 319232コードNo. 319232 標準価格￥70,000標準価格￥70,000
業務用高圧ホース付属！

￥39,800特
価

101. リョービ101. リョービ

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

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

●既存モデルに比べ
約2倍の条軟性と約4倍の
耐摩耗性のある
業務用高圧ホース。
●電子制御方式による
吐出圧力調節。
●自吸機能付きで溜め水が
利用でき経済的。

318318 304304

840840

102.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！

￥６９,０００特
価

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

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

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

パイプに傷をつけずに
挿入できます！

79.ヒット79.ヒット

80.ライト精機80.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！

コードNo. 313641
標準価格￥10,560

パイプ専用タップハンドル

コードNo. 226142
標準価格￥25,850

パイプ用エキストラクター＆タップセット

※専用タップ
　ハンドルは別売

￥６,３８０特
価

￥１５,５００特
価

￥４０,０００特
価

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

81. 土牛産業

43mm43mm

87.ミトロイ87.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

１７mmソケット部に装着可能！

¥1,980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。

88.ミトロイ88.ミトロイ

￥２,３８０特
価

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

切り欠き部は6面カットを施し19.5㎜と更に細い！

レースウェイ・
ハンガーに
楽々挿入！

高さ１５㎜から
高さ７５㎜迄対応

レースウェイロングソケットER－3LレースウェイロングソケットER－3L

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！

89.ベッセル89.ベッセル 90. ＫＴＣ90. 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
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

●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。

2

充電式圧着工具
30.マクセルイズミ30.マクセルイズミ

予備バッテリー 
（BP－2120）
×１個サービス　

特
典 ￥２４５,０００特

価

￥２３５,０００特
価

２１．６Ｖ ２．０Ａｈ２１．６Ｖ ２．０Ａｈ
●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！

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

シルバーフィッシャーシルバーフィッシャー
43. ジェフコム43. ジェフコム

最高の性能・品質のケーブルフィッシャー！

引っ掛けやすい先端金具

割れない尻金

スリムで握りやすい！

￥45,特
価

収納時長さ:53cm　質量：1.1kg
コードNo. 328051コードNo. 328051
標準価格 ￥70,000標準価格 ￥70,000

￥16,特
価

収納時長さ:37cm　質量：300g
コードNo. 320308コードNo. 320308
標準価格 ￥26,000標準価格 ￥26,000

標準価格￥12,300標準価格￥12,300標準価格￥14,900標準価格￥14,900

●内径(φ120)が小
　さいので、同軸ケーブル、
　IV線など細い線も収納
　できます。
●ブレーキ付
　(強弱調整可能)　
●立てて収納できます。

●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㎟

51. ジェフコム

特
価￥9,700

DRC-325K
ラチェットケーブルカッター
コードNo. 317466 標準価格￥14,900

立てて運搬・倒して繰り出し！

New

まっすぐに切り進む
ストレートタイプ！

倍力WカッターI型　02880倍力WカッターI型　02880
コードNo. 329406コードNo. 329406 標準価格￥8,000標準価格￥8,000

￥5,600特
価

・ 逆刃でMバー、Cバーの
  リブも切断可能。
・ 全長：約250mm　
・質量：約320g

56. 土牛産業56. 土牛産業

ステン板・野縁受け・野縁の切断に！

モンキ形トルクレンチモンキ形トルクレンチ
64. トップ工業64. トップ工業

調整可能なプリセット形！
●握りやすく、表示が見やすい樹脂グリップタイプ！
●ヘッド反転式、振り幅スペース30°！

特
価

収納時長さ:41cm　質量：565g

￥27,
コードNo. 320311コードNo. 320311
標準価格 ￥42,000標準価格 ￥42,000

￥１３４,０００特
価 ￥１６０,０００特

価

32.マクセルイズミ
充電式ケーブルカッタ

【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

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

41.ジェフコム41.ジェフコム

¥16,250特
価

コードNo. 330448 標準価格¥25,000
ケーブルリール HCR-4000B

ガイドパンチ横切り刃物ガイドパンチ横切り刃物
59. 西田製作所59. 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,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）

最大板厚
（mm）
最大板厚
（mm）

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！

作まで、幅広くお役に立てます！

オートリバース搭載！

31.マクセルイズミ31.マクセルイズミ

￥２４８,０００特
価

Ｓ７Ｇ－Ｍ２００Ｍ
コードNo. 326605
標準価格￥355,000

圧着用オス・メスダイス、バッテリ、充電器、ケース付

￥２５８,０００特
価

Ｓ７Ｇ－Ｍ２５０Ｍ
コードNo. 326606
標準価格￥367,000

圧着用オス・メスダイス、バッテリ、充電器、ケース付

充電式圧着工具充電式圧着工具
ｍａｋｉｔａ１８Ｖバッテリ仕様！ ●わずらわしい戻し操作を不要に。

　途中停止が可能なオートリターン。
●REC-Li200M/Li250M用
　アタッチメントが使用可能。

●わずらわしい戻し操作を不要に。
　途中停止が可能なオートリターン。
●REC-Li200M/Li250M用
　アタッチメントが使用可能。

※S7G-M250M※S7G-M250M

S7G-M200M
適用
公称出力
圧着範囲

寸法（電池・ダイス含）
重量（電池・ダイス含）

マルチ
112kN

14～200mm2

346×317×82mm
4.4kg

S7G-M250M
マルチ
127kN

14～250mm2

346×328×82mm
4.7kg

※S7-K50M ※S7-K50YM

33.マクセルイズミ33.マクセルイズミ
充電式ケーブルカッター充電式ケーブルカッター

●単芯500㎟ケーブル切断
●切断完了時のオートリバース機能搭載
●バッテリパック×1、充電器、ケース付

●単芯500㎟ケーブル切断
●切断完了時のオートリバース機能搭載
●バッテリパック×1、充電器、ケース付

マキタ１８Ｖバッテリー使用タイプ！

￥１３８,特
価

Ｓ７－Ｋ５０Ｍ
コードNo. 326609
標準価格 ￥202,000
寸法：H363×W144×D116㎜
質量：2.9kg

￥１６３,特
価

Ｓ７－Ｋ５０ＹＭ
コードNo. 326610
標準価格 ￥239,000
寸法：H430×W196×D116㎜
質量：3.6kg

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。

36.モクバ36.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！

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

34. カクタス 35.モクバ35.モクバ
スマートパンチャー１０（Ｄ１２０）スマートパンチャー１０（Ｄ１２０）
コードNo. 327608 標準価格 オープン

ＳＵＳ/鉄　一発穴あけ！

・全長：680㎜　・質量：5kg　・φ10㎜ダイス付

¥３９,８００特
価

●一つのダイス(刃)で、
ステンレス・鉄両方
の穴あけが可能。
●抜きカスが散らばら
ずにまとめて捨てる
ことができます。

38. 西田製作所38. 西田製作所

￥４００,０００特
価

コードNo. 321399
標準価格￥680,000

ＮＣ－ＣＶ３２５－６

●単芯325㎟まで1回分別。
●ねじれたVVF-2芯
　(φ1.6 φ2.0)
　被覆ごと1回分別。

・質量：約51kg
・電源：AC100V(50/60Hz)

ストリッピングマシンストリッピングマシン

業界初！空冷ファン搭載！

￥３８８,０００特
価

●単芯200㎟まで1回分別。
●ねじれたVVF-2芯
　(φ1.6 φ2.0)
　被覆ごと1回分別。
●簡単に刃物交換ができます。

・寸法：H620×L410×W245㎜
・質量：約51kg
・電源：AC100V(50/60Hz)

ＮＣ－ＣＶ２００－２

コードNo. 321398
標準価格￥580,000

・収納最大荷重：
　0.15kN(15kgf)
・サイズ：
　W470×D420×H210mm
・質量：4.7kg

・収納最大荷重：
　0.15kN(15kgf)
・サイズ：
　W470×D420×H210mm
・質量：4.7kg

ブレーキ付 束巻収納可

42.ジェフコム42.ジェフコム
ＣＭＳ－ＷＣ１　探査カメラ・みるサーチミニＣＭＳ－ＷＣ１　探査カメラ・みるサーチミニ
コードNo. 325835 標準価格¥29,800

スマホで見る！ワイヤレスカメラ！

¥１９,４００特
価

ＬＥＤ
ライト付

ＩＰ６４

ＵＳＢ
充電式

●ジェフコム製アルミポール、ケーブ
ル牽引具等(別売)と組み合わせて
使用できます。

●録画、静止画の撮影、確認もスマホ
で操作。
●落下物拾得や引き寄せ作業もOK。

●ジェフコム製アルミポール、ケーブ
ル牽引具等(別売)と組み合わせて
使用できます。

●録画、静止画の撮影、確認もスマホ
で操作。
●落下物拾得や引き寄せ作業もOK。

特
価￥６，９８０

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）

50.ベッセル

￥４,３８０特
価

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

49.ロブテックス 54. メリー54. メリー

特
価￥９,９８０

コードNo. 315923コードNo. 315923 標準価格￥16,640標準価格￥16,640
エンビパイプカッター　ＰＩＰ６３

コンパクト設計で握りやすい！

・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

＜セット内容＞
圧着工具・VVFストリッパー・
ウォーターポンププライヤー・ペンチ・
電工ナイフ・⊕ドライバー・⊖ドライバー・コンベックス・収納袋

技能試験はこのセットで万全！
電気工事士技能試験セット電気工事士技能試験セット

48. ツノダ 48. ツノダ 

＜セット内容＞
圧着工具・ウォーターポンププライヤー・
ペンチ・電工ナイフ・⊕ドライバー・
⊖ドライバー・コンベックス・収納袋

￥8,特
価

コードNo. 330351コードNo. 330351
TS-E02(8 点セット)TS-E02(8 点セット)

￥9,680特
価

コードNo. 330350コードNo. 330350
TS-E01(9 点セット)TS-E01(9 点セット)

・

45. 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！

ネジラー ＺＡ１８５
コードNo. 314682 標準価格￥5,220
つぶれたネジ、錆びたネジの取り外し、締付に！

・全長：195mm    ・質量：280g
・適応ネジサイズ：先端部M2～M6（ネジ頭径10mm以下）
                         本体部M5～M8（ネジ頭径14mm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

偏心テコ原理で取り外しがラクに！
頭部に２２°の角度がつけてあります。

￥３,１８０特
価

46. メリー46. メリー 47. メリー47. メリー

￥4,100特
価

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

袴部で寸切りボルト
３分（Ｗ３／８）
のネジ山修正付！

刃先はダイヤモンド
ホイールで研磨、
ＶＶＦ（ＶＡ線）や
平線も楽々切断！

先端部で潰れたネジ・錆びついた
ネジ・ナットＭ１４までをがっちり掴む！
【切断能力】 鉄線：φ３．２㎜まで

銅線：φ４．０㎜まで

機能充実！

質量(g)
270
300

軽く切断できる
偏芯機構タイプ！

偏芯電工ニッパ偏芯電工ニッパ
44. ビクタープラス44. ビクタープラス

鉄線 銅線
φ2.0×3芯
φ2.0×3芯

VVF線
ZD80-175
ZD80-200

φ3.0
φ4.0

φ4.0
φ5.0

品番

￥５,９２０特
価

￥５,６００特
価

ＺＤ８０－２００
コードNo. 328870

標準価格  ￥7,400

ＺＤ８０－１７５
コードNo. 328868

標準価格  ￥7,000

VVF線から軟鉄線まで
切断可能な薄刃仕様！

※使用例

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！

￥２,98０特
価

61. スターエム61. スターエム

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

活線ケーブルの誤切断防止に！

55. 三和電気計器55. 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

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！

62. 新亀製作所62. 新亀製作所 63. 新亀製作所63. 新亀製作所

￥23,480特
価

・トルク調整範囲：2～6N・m
・口開き寸法：0～20mm

HY-6NTG

コードNo. 325496コードNo. 325496
標準価格 ￥31,300標準価格 ￥31,300

￥23,780特
価

・トルク調整範囲：5～25N・m
・口開き寸法：0～20mm

HY-25NTG

コードNo. 325497コードNo. 325497
標準価格 ￥31,700標準価格 ￥31,700

￥30,300特
価

・トルク調整範囲：40～200N・m
・口開き寸法：17～38mm

HY-200NTG

コードNo. 325502コードNo. 325502
標準価格 ￥40,400標準価格 ￥40,400

￥26,400特
価

・トルク調整範囲：20～100N・m
・口開き寸法：10～30mm

HY-100NTG

コードNo. 325501コードNo. 325501
標準価格 ￥35,200標準価格 ￥35,200

￥24,150特
価

・トルク調整範囲：10～50N・m
・口開き寸法：10～26mm

HY-50NTG

コードNo. 325498コードNo. 325498
標準価格 ￥32,200標準価格 ￥32,200

持ち運びに便利なケース付き

収納可能電線
VVF(VA線)：1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C 
VCTF：2×2㎟(100m) 同軸ケーブル：S-5C-FB(100m)
 (電線メーカーにより適応しない　場合もあります)

●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

噛み込みにくい高精度！

ドリルチャック JB-13ドリルチャック JB-13
コードNo. 225085コードNo. 225085 標準価格￥3,950標準価格￥3,950

圧入方式により耐久性ＵＰ！

￥2,88０特
価

六角軸
6.35mm

13mm13mm
最大チャック口径

絶縁ビット絶縁ビット

AZM-2150(⊕2-150)AZM-2150(⊕2-150)
コードNo. 329421コードNo. 329421
標準価格￥1,500標準価格￥1,500 ￥950特

価

AZM-2100(⊕2-100)AZM-2100(⊕2-100)
コードNo. 329419コードNo. 329419
標準価格￥1,300標準価格￥1,300 ￥830特

価

60. アネックス60. アネックス

通電しない六角軸ビット！

●耐電圧1000V
●絶縁耐電圧試験済
●電動ドライバー7.2V以下推奨
●狭い箇所に便利なスリム先端
●マグネット付

切れ味抜群！

塩ビカッタ(電設用) VCM-0348塩ビカッタ(電設用) VCM-0348
コードNo. 325678コードNo. 325678 標準価格￥8,990標準価格￥8,990

￥5,4００特
価

・切断能力：外径φ48mmまで
・寸法：L228×W101×t28.5mm
・質量：425g(アタッチメント含)

53. MCC53. MCC

●塩ビ管・ポリエチレン管に加え、付属のアタッチ
　メントで電線モールの90°切断・45°切断も可能。
●アタッチメントの装着はワンタッチでOK。

狭い場所への
ビス締めに！

曲げ角度９０度
まで曲がる！

１８Ｖ
インパクト
対応

全
長
３
０
０
ｍ
ｍ

New

標準価格￥11,000標準価格￥11,000

特
価

ラチェット機構により片手で簡単、
きれいに切断可能！

プリカチューブが軽く、きれいに切れる！

プリカカッター　ＭＰＬ－３５プリカカッター　ＭＰＬ－３５
コードNo. 330609コードNo. 330609

¥6,600

52. マーベル52. マーベル

プリカチューブプリカチューブ 3030 ~φ35mm~φ35mm
防水プリカチューブ防水プリカチューブ 3030 ~φ37mm~φ37mm

呼び径呼び径呼び径 外径外径外径
適応管適応管適応管

切断可能サイズ

切断能力

※プリカチューブ
(金属製可とう電線管)
専用工具

※プリカチューブ
(金属製可とう電線管)
専用工具

37．育良精機37．育良精機
ケーブルマスター
ＩＳＫ－ＤＫ３２５ＣＶ

コードNo. 311378
標準価格￥650,000

ローラーガイド採用で
送りがスムーズに！

￥４５５，０００特
価

ねじれた電線もＯＫ！

単芯・２芯・３芯
φ１．６・φ２．０・φ２．６も
１回で分離！

単芯・２芯・３芯
φ１．６・φ２．０・φ２．６も
１回で分離！

切り込みを広げて
被覆を剥けやすくする
切り開き装置！

切り込みを広げて
被覆を剥けやすくする
切り開き装置！

安全ガード付

高圧ケーブル対応

ベアリング内蔵で素早く持ち上がる！

ケーブルジャッキ ISK-FJ3000Bケーブルジャッキ ISK-FJ3000B
コードNo. 328468コードNo. 328468 標準価格￥120,000標準価格￥120,000

特
価

40. 育良精機40. 育良精機

※シャフトはISG-3000
　用シャフトを推奨

・揚力：29.4kN
・揚程：300mm
・質量：1脚16kg
・2脚セットです。

シャフトの飛び出しを防ぐ「飛び出しガード」、
ドラムの横ズレによる本体への接触を防ぐ
「ドラム押えローラー」で安心作業。

¥78,000

57.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

58.アルス58.アルス

￥１,５００特
価

工具鋏多用途コンパクト ＫＧ－ＱＴ１４工具鋏多用途コンパクト ＫＧ－ＱＴ１４
コードNo. 324318コードNo. 324318 標準価格 オープン標準価格 オープン

コンパクトで
扱いやすい！

・堅樋
・クッションフロア
・スリットチューブ
・結束バンド
・より線（AWG16）

工事軽作業

・アルミ板
・ゴム板
・革
・プラスチック

ＤＩＹ・工作

全長
175mm

刃長
40mm

逃がしにくい
ギザ刃加工

39. グッドマン

￥123,800特
価

コードNo. 314113 標準価格￥170,000
パワートレーサー　ＰＴＲ６００ＲＣ

大容量！リチウム充電池搭載の
充電式で作動時間大幅アップ！

●多数のケーブルから目的線のみ瞬時に探索できます！
●事故点検出もできます！
●隠れた配線路の探索も！
●無電圧線（0V）から600V ACまでの活線に対応！

ケーブル探索機
の決定版！
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172. ボッシュ172. ボッシュ

標準価格 各￥5,200

各￥3,3８０特
価

1枚お買い上げにつき、
同じブレードを1枚サービス。

特
典

コードNo. 309208

㎜  ・有効長：180㎜  ・刃厚：1.0㎜  ・山数：18山

Ｓ１１５６ＸＨＭ コードNo. 309205
木＋鉄・ステンレス同時切断。釘、ネジ入り木材、ALC、FRP、塩ビ、複合材料等。
・全長：225㎜  ・有効長：205㎜  ・刃厚：1.25㎜  ・山数：6～8山

Ｓ１１５７ＣＨＭ コードNo. 315598
自動車の解体に。スリム刃。高張力鋼、ステンレス、鋳鉄管、鋼材他。
・全長：225㎜  ・有効長：205㎜  ・刃厚：1.35㎜  ・山数：8山

コードNo. 315602

㎜  ・有効長：205㎜  ・刃厚：1.25㎜  ・山数：8山

特
価

￥2,220特
価

5007X-1015
コードNo. 327613
標準価格￥2,980

・適用加工穴径：10~15mm

￥1,630
・適用加工穴径：5~10mm5007X-0510

コードNo. 327612
標準価格￥2,180

￥1,100特
価

・適用加工穴径：2~5mm5007X-0205
コードNo. 327611
標準価格￥1,480

￥１２,３００

４０％
ＯＦＦ

143. ＫＩドリル143. ＫＩドリル

147. ＫＩドリル147. ＫＩドリル

,７００

標準価格￥18,000

ＶＵ
４０～２００

ＶＰ
４０～１００

￥５,６４０特
価

￥５,２００特
価

￥５,６４０特
価

￥５,２００特
価

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

146.ミヤナガ

,５８０

標準価格￥15,300

157.ミヤナガ

154. ＯＭＩ154. 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！

￥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

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！

160. ユニカ

10枚入

164.レヂトン164.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！

基盤に無数のダイヤをちりばめ、塩ビパイプ
の切断時にバリが出ず、面取りにも最適！

167．ＫＩドリル167．ＫＩドリル

特
価￥５,２８０

４０％
ＯＦＦ

Ｇ１ブレード １０５ｍｍ
コードNo. 218927コードNo. 218927 標準価格￥8,800標準価格￥8,800

キッチンパネルはささくれず、
きれいに切断！

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

鋳鉄管(ダクタイル・モルタルライニング)の
切断に威力を発揮！
(その他さまざまな鉄材等にも使用可)

抜群の切断スピード！
メタルマックスガスソーメタルマックスガスソー

コードNo. 329645コードNo. 329645
標準価格￥33,000標準価格￥33,000

￥２１,８００特
価

・付属リング(内径)：20/22/25.4mm

168. レノックス168. レノックス

サクサク切断
動画を
チェック！

３５７×３０．５×３．７

コードNo. 329644コードNo. 329644
標準価格￥28,000標準価格￥28,000

￥１８,８００特
価

３００×３０．５×３．７

166. ＯＭＩ166. ＯＭＩ
／コードNo. 239729
／コードNo. 239737
／コードNo. 327810
／コードNo. 239738
／コードNo. 237449

／コードNo. 239729
／コードNo. 239737
／コードNo. 327810
／コードNo. 239738
／コードNo. 237449

￥３,６００

￥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

171. 河部鋸刃171. 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

４5％
ＯＦＦ

￥３１,９００特
価

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

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！

144. ハウスＢＭ

149. ＫＩドリル
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）

￥９,９９０特
価

４０％
ＯＦＦ

￥1,950特
価

105×1.0 防湿パック
コードNo. 326452 
標準価格オープン
コードNo. 326452 
標準価格オープン

￥2,200特
価

105×1.5 防湿パック
コードNo. 330213 
標準価格オープン
コードNo. 330213 
標準価格オープン

高寿命＆シャープな切れ味！

切断砥石・M1カット105×1.0×15切断砥石・M1カット105×1.0×15
コードNo. 330070コードNo. 330070 標準価格 オープン標準価格 オープン

ステンレス・鉄・丸棒・形鋼・
パイプ・薄鋼板・アルミサッシの切断に！

￥1,8００

162.ＫＭＳ162.ＫＭＳ

10枚入

New

・サイズ：105×1.0×15(16)mm
特
価￥2,800105×2.3 防湿パック

コードNo. 330214 
標準価格オープン
コードNo. 330214 
標準価格オープン

各10枚入

163. 富士製砥163. 富士製砥

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）

５枚入

￥１,１００特
価

金属用
コードNo. 203387

標準価格 各￥1,900

￥１,２００特
価

ステンレス用
コードNo. 203388

169.三京ダイヤ
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㎜

170.ヒシゼット170.ヒシゼット

開口作業に最適！

コンパネや石膏ボードの開口作業に！

￥９８０特
価

刃渡りが短く（50㎜）、壁内の配線を
キズつけません。
1パック3枚入り

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

１箱５本入り１箱５本入り

ハウスＢＭ173. 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

174.ヒシゼット174.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

￥3,780

切断砥石・金の卵 125×1.3×22切断砥石・金の卵 125×1.3×22
165. レヂトン165. レヂトン

ステンレス鋼切断に最適！

●両面補強でありながら、
　極限の薄さに挑戦した切断砥石。
●ステンレスを中心に多種の
　鋼材の切断に威力を発揮。

10枚入 外径125mm

コードNo. 218930コードNo. 218930 標準価格￥6,240標準価格￥6,240

161. ノリタケ161. ノリタケ

特
価

電動ドリル
対応

もう、落とさない！

内径カッターセット TNC-40RS内径カッターセット TNC-40RS
コードNo. 308095コードNo. 308095 標準価格￥17,900標準価格￥17,900

軸が折れても落下しない、
落下防止ストラップ付

￥10,74０

148.トップ工業148.トップ工業

ディスクグラ
インダー対応

適応塩ビ管：VP-50～100/VU40～200

面取加工はお任せ！
ステンレス用面取カッターステンレス用面取カッター

穴あけ後のバリ取り・面取りに！
【適用材】ステンレス・
鉄・非鉄金属

※インパクトドライバ使用時にインパクト
　がかかると、加工面の仕上がりが悪くなったり、
　ドリルが破損する恐れがあります。
　ドリルドライバのご使用をおすすめします。

155. スターエム155. スターエム New
刀のような鋭い切れ味！
六角軸円錐ドリル 快削六角軸円錐ドリル 快削

156. 新潟精機156. 新潟精機

＜材質＞
高速度鋼(HSS)

New

￥3,150特
価

HTD-S
コードNo. 330450
標準価格￥5,000

・使用範囲：3~11mm

￥4,380特
価

HTD-M
コードNo. 330451
標準価格￥7,000

・使用範囲：6.5~20mm

￥10,000特
価

・使用範囲：15~30mmHTD-L
コードNo. 330452
標準価格￥16,000

溶着ダイヤモンドドリルビット溶着ダイヤモンドドリルビット

硬質タイルでも簡単に！高速に！穴あけが可能です！

159. 三京ダイヤ159. 三京ダイヤ

Newディスクグラインダを使用して穴あけ！

標準価格 各￥5,300標準価格 各￥5,300 各￥2,980特
価

●コア内のワックスが穿孔熱で徐々に
　先端に出て冷却していくので水が不要です。
●ドリルビットガイド無しで位置決めが可能です。

VBG-050（刃先径 5.0mm）
コードNo. 330332コードNo. 330332

VBG-080（刃先径 8.0mm)
コードNo. 330335コードNo. 330335
VBG-100（刃先径 10.0mm)
コードNo. 330336コードNo. 330336

VBG-070（刃先径 7.0mm)
コードNo. 330334コードNo. 330334

VBG-060（刃先径 6.0mm)
コードNo. 330333コードNo. 330333

・全長：68mm
・有効長：35mm
・軸径：M10

特
価

＜穴あけ可能材質＞
・薄い鉄板　・ステンレス
・アルミニウム　・銅　・合板
・ベークライト　・プラスチック　等

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

¥6,000特
価

芯ブレ防止のクッションリング付！

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

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

持ち運びに便利な
専用ボックス

151. 河部鋸刃151. 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！

※シャンクは別途
　お買い求めください。

スーパーメタルコアカッタースーパーメタルコアカッター
145. ミヤナガ145. ミヤナガ

金属サンドイッチパネルへの
穴あけに最適！

鉄板

ステンレス
鋼板

デッキプレート
鋼板

ガルバリウム鋼板
を使用した

金属系サイディング

標準価格 各￥3,800標準価格 各￥3,800

各￥２,３８０特
価

ＰＣＳＭＣＤ２２５（センタードリル）
コードNo. 327717コードNo. 327717

標準価格 各￥13,250標準価格 各￥13,250

各￥８,３００特
価

ＰＣＳＭ６５Ｃ（カッター65mm）
コードNo. 327711コードNo. 327711

標準価格 各￥11,250標準価格 各￥11,250

各￥７,０００特
価

ＰＣＳＭ５０Ｃ（カッター50mm）
コードNo. 327710コードNo. 327710

標準価格 各￥9,250標準価格 各￥9,250

各￥５,８００特
価

ＰＣＳＭ３８Ｃ（カッター38mm）
コードNo. 327709コードNo. 327709

ＰＣＳＭ３２Ｃ（カッター32mm）
コードNo. 327708コードNo. 327708

アルミナコーティング仕様で耐久性・耐熱性ＵＰ！
153. ハウスＢＭ

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

152.ライト精機152.ライト精機
六角軸タップ下穴用ドリル六角軸タップ下穴用ドリル

材質/HSSチタンコーティング材質/HSSチタンコーティング

［用途］
薄鉄板
アルミ

プラスチック
切削厚：2㎜

タップ下穴あけにこの一本！

￥１,８００特
価

ＬＳＴ－Ｔ４１０
コードNo. 327784
標準価格 ￥2,800
適合タップ：M4・M5・M6・M8・
3/8W・M10

￥１,５８０特
価

ＬＳＴ－Ｔ４－３／８
コードNo. 327785
標準価格 ￥2,420
適合タップ：M4・M5・M6・3/8W

158. ＯＭＩ158. 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

New

New

4 案

4

クランク型で素早く
連続回転ができます。

￥５６,５００特
価

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）

103. ＲＥＸ

定格出力電流定格出力電流

￥１３３,０００特
価

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

回収能力

２4０
ｇ／ｍｉｎ

コンプレッサー：750Wツインオイルレス

回収ボンベ２４Ｌ
（フロートセンサー付）
コードNo. 313310

＋

105．ＴＡＳＣＯ105．ＴＡＳＣＯ104.アサダ104.アサダ

4,100g/分
液回収速度

12kg
軽量

270g/分
回収速度

￥１４９,８００特
価

コードNo. 326561 標準価格￥185,000
エコセーバー隼　ES8823

回収スピードは隼の如く！

・サイズ：H350×L380×W270㎜

●デジタルインジケーターゲージ搭載。
●1バルブでカンタン操作。
●特定不活性ガスR32・R1234yf・
　R1234ze対応。

●デジタルインジケーターゲージ搭載。
●1バルブでカンタン操作。
●特定不活性ガスR32・R1234yf・
　R1234ze対応。

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）

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。

107. ＢＢＫ

￥４０,０００特
価

￥４３,０００特
価

￥５５,０００特
価

高い防塵防水機能！

チャージングスケール　ＢＳ－５０２チャージングスケール　ＢＳ－５０２
コードNo. 328252コードNo. 328252 標準価格￥37,500標準価格￥37,500

￥25,800特
価

●高精度ストレインゲージで正確な測定が可能。
●使用可能温度範囲が-10～60℃の高耐久。
●ケースから取り外して使用可能。

・寸法(mm)：
 265×265×45
・質量：2.7kg
・電源：単4アルカリ
  電池×2本

117.ＢＢＫ117.ＢＢＫ

IP65

￥66,8００特
価

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

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

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

118. ＢＢＫ118. ＢＢＫ

120. 栄製機120. 栄製機

各￥６,５００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コードNo. 222292
BT－20LYコードNo. 222293

BT－20LX

BT－20LY

標準価格 各￥10,800

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

ゲージマニホールドキット TA122G-1ゲージマニホールドキット TA122G-1
コードNo. 305074コードNo. 305074 標準価格￥23,500標準価格￥23,500
使いやすいボールバルブ式！

￥17,800特
価

113.ＴＡＳＣＯ113.ＴＡＳＣＯ

R32
R410A

【セット内容】
・マニホールド本体×1
・92cmチャージホースセット×1
・収納ケース×1

【セット内容】
・マニホールド本体×1
・92cmチャージホースセット×1
・収納ケース×1

サイトグラス付で冷媒の
状態が目視可能。
サイトグラス付で冷媒の
状態が目視可能。

●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”

108.ロビネア

￥１4,8００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

112. ＢＢＫ112. ＢＢＫ

オールインワンを実現！

充電TIG溶接機　ISK-Li160TIG充電TIG溶接機　ISK-Li160TIG
コードNo. 328560コードNo. 328560 標準価格￥698,000標準価格￥698,000

￥450,000特
価

137. 育良精機137. 育良精機

・溶接開始部と終了部の欠陥を低減し、
均一な溶接を可能にする
アップスロープ・ダウンスロープ制御。
・手動溶接の機能搭載！
電撃防止機能付き、現場持込に最適。

・溶接開始部と終了部の欠陥を低減し、
均一な溶接を可能にする
アップスロープ・ダウンスロープ制御。
・手動溶接の機能搭載！
電撃防止機能付き、現場持込に最適。

●業界初の一体型TIG溶接機。
　リン酸鉄リチウムイオン電池搭載。
●パルス機能搭載により、
　多様な母材の高品質溶接を実現。
・定格入力電圧：100V 50/60Hz
・定格出力電流：160(20～160)A 
手動溶接80(20～80)A
・定格負荷電圧：24V
・定格無負荷電圧：52.8V
・定格使用率：30%
・外形寸法：W185×L455×H320
・質量：18kg

超軽量・超小型！

インバータ直流アーク溶接機　MA-2125DFインバータ直流アーク溶接機　MA-2125DF
コードNo. 315972コードNo. 315972 標準価格￥125,000標準価格￥125,000

￥65,000特
価

・使用率60%で耐久性UP！
・デジタル表示で
出力電流設定が正確。
・直流出力・デジタル制御で
安定した出力。

138. マイト工業138. マイト工業

定格入力電圧（V）
定格入力電流（A）
定格周波数
定格入力容量
出力電流（A）
電撃防止装置
無負荷電圧（V）
仕様溶接棒
入力コード
外形寸法（mm）
質量（kg）

単相100
40

4kVA(3.9kW)
125

MAX φ2.6

50/60

内蔵(ON/OFF切替スイッチ付)
66(電撃防止機能:20V以下)

4.0sq×2.5m
W135×L420×H250

7.0

単相200
35

7kVA(6.9kW)
200

MAX φ4.0

139. ハスクバーナー139. 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

￥１９０,０００特
価

Ｋ７７０－１４”
コードNo. 322406
標準価格￥280,000

￥１７８,０００特
価

Ｋ７７０－１２”
コードNo. 322405
標準価格￥263,000

ダイヤモンド
ブレード
×1枚サービス

特
典

140. 新ダイワ140. 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！
タンピングランマー　ＭＴ－５５Ｈタンピングランマー　ＭＴ－５５Ｈ
コードNo. 320118 標準価格¥378,000

高耐久・ハイパワー！

¥１９３,２００特
価

141. 三笠産業141. 三笠産業

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

10351035

730730

370370

NETIS
登録商品

●エンジンに絶えずク
リーンな空気を供給す
るＷクリーナー搭載！
●硬く締まった路盤でも
安定した作業を実現す
る耐摩耗性フート！
●30～70mmのストロー
クで確実に締固めます。

RTQ・FWレンチセット RTQS-61RTQ・FWレンチセット RTQS-61
コードNo. 330287コードNo. 330287 標準価格￥49,800標準価格￥49,800

￥33,8００特
価

109.ＢＢＫ109.ＢＢＫ

お得な空調用
トルクレンチセット！

＜セット内容＞
・ラチェットトルクレンチ
  RTQ-180(1/4サイズ)
  RTQ-380(3/8サイズ)
  RTQ-550(1/2サイズ)
  RTQ-750(5/8サイズ)
・フィックスレンチ
  FW-2479-N10(12,14,17,21mm)
  FW-1234P(12,17,21,22,23,24mm)

New

タイマー付真空ポンプ TA150SCタイマー付真空ポンプ TA150SC
コードNo. 328266コードNo. 328266 標準価格￥38,000標準価格￥38,000

￥30,8００特
価

106.ＴＡＳＣＯ106.ＴＡＳＣＯ

＜付属品＞
・変換アダプター5/16"
 メス×1/4"オス
・専用オイル

タイマーと真空レベルゲージを搭載！

エアコン工事にこの一式！

エアコン工具セット TA23ABエアコン工具セット TA23AB
コードNo. 330453コードNo. 330453 標準価格￥110,000標準価格￥110,000

￥84,０００特
価

119.ＴＡＳＣＯ119.ＴＡＳＣＯ

＜セット内容＞
真空ポンプTA150SW
マニホールドTA122G
フレアツールTA550HB
チャージホース92cm赤TA132AF-1
青TA132AF-2・黄TA132AF-3
チャージバルブTA166ZA
チューブカッターTA560TA
クランクリーマーTA520CK
トルクレンチ1/4"TA771ST-2・3/8"TA771ST-3・
1/2"TA771ST-4・ツールバッグTA873TS

クランクリーマーＴＡ５２０ＣKクランクリーマーＴＡ５２０ＣK
コードNo. 313633コードNo. 313633 標準価格￥3,800標準価格￥3,800

￥2,98０特
価

・１枚刃で均一のきれいな面取りが簡単に出来ます。
・適合銅管径:1/4～3/4

115.ＴＡＳＣＯ115.ＴＡＳＣＯ

切りロスッキリ！

エアコン用ダクトカッター DCー100Mエアコン用ダクトカッター DCー100M
コードNo. 225834コードNo. 225834 標準価格￥14,150標準価格￥14,150
エアコン用樹脂製配管化粧カバーの切断に！

￥8,5００特
価

122.トップ工業122.トップ工業

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

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

返りバリが出ないから
作業効率アップ！

・サイズ：W105×D260×H170mm
・重量：4.1kg

￥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
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

110. スーパーツール

￥18,000特
価

116．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

￥９,８００特
価

プレートコンパクタープレートコンパクター
142. 三笠産業142. 三笠産業

圧倒的な耐久性・抜群の操作性！

・最大速度：25m/min　・最大作業勾配：35%(20度)

￥111,000特
価

MVC-40H (49kg)
コードNo. 320123 標準価格￥231,000

・転圧盤寸法：420×298mm

￥111,000特
価

MVC-50H (58kg)
コードNo. 318749 標準価格￥241,000

・転圧盤寸法：460×345mm

￥120,000特
価

MVC-F60H (65kg)
コードNo. 318750 標準価格￥245,000

・転圧盤寸法：510×350mm

ガソリン

小型・軽量！

リチウムバッテリ溶接機 LBW-160Gリチウムバッテリ溶接機 LBW-160G
コードNo. 324223コードNo. 324223 標準価格 オープン標準価格 オープン

￥348,０００特
価

136. マイト工業136. マイト工業

軽天・建築金物・
シャッター・サッシ等の
溶接作業に最適！

・外形寸法：L465×W215×H375mm
・質量：18.8kg(ショルダーベルト含まず)

本体・バッテリー

3年保証3年保証

電流調整範囲電流調整範囲

直流160A

適用溶接棒適用溶接棒

φ1.0～φ4.0

111.ＴＡＳＣＯ111.ＴＡＳＣＯ
トルクレンチセット校正証明書付  TA771ST-23Sトルクレンチセット校正証明書付  TA771ST-23S
コードNo. 326451 標準価格¥12,800

コストパフォーマンス抜群！

¥９,８００特
価

【セット内容】
TA771ST-2 (1/4"用)×1本
TA771ST-3 (3/8"用)×1本
TA771CS (ケース)×1ケ

・校正証明書付

￥１４０,０００特
価

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

134.ワキタ 135. 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㎜

乾燥質量
２1．1
ｋｇ

132. ホンダ132. 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
ミニLED投光機
12033×1台サービス

特
典

限定

台3００

軽量・高品質！

エンジン発電機 EGI200エンジン発電機 EGI200
コードNo. 329892コードNo. 329892 標準価格¥170,000標準価格¥170,000

￥119,０００特
価

●負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード
●高品質な電気を供給する正弦波インバータ搭載
・サイズ：L512×W315×H447

133. 京セラ133. 京セラ

New
定格出力

2.0kVA2.0kVA
質量

19.8kg19.8kg
燃料タンク容量

5L5L
1年保証1年保証

5.0Pa5.0Pa
真空到達度

40L/min40L/min
排気量

直流10～160A

きれいな面取りが簡単に

ラチェット式のトルクレンチと、
2丁掛け用のフィックスレンチの
セットです。

●特殊ダクタイル製の転圧盤
●堅牢な転圧盤二重構造
●キワの作業もラクラク

湿式ビット65mm
1本サービス

特
典

127.シブヤ127.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

65mmビット
×1本サービス

特
典

128.シブヤ128.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

129. ハッケン129. 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

インバーター
防音タイプ

131. ホンダ

持ち運びに便利なハンディタイプ！
定格出力
９００ＶＡ
燃料タンク容量
2.1L
乾燥質量
13.0ｋg

￥１02,０００特
価

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

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

¥２,５８０特
価

121. 新富士バーナー121. 新富士バーナー
コードNo. 320093コードNo. 320093 標準価格¥3,300標準価格¥3,300
パワートーチ ＲＺ－８３４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℃）

￥22,800特
価

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

114. ＦＵＳＯ114. ＦＵＳＯ

￥２,０８０特
価

￥１，７００特
価

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

123.シンワ測定 125.マキタ125.マキタ
充電式ウォールディテクタ　ＷＤ－１８１ＤＺＫ充電式ウォールディテクタ　ＷＤ－１８１ＤＺＫ
コードNo. 327764 標準価格¥178,000

埋設物を簡単探知！
埋設された金属、通電線、樹脂管を探知可能。埋設された金属、通電線、樹脂管を探知可能。

フルカラー液晶&
バックライト搭載
抜群の見やすさ
大画面4.1インチ

フルカラー液晶&
バックライト搭載
抜群の見やすさ
大画面4.1インチ

¥１４２,０００特
価

14.4V/18V
最大探知深さ

180㎜

※バッテリ・充電器別売

￥１１5,０００特
価

124. ボッシュ124. ボッシュ
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￥155,000標準価格￥155,000

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

126.リコー126.リコー
防水防塵カメラ　Ｇ９００保証モデル防水防塵カメラ　Ｇ９００保証モデル
コードNo. 327774 標準価格¥108,000

ハードな現場に応える
タフな性能！

●2.1mの落下テストもクリア。耐落下衝撃性を高めたタフボディ。
●IPX8相当の防水性能。水深20mで2時間の使用が可能。
●2.1mの落下テストもクリア。耐落下衝撃性を高めたタフボディ。
●IPX8相当の防水性能。水深20mで2時間の使用が可能。
●工事用電子小黒板機能に対応予定！●工事用電子小黒板機能に対応予定！
・本体サイズ：W118.2×H65.5×D33.1㎜
・質量：252g(電池、SDメモリーカード含む)

¥８９,８００特
価

130.日動工業130.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

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

100V専用
屋外型
0.9m

※送料別途

※送料別途
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172. ボッシュ172. ボッシュ
超硬セーバーソーブレード超硬セーバーソーブレード
重作業の現場を強力にサポート！

標準価格 各￥5,200

各￥3,3８０特
価

バイメタル刃では切れなかった作業も超硬刃ならＯＫ！しかも10倍長持ち！

1枚お買い上げにつき、
同じブレードを1枚サービス。

特
典

Ｓ１０２２ＥＨＭ コードNo. 309208
薄物の難切断材料用。ステンレスパイプ、高張力鋼等。
・全長：200㎜  ・有効長：180㎜  ・刃厚：1.0㎜  ・山数：18山

Ｓ１１５６ＸＨＭ コードNo. 309205
木＋鉄・ステンレス同時切断。釘、ネジ入り木材、ALC、FRP、塩ビ、複合材料等。
・全長：225㎜  ・有効長：205㎜  ・刃厚：1.25㎜  ・山数：6～8山

Ｓ１１５７ＣＨＭ コードNo. 315598
自動車の解体に。スリム刃。高張力鋼、ステンレス、鋳鉄管、鋼材他。
・全長：225㎜  ・有効長：205㎜  ・刃厚：1.35㎜  ・山数：8山

Ｓ１１５５ＣＨＭ コードNo. 315602
厚物の難切断材の解体に。鋳鉄管、ステンレスパイプ、高張力鋼等。
（鋳鉄管はモルタルライニング無しの物のみ）
・全長：225㎜  ・有効長：205㎜  ・刃厚：1.25㎜  ・山数：8山

特
価

￥2,220特
価

5007X-1015
コードNo. 327613
標準価格￥2,980

・適用加工穴径：10~15mm

￥1,630
・適用加工穴径：5~10mm5007X-0510

コードNo. 327612
標準価格￥2,180

￥1,100特
価

・適用加工穴径：2~5mm5007X-0205
コードNo. 327611
標準価格￥1,480

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！

143. ＫＩドリル143. ＫＩドリル

コードNo. 316871

147. ＫＩドリル147. ＫＩドリル

￥１１,７００特
価

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

￥５,６４０特
価

￥５,２００特
価

￥５,６４０特
価

￥５,２００特
価

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

146.ミヤナガ

￥９,５８０特
価

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

157.ミヤナガ

154. ＯＭＩ154. 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！

￥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

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！

160. ユニカ

10枚入

164.レヂトン164.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！

基盤に無数のダイヤをちりばめ、塩ビパイプ
の切断時にバリが出ず、面取りにも最適！

167．ＫＩドリル167．ＫＩドリル

特
価￥５,２８０

４０％
ＯＦＦ

Ｇ１ブレード １０５ｍｍ
コードNo. 218927コードNo. 218927 標準価格￥8,800標準価格￥8,800

キッチンパネルはささくれず、
きれいに切断！

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

鋳鉄管(ダクタイル・モルタルライニング)の
切断に威力を発揮！
(その他さまざまな鉄材等にも使用可)

抜群の切断スピード！
メタルマックスガスソーメタルマックスガスソー

コードNo. 329645コードNo. 329645
標準価格￥33,000標準価格￥33,000

￥２１,８００特
価

・付属リング(内径)：20/22/25.4mm

168. レノックス168. レノックス

サクサク切断
動画を
チェック！

３５７×３０．５×３．７

コードNo. 329644コードNo. 329644
標準価格￥28,000標準価格￥28,000

￥１８,８００特
価

３００×３０．５×３．７

166. ＯＭＩ166. ＯＭＩ
マルチエコカッターマルチエコカッター

／コードNo. 239729
／コードNo. 239737
／コードNo. 327810
／コードNo. 239738
／コードNo. 237449

／コードNo. 239729
／コードNo. 239737
／コードNo. 327810
／コードNo. 239738
／コードNo. 237449

F110N
F135N
F150N
F165N
F180N

F110N
F135N
F150N
F165N
F180N
標準価格 各￥6,000

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！

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！

各￥３,６００特
価

金属から木材まで
多種多様な切断に！ ￥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

171. 河部鋸刃171. 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

４5％
ＯＦＦ

￥３１,９００特
価

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

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！

144. ハウスＢＭ

149. ＫＩドリル
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）

￥９,９９０特
価

４０％
ＯＦＦ

スーパーリトル防湿パックスーパーリトル防湿パック
長期間品質を保持できる！

￥1,950特
価

105×1.0 防湿パック
コードNo. 326452 
標準価格オープン
コードNo. 326452 
標準価格オープン

￥2,200特
価

105×1.5 防湿パック
コードNo. 330213 
標準価格オープン
コードNo. 330213 
標準価格オープン

高寿命＆シャープな切れ味！

切断砥石・M1カット105×1.0×15切断砥石・M1カット105×1.0×15
コードNo. 330070コードNo. 330070 標準価格 オープン標準価格 オープン

ステンレス・鉄・丸棒・形鋼・
パイプ・薄鋼板・アルミサッシの切断に！

￥1,8００

162.ＫＭＳ162.ＫＭＳ

10枚入

New

・サイズ：105×1.0×15(16)mm
特
価￥2,800105×2.3 防湿パック

コードNo. 330214 
標準価格オープン
コードNo. 330214 
標準価格オープン

各10枚入

湿気による品質劣化を防ぐシリカゲル入りパック

163. 富士製砥163. 富士製砥

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）

５枚入

￥１,１００特
価

金属用
コードNo. 203387

標準価格 各￥1,900

￥１,２００特
価

ステンレス用
コードNo. 203388

169.三京ダイヤ
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㎜

170.ヒシゼット170.ヒシゼット

開口作業に最適！

コンパネや石膏ボードの開口作業に！

￥９８０特
価

刃渡りが短く（50㎜）、壁内の配線を
キズつけません。
1パック3枚入り

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

１箱５本入り１箱５本入り

ハウスＢＭ173. 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

174.ヒシゼット174.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

￥3,780

切断砥石・金の卵 125×1.3×22切断砥石・金の卵 125×1.3×22
165. レヂトン165. レヂトン

ステンレス鋼切断に最適！

●両面補強でありながら、
　極限の薄さに挑戦した切断砥石。
●ステンレスを中心に多種の
　鋼材の切断に威力を発揮。

10枚入 外径125mm

コードNo. 218930コードNo. 218930 標準価格￥6,240標準価格￥6,240

161. ノリタケ161. ノリタケ

特
価

電動ドリル
対応

もう、落とさない！

内径カッターセット TNC-40RS内径カッターセット TNC-40RS
コードNo. 308095コードNo. 308095 標準価格￥17,900標準価格￥17,900

軸が折れても落下しない、
落下防止ストラップ付

￥10,74０

148.トップ工業148.トップ工業

ディスクグラ
インダー対応

適応塩ビ管：VP-50～100/VU40～200

面取加工はお任せ！
ステンレス用面取カッターステンレス用面取カッター

穴あけ後のバリ取り・面取りに！
【適用材】ステンレス・
鉄・非鉄金属

※インパクトドライバ使用時にインパクト
　がかかると、加工面の仕上がりが悪くなったり、
　ドリルが破損する恐れがあります。
　ドリルドライバのご使用をおすすめします。

155. スターエム155. スターエム New
刀のような鋭い切れ味！
六角軸円錐ドリル 快削六角軸円錐ドリル 快削

156. 新潟精機156. 新潟精機

＜材質＞
高速度鋼(HSS)

New

￥3,150特
価

HTD-S
コードNo. 330450
標準価格￥5,000

・使用範囲：3~11mm

￥4,380特
価

HTD-M
コードNo. 330451
標準価格￥7,000

・使用範囲：6.5~20mm

￥10,000特
価

・使用範囲：15~30mmHTD-L
コードNo. 330452
標準価格￥16,000

溶着ダイヤモンドドリルビット溶着ダイヤモンドドリルビット

硬質タイルでも簡単に！高速に！穴あけが可能です！

159. 三京ダイヤ159. 三京ダイヤ

Newディスクグラインダを使用して穴あけ！

標準価格 各￥5,300標準価格 各￥5,300 各￥2,980特
価

●コア内のワックスが穿孔熱で徐々に
　先端に出て冷却していくので水が不要です。
●ドリルビットガイド無しで位置決めが可能です。

VBG-050（刃先径 5.0mm）
コードNo. 330332コードNo. 330332

VBG-080（刃先径 8.0mm)
コードNo. 330335コードNo. 330335
VBG-100（刃先径 10.0mm)
コードNo. 330336コードNo. 330336

VBG-070（刃先径 7.0mm)
コードNo. 330334コードNo. 330334

VBG-060（刃先径 6.0mm)
コードNo. 330333コードNo. 330333

・全長：68mm
・有効長：35mm
・軸径：M10

特
価

＜穴あけ可能材質＞
・薄い鉄板　・ステンレス
・アルミニウム　・銅　・合板
・ベークライト　・プラスチック　等

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

¥6,000特
価

芯ブレ防止のクッションリング付！

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

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

持ち運びに便利な
専用ボックス

151. 河部鋸刃151. 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！

※シャンクは別途
　お買い求めください。

スーパーメタルコアカッタースーパーメタルコアカッター
145. ミヤナガ145. ミヤナガ

金属サンドイッチパネルへの
穴あけに最適！

鉄板

ステンレス
鋼板

デッキプレート
鋼板

ガルバリウム鋼板
を使用した

金属系サイディング

標準価格 各￥3,800標準価格 各￥3,800

各￥２,３８０特
価

ＰＣＳＭＣＤ２２５（センタードリル）
コードNo. 327717コードNo. 327717

標準価格 各￥13,250標準価格 各￥13,250

各￥８,３００特
価

ＰＣＳＭ６５Ｃ（カッター65mm）
コードNo. 327711コードNo. 327711

標準価格 各￥11,250標準価格 各￥11,250

各￥７,０００特
価

ＰＣＳＭ５０Ｃ（カッター50mm）
コードNo. 327710コードNo. 327710

標準価格 各￥9,250標準価格 各￥9,250

各￥５,８００特
価

ＰＣＳＭ３８Ｃ（カッター38mm）
コードNo. 327709コードNo. 327709

ＰＣＳＭ３２Ｃ（カッター32mm）
コードNo. 327708コードNo. 327708

●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！
153. 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

152.ライト精機152.ライト精機
六角軸タップ下穴用ドリル六角軸タップ下穴用ドリル

材質/HSSチタンコーティング材質/HSSチタンコーティング

［用途］
薄鉄板
アルミ

プラスチック
切削厚：2㎜

タップ下穴あけにこの一本！

￥１,８００特
価

ＬＳＴ－Ｔ４１０
コードNo. 327784
標準価格 ￥2,800
適合タップ：M4・M5・M6・M8・
3/8W・M10

￥１,５８０特
価

ＬＳＴ－Ｔ４－３／８
コードNo. 327785
標準価格 ￥2,420
適合タップ：M4・M5・M6・3/8W

158. ＯＭＩ158. 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

New

New

4 案

4

クランク型で素早く
連続回転ができます。

￥５６,５００特
価

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）

103. ＲＥＸ

定格出力電流定格出力電流

￥１３３,０００特
価

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

回収能力

２4０
ｇ／ｍｉｎ

コンプレッサー：750Wツインオイルレス

回収ボンベ２４Ｌ
（フロートセンサー付）
コードNo. 313310

＋

105．ＴＡＳＣＯ105．ＴＡＳＣＯ104.アサダ104.アサダ

4,100g/分
液回収速度

12kg
軽量

270g/分
回収速度

￥１４９,８００特
価

コードNo. 326561 標準価格￥185,000
エコセーバー隼　ES8823

回収スピードは隼の如く！

・サイズ：H350×L380×W270㎜

●デジタルインジケーターゲージ搭載。
●1バルブでカンタン操作。
●特定不活性ガスR32・R1234yf・
　R1234ze対応。

●デジタルインジケーターゲージ搭載。
●1バルブでカンタン操作。
●特定不活性ガスR32・R1234yf・
　R1234ze対応。

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）

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）
ＢＢ－２６０－ＳＶＣＢＢ－２６０－ＳＶＣ

ＢＢ－２４０－ＳＶＣＢＢ－２４０－ＳＶＣ

排気量：51L/分（50Hz)・57L/分（60Hz）
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。

107. ＢＢＫ

￥４０,０００特
価

￥４３,０００特
価

￥５５,０００特
価

高い防塵防水機能！

チャージングスケール　ＢＳ－５０２チャージングスケール　ＢＳ－５０２
コードNo. 328252コードNo. 328252 標準価格￥37,500標準価格￥37,500

￥25,800特
価

●高精度ストレインゲージで正確な測定が可能。
●使用可能温度範囲が-10～60℃の高耐久。
●ケースから取り外して使用可能。

・寸法(mm)：
 265×265×45
・質量：2.7kg
・電源：単4アルカリ
  電池×2本

117.ＢＢＫ117.ＢＢＫ

IP65

￥66,8００特
価

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

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

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

118. ＢＢＫ118. ＢＢＫ

120. 栄製機120. 栄製機

各￥６,５００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コードNo. 222292
BT－20LYコードNo. 222293

BT－20LX

BT－20LY

標準価格 各￥10,800

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

コードNo. 305074コードNo. 305074 標準価格￥23,500標準価格￥23,500
使いやすいボールバルブ式！

￥17,800特
価

113.ＴＡＳＣＯ113.ＴＡＳＣＯ

R32
R410A

【セット内容】
・マニホールド本体×1
・92cmチャージホースセット×1
・収納ケース×1

【セット内容】
・マニホールド本体×1
・92cmチャージホースセット×1
・収納ケース×1

サイトグラス付で冷媒の
状態が目視可能。
サイトグラス付で冷媒の
状態が目視可能。

●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”

108.ロビネア

￥１4,8００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

112. ＢＢＫ112. ＢＢＫ

オールインワンを実現！

充電TIG溶接機　ISK-Li160TIG充電TIG溶接機　ISK-Li160TIG
コードNo. 328560コードNo. 328560 標準価格￥698,000標準価格￥698,000

￥450,000特
価

137. 育良精機137. 育良精機

・溶接開始部と終了部の欠陥を低減し、
均一な溶接を可能にする
アップスロープ・ダウンスロープ制御。
・手動溶接の機能搭載！
電撃防止機能付き、現場持込に最適。

・溶接開始部と終了部の欠陥を低減し、
均一な溶接を可能にする
アップスロープ・ダウンスロープ制御。
・手動溶接の機能搭載！
電撃防止機能付き、現場持込に最適。

●業界初の一体型TIG溶接機。
　リン酸鉄リチウムイオン電池搭載。
●パルス機能搭載により、
　多様な母材の高品質溶接を実現。
・定格入力電圧：100V 50/60Hz
・定格出力電流：160(20～160)A 
手動溶接80(20～80)A
・定格負荷電圧：24V
・定格無負荷電圧：52.8V
・定格使用率：30%
・外形寸法：W185×L455×H320
・質量：18kg

超軽量・超小型！

インバータ直流アーク溶接機　MA-2125DFインバータ直流アーク溶接機　MA-2125DF
コードNo. 315972コードNo. 315972 標準価格￥125,000標準価格￥125,000

￥65,000特
価

・使用率60%で耐久性UP！
・デジタル表示で
出力電流設定が正確。
・直流出力・デジタル制御で
安定した出力。

138. マイト工業138. マイト工業

定格入力電圧（V）
定格入力電流（A）
定格周波数
定格入力容量
出力電流（A）
電撃防止装置
無負荷電圧（V）
仕様溶接棒
入力コード
外形寸法（mm）
質量（kg）

単相100
40

4kVA(3.9kW)
125

MAX φ2.6

50/60

内蔵(ON/OFF切替スイッチ付)
66(電撃防止機能:20V以下)

4.0sq×2.5m
W135×L420×H250

7.0

単相200
35

7kVA(6.9kW)
200

MAX φ4.0

139. ハスクバーナー139. 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

￥１９０,０００特
価

Ｋ７７０－１４”
コードNo. 322406
標準価格￥280,000

￥１７８,０００特
価

Ｋ７７０－１２”
コードNo. 322405
標準価格￥263,000

ダイヤモンド
ブレード
×1枚サービス

特
典

140. 新ダイワ140. 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！
タンピングランマー　ＭＴ－５５Ｈタンピングランマー　ＭＴ－５５Ｈ
コードNo. 320118 標準価格¥378,000

高耐久・ハイパワー！

¥１９３,２００特
価

141. 三笠産業141. 三笠産業

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

10351035

730730

370370

NETIS
登録商品

●エンジンに絶えずク
リーンな空気を供給す
るＷクリーナー搭載！
●硬く締まった路盤でも
安定した作業を実現す
る耐摩耗性フート！
●30～70mmのストロー
クで確実に締固めます。

RTQ・FWレンチセット RTQS-61RTQ・FWレンチセット RTQS-61
コードNo. 330287コードNo. 330287 標準価格￥49,800標準価格￥49,800

￥33,8００特
価

109.ＢＢＫ109.ＢＢＫ

お得な空調用
トルクレンチセット！

＜セット内容＞
・ラチェットトルクレンチ
  RTQ-180(1/4サイズ)
  RTQ-380(3/8サイズ)
  RTQ-550(1/2サイズ)
  RTQ-750(5/8サイズ)
・フィックスレンチ
  FW-2479-N10(12,14,17,21mm)
  FW-1234P(12,17,21,22,23,24mm)

New

タイマー付真空ポンプ TA150SCタイマー付真空ポンプ TA150SC
コードNo. 328266コードNo. 328266 標準価格￥38,000標準価格￥38,000

￥30,8００特
価

106.ＴＡＳＣＯ106.ＴＡＳＣＯ

＜付属品＞
・変換アダプター5/16"
 メス×1/4"オス
・専用オイル

タイマーと真空レベルゲージを搭載！

エアコン工事にこの一式！

エアコン工具セット TA23ABエアコン工具セット TA23AB
コードNo. 330453コードNo. 330453 標準価格￥110,000標準価格￥110,000

￥84,０００特
価

119.ＴＡＳＣＯ119.ＴＡＳＣＯ

＜セット内容＞
真空ポンプTA150SW
マニホールドTA122G
フレアツールTA550HB
チャージホース92cm赤TA132AF-1
青TA132AF-2・黄TA132AF-3
チャージバルブTA166ZA
チューブカッターTA560TA
クランクリーマーTA520CK
トルクレンチ1/4"TA771ST-2・3/8"TA771ST-3・
1/2"TA771ST-4・ツールバッグTA873TS

クランクリーマーＴＡ５２０ＣKクランクリーマーＴＡ５２０ＣK
コードNo. 313633コードNo. 313633 標準価格￥3,800標準価格￥3,800

￥2,98０特
価

・１枚刃で均一のきれいな面取りが簡単に出来ます。
・適合銅管径:1/4～3/4

115.ＴＡＳＣＯ115.ＴＡＳＣＯ

切りロスッキリ！

エアコン用ダクトカッター DCー100Mエアコン用ダクトカッター DCー100M
コードNo. 225834コードNo. 225834 標準価格￥14,150標準価格￥14,150
エアコン用樹脂製配管化粧カバーの切断に！

￥8,5００特
価

122.トップ工業122.トップ工業

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

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

返りバリが出ないから
作業効率アップ！

・サイズ：W105×D260×H170mm
・重量：4.1kg

￥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
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

110. スーパーツール

￥18,000特
価

116．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

￥９,８００特
価

プレートコンパクタープレートコンパクター
142. 三笠産業142. 三笠産業

圧倒的な耐久性・抜群の操作性！

・最大速度：25m/min　・最大作業勾配：35%(20度)

￥111,特
価

MVC-40H (49kg)
コードNo. 320123 標準価格￥231,000

・転圧盤寸法：420×298

￥111,特
価

MVC-50H (58kg)
コードNo. 318749 標準価格￥241,000

・転圧盤寸法：460×345

￥120,特
価

MVC-F60H (65kg)
コードNo. 318750 標準価格￥245,000

・転圧盤寸法：510×350

ガソリン

小型・軽量！

リチウムバッテリ溶接機 LBW-160Gリチウムバッテリ溶接機 LBW-160G
コードNo. 324223コードNo. 324223 標準価格 オープン標準価格 オープン

￥348,０００特
価

136. マイト工業136. マイト工業

軽天・建築金物・
シャッター・サッシ等の
溶接作業に最適！

・外形寸法：L465×W215×H375mm
・質量：18.8kg(ショルダーベルト含まず)

本体・バッテリー

3年保証3年保証

電流調整範囲電流調整範囲

直流160A

適用溶接棒適用溶接棒

φ1.0～φ4.0

111.ＴＡＳＣＯ111.ＴＡＳＣＯ
トルクレンチセット校正証明書付  TA771ST-23Sトルクレンチセット校正証明書付  TA771ST-23S
コードNo. 326451 標準価格¥12,800

コストパフォーマンス抜群！

¥９,８００特
価

【セット内容】
TA771ST-2 (1/4"用)×1本
TA771ST-3 (3/8"用)×1本
TA771CS (ケース)×1ケ

・校正証明書付

￥１４０,０００特
価

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

134.ワキタ 135. 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㎜

乾燥質量
２1．1
ｋｇ

132. ホンダ132. 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
ミニLED投光機
12033×1台サービス

特
典

限定

台3００

軽量・高品質！

エンジン発電機 EGI200エンジン発電機 EGI200
コードNo. 329892コードNo. 329892 標準価格¥170,000標準価格¥170,000

￥119,０００特
価

●負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード
●高品質な電気を供給する正弦波インバータ搭載
・サイズ：L512×W315×H447

133. 京セラ133. 京セラ

New
定格出力

2.0kVA2.0kVA
質量

19.8kg19.8kg
燃料タンク容量

5L5L
1年保証1年保証

5.0Pa5.0Pa
真空到達度

40L/min40L/min
排気量

直流10～160A

きれいな面取りが簡単に

ラチェット式のトルクレンチと、
2丁掛け用のフィックスレンチの
セットです。

●特殊ダクタイル製の転圧盤
●堅牢な転圧盤二重構造
●キワの作業もラクラク

湿式ビット65mm
1本サービス

特
典

127.シブヤ127.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

65mmビット
×1本サービス

特
典

128.シブヤ128.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

129. ハッケン129. 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

インバーター
防音タイプ

131. ホンダ

定格出力
９００ＶＡ
燃料タンク容量
2.1L
乾燥質量
13.0ｋg

￥１02,０００特
価

発電機  EU9i(JN1)発電機  EU9i(JN1)
コードNo. 212005

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

¥２,５８０特
価

121. 新富士バーナー121. 新富士バーナー
コードNo. 320093コードNo. 320093 標準価格¥3,300標準価格¥3,300
パワートーチ ＲＺ－８３４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℃）

￥22,800特
価

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

114. ＦＵＳＯ114. ＦＵＳＯ

￥２,０８０特
価

￥１，７００特
価

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

123.シンワ測定 125.マキタ125.マキタ
コードNo. 327764 標準価格¥178,000

埋設物を簡単探知！

大画面4.1大画面4.1

¥１４２,０００特
価

14.4V

180㎜

※バッテリ・充電器別売

￥１１5,０００特
価

124. ボッシュ124. ボッシュ
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￥155,000標準価格￥155,000

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

126.リコー126.リコー
防水防塵カメラ　Ｇ９００保証モデル防水防塵カメラ　Ｇ９００保証モデル
コードNo. 327774 標準価格¥108,000

ハードな現場に応える
タフな性能！

●2.1mの落下テストもクリア。耐落下衝撃性を高めたタフボディ。
●IPX8相当の防水性能。水深20mで2時間の使用が可能。
●2.1mの落下テストもクリア。耐落下衝撃性を高めたタフボディ。
●IPX8相当の防水性能。水深20mで2時間の使用が可能。
●工事用電子小黒板機能に対応予定！●工事用電子小黒板機能に対応予定！
・本体サイズ：W118.2×H65.5×D33.1㎜
・質量：252g(電池、SDメモリーカード含む)

¥８９,８００特
価

130.日動工業130.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

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

100V専用
屋外型
0.9m

※送料別途

※送料別途
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198.アサダ198.アサダ
昇降台車 DEKITER　UE120昇降台車 DEKITER　UE120
コードNo. 324993 標準価格¥124,000

台車に代わる昇降台車！
●最高高さ
　フォーク下向き1.2m
　フォーク上向き1.4m
●最低高さ
　フォーク下向き0.1m
　フォーク上向き0.3m
●簡単折りたたみ式
●昇降作業は
　ウインチハンドルを
　回すだけ
●全タイヤに
　ボールベアリング採用

・サイズ：
H1,050×L930×
W540㎜

¥９９,８００特
価

作業現場の人手不足・高齢化を解消！

100Kg
最大積載荷重

183．ＫＦＣ183．ＫＦＣ

￥７,５００特
価

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

５００本入

配管・ダクト等
天井用アンカー
として最適！
W3/8×30（500本）

下穴径：12.5mm

191. オカモト191. 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！

185. ＫＦＣ185. 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 ¥1,20０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

181.フィッシャー181.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

￥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！

パイプの下側にユニ結露防止テープを貼って下さい。

190. ユニ

コンパクトキャリー
ＣＣ１０１ＫＢ２

195.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！ 150kg150kg

最大使用質量

205.リングスター205.リングスター
スピーディボックススピーディボックス
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

￥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

金属全般、コンクリート、タイル、
石こうボード、石材、木材への
肉盛り作業や穴埋め作業、造形作業

用途

100%国内製造！

ガラパゴス 60gガラパゴス 60g
コードNo. 329282コードNo. 329282 標準価格 オープン標準価格 オープン

186. 関西パテ186. 関西パテ

3~5分
可使時間

1時間
硬化時間

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！

177. 若井産業177. 若井産業 178. 若井産業178. 若井産業

￥１,５８０特
価

￥２,９８０特
価

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）

単位:㎜

・ナット部を締め付けると二重座金に
挟まれたチェックリングがはみ出てきます。

①座金外周から出る
　チェックリングで目視確認。
①座金外周から出る
　チェックリングで目視確認。

・吊りボルトのねじ込みが完了すると
ボルトチェッカーが押し出されます。

②高ナット側面の２カ所から出る
　ボルトチェッカーで目視確認。
②高ナット側面の２カ所から出る
　ボルトチェッカーで目視確認。

２つの
施工完了を目視で 簡単確認！

EZI-3025CN
W3/8 10 10.5 14

EZI-3045CN
69
89

35
55

品番 ねじ呼び径 アンカー外径 全長 穿孔径 穿孔深さ 二面幅

182.サンコーテクノ182.サンコーテクノ

￥１６０/本特
価

￥１５０/本特
価

イージーアイアンカー

コードNo. 324264
標準価格 ¥210/本

EZI-3025CN

コードNo. 324265
標準価格 ¥220/本

EZI-3045CN

※出荷単位30本

175. Ｆ＆Ｍ175. 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

176. 峰岸176. 峰岸

￥６,０００特
価

￥９００特
価

エアコン室内機取付専用アンカー　ＭＡ－１

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

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

大幅スピードＵＰ！ 簡単3ステップ施工！
９.５ｍｍ、１２.５ｍｍ厚
せっこうボード施工ＯＫ！

アンカーアンカー

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

ネジネジ

179. 大阪ファスニング179. 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）

￥９,８００特
価

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

184. ユニカ

¥2,150特
価

189.コニシ189.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。

￥１１１,２００特
価

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）

200.マックス

手で簡単に切れて使いやすい！

192. オカモト192. 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㎜

207.コマ印207.コマ印
革製腰袋 ＳＴシリーズ

￥６,０００特
価

ＢＲ－２０３ＳＴ
コードNo. 308666
標準価格￥10,000

濃茶
２段式

￥７,２００特
価

ＢＲ－２０４ＳＴ
コードNo. 308668
標準価格￥12,000

濃茶
３段式

￥６,０００特
価

ＢＴ－２０３ＳＴ
コードNo. 308664
標準価格￥10,000 ２段式

黒

￥７,２００特
価

ＢＴ－２０４ＳＴ
コードNo. 308665
標準価格￥12,000３段式

黒
￥５,４００特
価

Ｅ－２０３ＳＴ
コードNo. 308662 薄茶

２段式標準価格￥9,000

３段式
薄茶

￥６,９００特
価

Ｅ－２０４ＳＴ
コードNo. 308663
標準価格￥11,500

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！
セフ着脱式工具差しセフ着脱式工具差し

206. タジマツール206. タジマツール

SFKSN－P1VA（VAストリッパー差し）
コードNo. 329510コードNo. 329510
標準価格￥4,640標準価格￥4,640 ￥３,０８０特

価
SFKSN－P1PD（充電ペンドライバ差し）
コードNo. 329511コードNo. 329511
標準価格￥4,140標準価格￥4,140 ￥２,７８０特

価
SFKSN－P2SD（ドライバー2本差し）
コードNo. 329513コードNo. 329513
標準価格￥4,140標準価格￥4,140 ￥２,７８０特

価
SFKSN－P2CR（圧着ペンチ2本差し）
コードNo. 329514コードNo. 329514
標準価格￥4,470標準価格￥4,470 ￥２,９８０特

価

・セフ後付ホルダー(SF－CHLD)付き
・セフ後付ホルダーはベルトを外さずに
セフホルダーを追加できる「後付式」です。

※SFKSN－P1VA ※SFKSN－P1PD

※SFKSN－P2SD ※SFKSN－P2CR

腰周りの組み換えが簡単な着脱式！

※工具別売

208.リングスター208.リングスター

ＳＢ－５６０／グリーン

ＳＢサイドボックス
品番：ＳＢＳ－２００

￥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 オープン

●サイズ：L560×W295×H220㎜
●重量：1.05㎏　●容量：約22ℓ

●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

スーパーバスケット　ＳＢ－５６０スーパーバスケット　ＳＢ－５６０
長尺工具・道具等の収納に便利！
日本製

小工具・先端工具等の
収納に便利！

560㎜560㎜

62㎜62㎜

200㎜200㎜70㎜70㎜

※ＳＢ－３７０・４６５にも装着可能！

アクティブバッグアクティブバッグ
211. マーベル211. マーベル

目指したのは使いやすさ！

※画像はビッグサイズです。

・サイズ：H460×W340×D200mm　・質量：1,250g
●機能的な8つのポケット
MAB－R（レギュラーサイズ）

コードNo. 329834コードNo. 329834
標準価格￥11,000標準価格￥11,000 ￥６,６００特

価

容量
30ℓ

MAB－B（ビッグサイズ）

・サイズ：H600×W340×D200mm　・質量：1,580g

●靴などを分けて収納できる2層式収納。
●ショルダーベルト、かさ増し巾着付き。

コードNo. 329835コードNo. 329835
標準価格￥15,000標準価格￥15,000 ￥９,０００特

価

容量
合計最大40ℓ

水拭き可能な特殊素材！
スライド式チェストストラップ・背中パット付き
水拭き可能な特殊素材！
スライド式チェストストラップ・背中パット付き

コンパクト性能を追求！

台車Xカート XC0150Y　03786台車Xカート XC0150Y　03786
コードNo. 328651コードNo. 328651 標準価格￥9,500標準価格￥9,500

￥7,2００特
価

194. 土牛産業194. 土牛産業

・展開時全長：450×350×100mm　
・全重量：約2kg

●耐荷重：約65kg

ワンタッチで折りたためる！

使用イメージ動画は使用イメージ動画は
コチラ→コチラ→

水から守る・水で洗える！
ZATトートZATトート

209. ZAT209. ZAT

New
ブラック (G220-2312)
コードNo. 330601
グレー (G220-2329)
コードNo. 330602
カーキ (G220-2336)
コードNo. 330603
イエロー (G220-2343)
コードNo. 330604
標準価格各￥2,200標準価格各￥2,200

・寸法：W42(上部)32(底部)×H33×D17cm(開口時の測定値)　・重量：500g

●無縫製構造…内側に縫い目が無いから、水や泥汚れをシャットアウト！
●防水素材…雨や泥等で汚れたレジャーウェア、長靴、シューズ、ギア等をそのままバッグイン！
●丸洗いＯＫ…汚れたら外側も内側もカバンごと水でカンタン丸洗い！

容量(約)
10ℓ

水から守る・水で洗える！
ZATリュックZATリュック

210. ZAT210. ZAT

New

各￥2,800特
価

ブラック (G330-2350)
コードNo. 330597
グレー (G330-2367)
コードNo. 330598
カーキ (G330-2374)
コードNo. 330599
イエロー (G330-2381)
コードNo. 330600
標準価格各￥3,300標準価格各￥3,300

・寸法：W30×H46×D20cm(開口時の測定値)　・重量：850g

●無縫製構造…内側に縫い目が無いから、水や泥汚れをシャットアウト！
●防水素材…雨や泥等で汚れたレジャーウェア、長靴、シューズ、ギア等をそのままバッグイン！
●丸洗いＯＫ…汚れたら外側も内側もカバンごと水でカンタン丸洗い！

容量(約)
24ℓ

¥１８２,４００特
価

202.マックス202.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

203.キヤノン203.キヤノン

￥８５,０００特
価

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

豊富なマテリアルに
美しい印字を実現！

クラス最高レベルの
高速印字を実現！

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

0.01%単位で補正可能！
連続印字の位置ズレ
を防げます。

キャリングバッグ
×1個サービス

特
典

限定

6０台

204. ＣＴＫ204. ＣＴＫ
ホットマーカー　ＳＰ－８５００ホットマーカー　ＳＰ－８５００
コードNo. 326557 標準価格 オープン

速く、きれいに、使いやすく！
●充実のスタンドアロン機能
●同社従来製品より10%ほどスピードアップ
●USBメモリー対応

●充実のスタンドアロン機能
●同社従来製品より10%ほどスピードアップ
●USBメモリー対応

・寸法
　W315×D280×H305㎜
・質量
　11.5kg

¥１,１４０,０００特
価

印字テープ(黒)×12巻サービス特典

上段：3段式　下段：2段式
左より…黒、薄茶、濃茶

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！

180．ＫＦＣ180．ＫＦＣ

５０本入ＡＬＣ用

187.ヘンケル187.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

188.コニシ188.コニシ
３３３ｍｌ変成シリコンコーク クリヤー　３３３ｍｌ

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

各￥1,880特
価

※レギュラー
サイズ使用例

￥１,４８０特
価

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。

193. エンジニア 196.アルインコ196.アルインコ
１ｔ台車『ＤＵＮＫ』　ＭＴＲ１０００１ｔ台車『ＤＵＮＫ』　ＭＴＲ１０００
コードNo. 327928 標準価格¥120,000

力強きパートナー！

・6輪タイプ、最大積載質量1000kgの平台車
・四隅に単管パイプ挿入可(別売)
・本体寸法：W775×D1225×H262㎜
・本体質量：27.4kg

¥６１,８００特
価

※個人宅送り
　別途送料

『省人省力』の決定版！
電動台車 DSK-AS361B2電動台車 DSK-AS361B2 コードNo. 330596コードNo. 330596 標準価格 オープン標準価格 オープン

￥238,000特
価

197.ナンシン197.ナンシン

300Kg
最大積量

New

スロットルを回すと走行開始

伸・耐・快を備えた
職人の相棒！

サポートリフターサポートリフター

ＳＬＧ－Ｓ２９０ＳＬＧ－Ｓ２９０
コードNo. 329044コードNo. 329044
標準価格￥9,000標準価格￥9,000
ＳＬＧ－Ｓ３９０ＳＬＧ－Ｓ３９０
コードNo. 329045コードNo. 329045
標準価格￥10,500標準価格￥10,500

￥５,４００特
価

使用範囲：約1,600～2,900mm

￥６,３００特
価

使用範囲：約1,600～3,900mm

199. 新潟精機199. 新潟精機

耐荷重100kgf ※使用例

●伸縮自在、様々な場所や 
　用途で使えます。
●抜群の耐荷重で現場を 
　しっかり支える。
●ラチェット機能で早く 
　簡単に突っ張れる。

201.マックス201.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

アシストが必要な時に
電源ボタンを押す

ボタンひとつで
スピード切り替え

・サイズ：W600×D910×H900mm
　　　　（折りたたみ時H285mm）
・質量：29kg
・バッテリー：36Vリチウムイオン電池内蔵
・充電時間：4～6時間

●スロープ・坂道の運搬が圧倒的に楽になります。
●スロットルを離すと電磁ブレーキがかかります。
●急発進防止機能付き。

7

27. あああ

￥6,28０特
価

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

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

236.マザーツール

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

超軽量・小型モデル！

●データホールド機能
●電池残量表示
●バックライト付

160㎜160㎜

50㎜50㎜

耐久性・信頼性・操作性を追求！

オートレベル TK-832・三脚付オートレベル TK-832・三脚付
コードNo. 319337コードNo. 319337 標準価格￥183,000標準価格￥183,000

水準測量・土木建築に最適！水準測量・土木建築に最適！

￥69,8００特
価

・本体サイズ：W130×D215×H135mm
・質量：1.8kg

高精度
標準偏差(1km)
±0.7mm

望遠鏡
有効径42mm明るくク
リアな正立像の望遠鏡

防水性
JIS保護等級4相当の
すぐれた防水性

スタジア測量
スタジア測量が可能
(スタジア乗数100、
加数0)

221.ＬＴＣ221.ＬＴＣ

安全靴　タネージャー安全靴　タネージャー

新開発ミッドソールのハイパルスフォーム(高反発ソール)
により衝撃吸収性とクッション性が大幅にアップ！

246.ディアドラ246.ディアドラ

New
感動がフットワークに変わる瞬間！

各￥9,450特
価

TN-128
25.0cm　コードNo. 329549
25.5cm　コードNo. 329550
26.0cm　コードNo. 329551
26.5cm　コードNo. 329552
27.0cm　コードNo. 329553

25.0cm　コードNo. 329549
25.5cm　コードNo. 329550
26.0cm　コードNo. 329551
26.5cm　コードNo. 329552
27.0cm　コードNo. 329553

(白＋黒＋グレー) TN-212
25.0cm　コードNo. 329581
25.5cm　コードNo. 329582
26.0cm　コードNo. 329583
26.5cm　コードNo. 329584
27.0cm　コードNo. 329585

25.0cm　コードNo. 329581
25.5cm　コードNo. 329582
26.0cm　コードNo. 329583
26.5cm　コードNo. 329584
27.0cm　コードNo. 329585

(黒＋白＋黒)

標準価格 各￥10,500標準価格 各￥10,500

JSAA A種認定品
標準重量：860g/足(26.0)

ドットポイント搭載

グリンレーザー　LST-EG60Uセットグリンレーザー　LST-EG60Uセット
コードNo. 328600コードNo. 328600 標準価格 オープン価格標準価格 オープン価格

￥49,800特
価

217.ＬＴＣ217.ＬＴＣ

・ 4×おおがね・水平・地墨
・ 高輝度グリーンレーザー　
・全周微調整機能付

＜付属品＞
受光器
充電池

ACアダプター

,０００

212.タジマツール
標準価格￥350,000

専用リチウムイオン充電池/AC100V

受光器・三脚付

,０００

標準価格 オープン

・整準範囲±3°
・使用範囲直径 800m
・水平精度 15”（2.2mm/30m）

防塵・耐水
ＩＰ５６

218.ソキア

￥２９,８００特
価

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！

・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

219.サンポウ光学

気泡がデカくて見やすい！

タイヤのような
すごいグリップ！

箱型アルミレベル L777箱型アルミレベル L777

239. アカツキ製作所239. アカツキ製作所

L777 300mmL777 300mm

￥２,２８０特
価

コードNo. 329112
標準価格￥3,800
コードNo. 329112
標準価格￥3,800

L777 450mmL777 450mm

￥２,６７０特
価

コードNo. 329114
標準価格￥4,450
コードNo. 329114
標準価格￥4,450

L777 600mmL777 600mm

￥３,０００特
価

コードNo. 329115
標準価格￥5,000
コードNo. 329115
標準価格￥5,000

28mm

60mm

垂直気泡管

V溝付測定面

端面マド付で
狭い所でも
測定できます。

過去最大の気泡管を実現。
視認性抜群で効率UP！

ネイビー
25.0cm　コードNo. 329426
25.5cm　コードNo. 329427
26.0cm　コードNo. 329428
26.5cm　コードNo. 329429
27.0cm　コードNo. 329430

25.0cm　コードNo. 329426
25.5cm　コードNo. 329427
26.0cm　コードNo. 329428
26.5cm　コードNo. 329429
27.0cm　コードNo. 329430

ホワイト
25.0cm　コードNo. 329448
25.5cm　コードNo. 329449
26.0cm　コードNo. 329450
26.5cm　コードNo. 329452
27.0cm　コードNo. 329453

25.0cm　コードNo. 329448
25.5cm　コードNo. 329449
26.0cm　コードNo. 329450
26.5cm　コードNo. 329452
27.0cm　コードNo. 329453

安全靴キャンパスセーフティ　SD88－HI安全靴キャンパスセーフティ　SD88－HI
245.サンダンス245.サンダンス

タフでイカした安全靴！

ハイカットによりくるぶしを守る。
先芯：鋼鉄製(JIS規格S級相当)

キャンバス生地のおしゃれなアッパーデザイン！

標準価格 各オープン標準価格 各オープン

各￥３,２００特
価

223.カスタム

標準価格￥8,400

,７２０

防塵防水
ＩＰ５３

強力な滑り止め効果
のあるPパターン！
強力な滑り止め効果
のあるPパターン！

青青 赤赤 黒黒

216. ＬＴＣ

￥５０,０００特
価

コードNo. 316254 標準価格￥110,000
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

214.タジマツール214.タジマツール
ゼロブルー　ＺＥＲＯＢ－ＫＪＹゼロブルー　ＺＥＲＯＢ－ＫＪＹ
コードNo. 324142 標準価格¥126,000

ギラつきを抑えた
ブルーグリーンレーザー！

・単3形乾電池×4本使用
・寸法：H174×W112㎜
・質量：1030g
・受光器、三脚は別売です。
照射ライン：矩十字・横

¥８３,０００特
価

,７００

標準価格￥42,000

標準価格￥208,000標準価格￥208,000

回転式レーザーレベル
LL100N  オールインワンセット
回転式レーザーレベル
LL100N  オールインワンセット
コードNo.307262コードNo.307262
完全自動水平！

￥94,8００

220. ニコン220. ニコン

直径

仕様
350M

特
価

本体・三脚・スタッフ・受光器を
ひとつのケースに収納！

ノンスリップライトPパターン
甲メリ手袋
ノンスリップライトPパターン
甲メリ手袋
コード No.222073 青 M
コード No.222074 青 L
コード No.222075 青 LL
コード No.222076 赤 M
コード No.222077 赤 L
コード No.222078 赤 LL
コード No.222069 黒 M
コード No.222070 黒 L
コード No.222071 黒 LL

各￥980特
価

標準価格 各オープン
伸縮性のある「2WAY素材」を
Pパターンと東レフィールドセンサー
（手の甲部分）の間に採用！
手首のオールゴムと相まって、
指の先の先までしっかりとサポート！

●タテ・ヨコに伸縮性のある
   「2WAY素材」でフィット感バツグン
●手のひらPパターンでグリップカバツグン
●手の甲にフィールドセンサー®・採用
●手首オールゴムで脱着スムーズ

242.ペンギンエース242.ペンギンエース

受光器・三脚付き

4×おおがね
・水平360°
・地墨

電子整準フルライン
グリーンレーザー！

グリーンレーザー CPX-1Gセットグリーンレーザー CPX-1Gセット
コードNo. 330668コードNo. 330668 標準価格￥215,000標準価格￥215,000

￥96,800特
価

213.213.ＬＴＣ

・高輝度グリーンレーザー
・充電池・ACアダプター付

コードNo. 234183
標準価格 各￥30,000
接地棒の要らない
簡易測定（２極法）専門器！

228. 共立電気計器

￥２５,５００特
価

簡易接地抵抗計 ４３００

●地電圧／補助接地抵抗の
　異常をＬＥＤで通知
●100Ω以下を
　ブザーでお知らせ
●微小電流(2mA)で
　ＥＬＢの動作を防ぐ！

215.マキタ215.マキタ
充電式屋内外兼用墨出器　ＳＫ４０ＧＤ充電式屋内外兼用墨出器　ＳＫ４０ＧＤ
コードNo. 327605 標準価格¥98,000

厳選機能＋高精度投射！

・マキタバッテリをダイレクトに装着！
・単3形電池パック(別販売品)使用可能。
・受光器・バイス・収納ケース付

¥７８,０００特
価

スライド式
10.8V

クロスライン
・ろく

※バッテリ・充電器・三脚別売

￥８，９００特
価

￥１４,０００特
価

￥１１,０００特
価

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

222. 共立電気計器222. 共立電気計器

224. 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

￥４９,８００特
価

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。

226. 横河226. 横河225.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

227. 三和電気計器227. 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！

231.日置電機

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

￥１１,７００特
価

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

　　　H181×D16mm

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

233. 横河233. 横河

￥52,800特
価

デジタル照度計 ５１０１２
コードNo. 300548 標準価格￥60,000

JIS C 1609-1 2006 「照度計」
一般形AA級照度計に準拠

【測定範囲】
0.0～99.9/999/9,990/
99,900/999,000 lx

【選べる測定データ出力形式】
USB通信接続、レコーダ出力

携帯に便利な小形・軽量！
ハンドストラップ付！

グレー
25.0cm　コードNo.325416
25.5cm　コードNo.325417
26.0cm　コードNo.325418
26.5cm　コードNo.325419
27.0cm　コードNo.325420

25.0cm　コードNo.325416
25.5cm　コードNo.325417
26.0cm　コードNo.325418
26.5cm　コードNo.325419
27.0cm　コードNo.325420

標準価格 各オープン標準価格 各オープン

各￥3,980特
価

230マルチ計測器230マルチ計測器
ＡＣクランプリーカー　Ｍ－１１４０ＸＲＡＣクランプリーカー　Ｍ－１１４０ＸＲ
コードNo. 328155 標準価格¥45,000

スマートフォンと
Bluetooth接続！

●スマートフォンやタブレットと接続し波形表示が可能。
●CT内径φ40㎜で最大300Aまで測定可能。
●実効値検波（RMS）

●スマートフォンやタブレットと接続し波形表示が可能。
●CT内径φ40㎜で最大300Aまで測定可能。
●実効値検波（RMS）

・本体サイズ：W66×H205×D25㎜
・質量：約260g
・電源：コイン形リチウム電池
　CR2032×1個
・付属品：電池、キャリングケース

¥４０,５００特
価

232.日置電機232.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

￥6,28０特
価

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

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

234.マザーツール

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

超軽量・小型モデル！

●データホールド機能
●電池残量表示
●バックライト付

160㎜160㎜

50㎜50㎜

￥6,28０

標準価格￥6,980
－EN1S

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

235.マザーツール

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

超軽量・小型モデル！

●データホールド機能
●電池残量表示
●バックライト付

150㎜150㎜

配管職人用水平器配管職人用水平器

コードNo. 227973コードNo. 227973
標準価格￥7,800標準価格￥7,800

コードNo. 238735コードNo. 238735
標準価格￥8,750標準価格￥8,750

1台6役の多機能水平器！

￥5,250特
価

￥4,680特
価

238.アカツキ238.アカツキ

●Ⅰビーム型フレーム
●V溝付測定面
●Ⅰビーム型フレーム
●V溝付測定面

水平、垂直、勾配（1/50、1/100）、45度、マスレベルも！
（HL-450は1/200勾配も測定可能！）
水平、垂直、勾配（1/50、1/100）、45度、マスレベルも！
（HL-450は1/200勾配も測定可能！）

HL-450HL-450

HL-330HL-330・マグネット付測定面とＶ溝付測定面と
どちらも使えます！

W測定面仕様の
優れもの！

237. アカツキ製作所237. アカツキ製作所

￥１１,０００特
価

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

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

・サイズ：600㎜
・質量：560g
・使用電池：CR2032×2個

コードNo. 329531コードNo. 329531

￥１,９８０特
価

標準価格
オープン

240. PROMART240. PROMART

ＧＵＧ２５５５Ｍ
マグネット爪タイプ テープ長5.5m

コードNo. 329532コードNo. 329532

￥２,１５０特
価

標準価格
オープン

ＧＵＧ２５５５Ｈ
マグネット爪・ホルダー付き　
テープ長5.5m

241. スリーエム
耐切創手袋

￥2,750特
価

Sサイズ   GLOVE-CUT5-S
Mサイズ  GLOVE-CUT5-M
Lサイズ　 GLOVE-CUT5-L
XLサイズ  GLOVE-CUT5-XL

コードNo. 318781
コードNo. 317014
コードNo. 317015
コードNo. 317016

標準価格
オープン

耐切創レベル 5
￥1,580特
価

Sサイズ   GLOVE-CUT3-S
Mサイズ  GLOVE-CUT3-M
Lサイズ　 GLOVE-CUT3-L
XLサイズ  GLOVE-CUT3-XL

コードNo. 318780
コードNo. 317011
コードNo. 317012
コードNo. 317013

標準価格
オープン

耐切創レベル３

作業中の危険から手を守る！
・手のひらのゴム部に高い
  透湿性能を持たせ、 蒸れにくく
  長時間の作業でも快適！
・洗って繰り返しご使用いただけます。

ＦＣ－１８１（白）ＦＣ－１８１（白）
25.0cm
25.5cm
26.0cm
26.5cm
27.0cm

コードNo. 312992
コードNo. 312993
コードNo. 312994
コードNo. 312995
コードNo. 312996

ＦＣ－２９２（黒）ＦＣ－２９２（黒）
25.0cm
25.5cm
26.0cm
26.5cm
27.0cm

コードNo. 312999
コードNo. 313000
コードNo. 313001
コードNo. 313002
コードNo. 313003

243.ディアドラ243.ディアドラ
安全靴FINCH(フィンチ)安全靴FINCH(フィンチ)
人気のボアフィットシステム！
靴ひもを使用せず着脱がスムーズで、
快適なフィット感を提供！
靴ひもを使用せず着脱がスムーズで、
快適なフィット感を提供！ JSAA認定

A種プロテクティブ
スニーカー

標準価格 各￥13,000

各￥１１,０００特
価

ダイヤルを回してステンレス鋼ワイ
ヤーを締めたり緩めたりする「Boa
フィットシステム」

244. 丸五244. 丸五

●底面の熱から足裏を守る断熱構造ソール●底面の熱から足裏を守る断熱構造ソール

●柔軟高通気ゼロストレスニット採用●柔軟高通気ゼロストレスニット採用

●耐油底●耐油底
●屈曲作業で先芯が足に当たりにくい●屈曲作業で先芯が足に当たりにくい

●対向＆踵ベルトで急勾配でも脱げにくい●対向＆踵ベルトで急勾配でも脱げにくい

JSAA
B種
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198.アサダ198.アサダ
昇降台車 DEKITER　UE120昇降台車 DEKITER　UE120
コードNo. 324993 標準価格¥124,000

台車に代わる昇降台車！
●最高高さ
　フォーク下向き1.2m
　フォーク上向き1.4m
●最低高さ
　フォーク下向き0.1m
　フォーク上向き0.3m
●簡単折りたたみ式
●昇降作業は
　ウインチハンドルを
　回すだけ
●全タイヤに
　ボールベアリング採用

・サイズ：
H1,050×L930×
W540㎜

¥９９,８００特
価

作業現場の人手不足・高齢化を解消！

100Kg
最大積載荷重

183．ＫＦＣ183．ＫＦＣ

￥７,５００特
価

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

５００本入

配管・ダクト等
天井用アンカー
として最適！
W3/8×30（500本）

下穴径：12.5mm

191. オカモト191. 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！

185. ＫＦＣ185. 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 ¥1,20０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

181.フィッシャー181.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

￥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！

パイプの下側にユニ結露防止テープを貼って下さい。

190. ユニ

コンパクトキャリー
ＣＣ１０１ＫＢ２

195.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！ 150kg150kg

最大使用質量

205.リングスター205.リングスター
スピーディボックススピーディボックス
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

￥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

石こうボード、石材、木材への

用途

100%国内製造！

ガラパゴス 60gガラパゴス 60g
コードNo. 329282コードNo. 329282 標準価格 オープン標準価格 オープン

186. 関西パテ186. 関西パテ

可使時間

1時間
硬化時間

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！

177. 若井産業177. 若井産業 178. 若井産業178. 若井産業

￥１,５８０特
価

￥２,９８０特
価

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）

単位:㎜

・ナット部を締め付けると二重座金に
挟まれたチェックリングがはみ出てきます。

①座金外周から出る
　チェックリングで目視確認。
①座金外周から出る
　チェックリングで目視確認。

・吊りボルトのねじ込みが完了すると
ボルトチェッカーが押し出されます。

②高ナット側面の２カ所から出る
　ボルトチェッカーで目視確認。
②高ナット側面の２カ所から出る
　ボルトチェッカーで目視確認。

２つの
施工完了を目視で 簡単確認！

EZI-3025CN
W3/8 10 10.5 14

EZI-3045CN
69
89

35
55

品番 ねじ呼び径 アンカー外径 全長 穿孔径 穿孔深さ 二面幅

182.サンコーテクノ182.サンコーテクノ

￥１６０/本特
価

￥１５０/本特
価

イージーアイアンカー

コードNo. 324264
標準価格 ¥210/本

EZI-3025CN

コードNo. 324265
標準価格 ¥220/本

EZI-3045CN

※出荷単位30本

175. Ｆ＆Ｍ175. 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

176. 峰岸176. 峰岸

￥６,０００特
価

￥９００特
価

エアコン室内機取付専用アンカー　ＭＡ－１

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

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

大幅スピードＵＰ！ 簡単3ステップ施工！
９.５ｍｍ、１２.５ｍｍ厚
せっこうボード施工ＯＫ！

アンカーアンカー

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

ネジネジ

179. 大阪ファスニング179. 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）

￥９,８００特
価

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

184. ユニカ

¥2,150特
価

189.コニシ189.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。

￥１１１,２００特
価

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）

200.マックス

192. オカモト192. 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！

特
価

標準価格 オープン

長さ：25m　幅：50㎜

特
価

標準価格 オープン

長さ：25m　幅：50㎜

207.コマ印207.コマ印
革製腰袋 ＳＴシリーズ

￥６,０００特
価

ＢＲ－２０３ＳＴ
コードNo. 308666
標準価格￥10,000

￥７,２００特
価

ＢＲ－２０４ＳＴ
コードNo. 308668
標準価格￥12,000

￥６,０００特
価

ＢＴ－２０３ＳＴ
コードNo. 308664
標準価格￥10,000 ２段式

黒

￥７,２００特
価

ＢＴ－２０４ＳＴ
コードNo. 308665
標準価格￥12,000３段式

黒
￥５,４００特
価

Ｅ－２０３ＳＴ
コードNo. 308662 薄茶

２段式標準価格￥9,000

３段式
薄茶

￥６,９００特
価

Ｅ－２０４ＳＴ
コードNo. 308663
標準価格￥11,500

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！
セフ着脱式工具差しセフ着脱式工具差し

206. タジマツール206. タジマツール

SFKSN－P1VA（VAストリッパー差し）
コードNo. 329510コードNo. 329510
標準価格￥4,640標準価格￥4,640 ￥３,０８０特

価
SFKSN－P1PD（充電ペンドライバ差し）
コードNo. 329511コードNo. 329511
標準価格￥4,140標準価格￥4,140 ￥２,７８０特

価
SFKSN－P2SD（ドライバー2本差し）
コードNo. 329513コードNo. 329513
標準価格￥4,140標準価格￥4,140 ￥２,７８０特

価
SFKSN－P2CR（圧着ペンチ2本差し）
コードNo. 329514コードNo. 329514
標準価格￥4,470標準価格￥4,470 ￥２,９８０特

価

・セフ後付ホルダー(SF－CHLD)付き
・セフ後付ホルダーはベルトを外さずに
セフホルダーを追加できる「後付式」です。

※SFKSN－P1VA ※SFKSN－P1PD

※SFKSN－P2SD ※SFKSN－P2CR

腰周りの組み換えが簡単な着脱式！

※工具別売

208.リングスター208.リングスター

ＳＢ－５６０／グリーン

ＳＢサイドボックス
品番：ＳＢＳ－２００

￥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 オープン

●サイズ：L560×W295×H220㎜
●重量：1.05㎏　●容量：約22ℓ

●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

スーパーバスケット　ＳＢ－５６０スーパーバスケット　ＳＢ－５６０
長尺工具・道具等の収納に便利！
日本製

小工具・先端工具等の
収納に便利！

560㎜560㎜

62㎜62㎜

200㎜200㎜70㎜70㎜

※ＳＢ－３７０・４６５にも装着可能！

アクティブバッグアクティブバッグ
211. マーベル211. マーベル

目指したのは使いやすさ！

※画像はビッグサイズです。

・サイズ：H460×W340×D200mm　・質量：1,250g
●機能的な8つのポケット
MAB－R（レギュラーサイズ）

コードNo. 329834コードNo. 329834
標準価格￥11,000標準価格￥11,000 ￥６,特

価

MAB－B（ビッグサイズ）

・サイズ：H600×W340×D200mm　・質量：1,580g

●靴などを分けて収納できる2層式収納。
●ショルダーベルト、かさ増し巾着付き。

コードNo. 329835コードNo. 329835
標準価格￥15,000標準価格￥15,000 ￥９,特

価

容量
合計最大

水拭き可能な特殊素材！
スライド式チェストストラップ・背中パット付き
水拭き可能な特殊素材！
スライド式チェストストラップ・背中パット付き

コンパクト性能を追求！

台車Xカート XC0150Y　03786台車Xカート XC0150Y　03786
コードNo. 328651コードNo. 328651 標準価格￥9,500標準価格￥9,500

￥7,2００特
価

194. 土牛産業194. 土牛産業

・展開時全長：450×350×100mm　
・全重量：約2kg

●耐荷重：約65kg

ワンタッチで折りたためる！

使用イメージ動画は使用イメージ動画は
コチラ→コチラ→

水から守る・水で洗える！
ZATトートZATトート

209. ZAT209. ZAT

New
ブラック (G220-2312)
コードNo. 330601
グレー (G220-2329)
コードNo. 330602
カーキ (G220-2336)
コードNo. 330603
イエロー (G220-2343)
コードNo. 330604
標準価格各￥2,200標準価格各￥2,200

・寸法：W42(上部)32(底部)×H33×D17cm(開口時の測定値)　・重量：500g

●無縫製構造…内側に縫い目が無いから、水や泥汚れをシャットアウト！
●防水素材…雨や泥等で汚れたレジャーウェア、長靴、シューズ、ギア等をそのままバッグイン！
●丸洗いＯＫ…汚れたら外側も内側もカバンごと水でカンタン丸洗い！

容量(約)
10ℓ

水から守る・水で洗える！
ZATリュックZATリュック

210. ZAT210. ZAT

New

各￥2,800特
価

ブラック (G330-2350)
コードNo. 330597
グレー (G330-2367)
コードNo. 330598
カーキ (G330-2374)
コードNo. 330599
イエロー (G330-2381)
コードNo. 330600
標準価格各￥3,300標準価格各￥3,300

・寸法：W30×H46×D20cm(開口時の測定値)　・重量：850g

●無縫製構造…内側に縫い目が無いから、水や泥汚れをシャットアウト！
●防水素材…雨や泥等で汚れたレジャーウェア、長靴、シューズ、ギア等をそのままバッグイン！
●丸洗いＯＫ…汚れたら外側も内側もカバンごと水でカンタン丸洗い！

容量(約)
24ℓ

¥１８２,４００特
価

202.マックス202.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

203.キヤノン203.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！

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

0.01%単位で補正可能！
連続印字の位置ズレ
を防げます。

キャリングバッグ
×1個サービス

特
典

204. ＣＴＫ204. ＣＴＫ
ホットマーカー　ＳＰ－８５００ホットマーカー　ＳＰ－８５００
コードNo. 326557 標準価格 オープン

速く、きれいに、使いやすく！
●充実のスタンドアロン機能
●同社従来製品より10%ほどスピードアップ
●USBメモリー対応

●充実のスタンドアロン機能
●同社従来製品より10%ほどスピードアップ
●USBメモリー対応

・寸法
　W315×D280×H305㎜
・質量
　11.5kg

¥１,１４０,０００特
価

印字テープ(黒)×12巻サービス特典

上段：3段式　下段：2段式
左より…黒、薄茶、濃茶

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

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！

180．ＫＦＣ180．ＫＦＣ

５０本入ＡＬＣ用

187.ヘンケル187.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

188.コニシ188.コニシ
３３３ｍｌ変成シリコンコーク クリヤー　３３３ｍｌ

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

各￥1,880特
価

￥１,４８０特
価

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。

193. エンジニア 196.アルインコ196.アルインコ
１ｔ台車『ＤＵＮＫ』　ＭＴＲ１０００１ｔ台車『ＤＵＮＫ』　ＭＴＲ１０００
コードNo. 327928 標準価格¥120,000

力強きパートナー！

・6輪タイプ、最大積載質量1000kgの平台車
・四隅に単管パイプ挿入可(別売)
・本体寸法：W775×D1225×H262㎜
・本体質量：27.4kg

¥６１,８００特
価

※個人宅送り
　別途送料

『省人省力』の決定版！
電動台車 DSK-AS361B2電動台車 DSK-AS361B2 コードNo. 330596コードNo. 330596 標準価格 オープン標準価格 オープン

￥238,000特
価

197.ナンシン197.ナンシン

300Kg
最大積量

New

スロットルを回すと走行開始

伸・耐・快を備えた
職人の相棒！

サポートリフターサポートリフター

ＳＬＧ－Ｓ２９０ＳＬＧ－Ｓ２９０
コードNo. 329044コードNo. 329044
標準価格￥9,000標準価格￥9,000
ＳＬＧ－Ｓ３９０ＳＬＧ－Ｓ３９０
コードNo. 329045コードNo. 329045
標準価格￥10,500標準価格￥10,500

￥５,４００特
価

使用範囲：約1,600～2,900mm

￥６,３００特
価

使用範囲：約1,600～3,900mm

199. 新潟精機199. 新潟精機

耐荷重100kgf ※使用例

●伸縮自在、様々な場所や 
　用途で使えます。
●抜群の耐荷重で現場を 
　しっかり支える。
●ラチェット機能で早く 
　簡単に突っ張れる。

201.マックス201.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

ボタンひとつで
スピード切り替え

・サイズ：W600×D910×H900mm
　　　　（折りたたみ時H285mm）
・質量：29kg
・バッテリー：36Vリチウムイオン電池内蔵
・充電時間：4～6時間

●スロープ・坂道の運搬が圧倒的に楽になります。
●スロットルを離すと電磁ブレーキがかかります。
●急発進防止機能付き。

7

27. あああ

￥6,28０特
価

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

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

236.マザーツール

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

超軽量・小型モデル！

●データホールド機能
●電池残量表示
●バックライト付

160㎜160㎜

50㎜50㎜

耐久性・信頼性・操作性を追求！

オートレベル TK-832・三脚付オートレベル TK-832・三脚付
コードNo. 319337コードNo. 319337 標準価格￥183,000標準価格￥183,000

水準測量・土木建築に最適！水準測量・土木建築に最適！

￥69,8００特
価

・本体サイズ：W130×D215×H135mm
・質量：1.8kg

高精度
標準偏差(1km)
±0.7mm

望遠鏡
有効径42mm明るくク
リアな正立像の望遠鏡

防水性
JIS保護等級4相当の
すぐれた防水性

スタジア測量
スタジア測量が可能
(スタジア乗数100、
加数0)

221.ＬＴＣ221.ＬＴＣ

安全靴　タネージャー安全靴　タネージャー

新開発ミッドソールのハイパルスフォーム(高反発ソール)
により衝撃吸収性とクッション性が大幅にアップ！

246.ディアドラ246.ディアドラ

New
感動がフットワークに変わる瞬間！

各￥9,450特
価

TN-128
25.0cm　コードNo. 329549
25.5cm　コードNo. 329550
26.0cm　コードNo. 329551
26.5cm　コードNo. 329552
27.0cm　コードNo. 329553

25.0cm　コードNo. 329549
25.5cm　コードNo. 329550
26.0cm　コードNo. 329551
26.5cm　コードNo. 329552
27.0cm　コードNo. 329553

(白＋黒＋グレー) TN-212
25.0cm　コードNo. 329581
25.5cm　コードNo. 329582
26.0cm　コードNo. 329583
26.5cm　コードNo. 329584
27.0cm　コードNo. 329585

25.0cm　コードNo. 329581
25.5cm　コードNo. 329582
26.0cm　コードNo. 329583
26.5cm　コードNo. 329584
27.0cm　コードNo. 329585

(黒＋白＋黒)

標準価格 各￥10,500標準価格 各￥10,500

JSAA A種認定品
標準重量：860g/足(26.0)

ドットポイント搭載

グリンレーザー　LST-EG60Uセットグリンレーザー　LST-EG60Uセット
コードNo. 328600コードNo. 328600 標準価格 オープン価格標準価格 オープン価格

￥49,800特
価

217.ＬＴＣ217.ＬＴＣ

・ 4×おおがね・水平・地墨
・ 高輝度グリーンレーザー　
・全周微調整機能付

＜付属品＞
受光器
充電池

ACアダプター

￥２３１,０００特
価

212.タジマツール
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！

￥１２０,０００特
価

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！

・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！

防塵・耐水
ＩＰ５６

218.ソキア

￥２９,８００特
価

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！

・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

219.サンポウ光学

気泡がデカくて見やすい！

タイヤのような
すごいグリップ！

箱型アルミレベル L777箱型アルミレベル L777

239. アカツキ製作所239. アカツキ製作所

L777 300mmL777 300mm

￥２,２８０特
価

コードNo. 329112
標準価格￥3,800
コードNo. 329112
標準価格￥3,800

L777 450mmL777 450mm

￥２,６７０特
価

コードNo. 329114
標準価格￥4,450
コードNo. 329114
標準価格￥4,450

L777 600mmL777 600mm

￥３,０００特
価

コードNo. 329115
標準価格￥5,000
コードNo. 329115
標準価格￥5,000

28mm

60mm

垂直気泡管

V溝付測定面

端面マド付で
狭い所でも
測定できます。

過去最大の気泡管を実現。
視認性抜群で効率UP！

ネイビー
25.0cm　コードNo. 329426
25.5cm　コードNo. 329427
26.0cm　コードNo. 329428
26.5cm　コードNo. 329429
27.0cm　コードNo. 329430

25.0cm　コードNo. 329426
25.5cm　コードNo. 329427
26.0cm　コードNo. 329428
26.5cm　コードNo. 329429
27.0cm　コードNo. 329430

ホワイト
25.0cm　コードNo. 329448
25.5cm　コードNo. 329449
26.0cm　コードNo. 329450
26.5cm　コードNo. 329452
27.0cm　コードNo. 329453

25.0cm　コードNo. 329448
25.5cm　コードNo. 329449
26.0cm　コードNo. 329450
26.5cm　コードNo. 329452
27.0cm　コードNo. 329453

安全靴キャンパスセーフティ　SD88－HI安全靴キャンパスセーフティ　SD88－HI
245.サンダンス245.サンダンス

タフでイカした安全靴！

ハイカットによりくるぶしを守る。
先芯：鋼鉄製(JIS規格S級相当)

キャンバス生地のおしゃれなアッパーデザイン！

標準価格 各オープン標準価格 各オープン

各￥３,２００特
価

223.カスタム
検相・検電器　ＶＰ－０１Ｕ
コードNo. 312113 標準価格￥8,400
新方式の検相器！

￥６,７２０特
価

●細い・太い配線や、狭い
　間隔でも検相可能に
●小型・軽量ボディで
　抜群の携帯性
●設置や撤収の手間が省ける

３相３線式/３相４線式配電線における
相順(起電力が発生する順番)が
ペンタイプのプローブを配電線に
接触させることで確認できる
新方式の検相器！

・検出電圧範囲：AC100V～AC1,000V
・寸法：(L)153×(W)21×(D)26mm
・質量：約40g(電池含む)

防塵防水
ＩＰ５３

検電機能付き

強力な滑り止め効果
のあるPパターン！
強力な滑り止め効果
のあるPパターン！

青青 赤赤 黒黒

216. ＬＴＣ

￥５０,０００特
価

コードNo. 316254 標準価格￥110,000
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

214.タジマツール214.タジマツール
ゼロブルー　ＺＥＲＯＢ－ＫＪＹゼロブルー　ＺＥＲＯＢ－ＫＪＹ
コードNo. 324142 標準価格¥126,000

ギラつきを抑えた
ブルーグリーンレーザー！

・単3形乾電池×4本使用
・寸法：H174×W112㎜
・質量：1030g
・受光器、三脚は別売です。
照射ライン：矩十字・横

¥８３,０００特
価

巻き取りに便利なコードリール付！

229. 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

標準価格￥208,000標準価格￥208,000

回転式レーザーレベル
LL100N  オールインワンセット
回転式レーザーレベル
LL100N  オールインワンセット
コードNo.307262コードNo.307262
完全自動水平！

￥94,8００

220. ニコン220. ニコン

直径

仕様
350M

特
価

本体・三脚・スタッフ・受光器を
ひとつのケースに収納！

ノンスリップライトPパターン
甲メリ手袋
ノンスリップライトPパターン
甲メリ手袋
コード No.222073 青 M
コード No.222074 青 L
コード No.222075 青 LL
コード No.222076 赤 M
コード No.222077 赤 L
コード No.222078 赤 LL
コード No.222069 黒 M
コード No.222070 黒 L
コード No.222071 黒 LL

各￥980特
価

標準価格 各オープン
伸縮性のある「2WAY素材」を
Pパターンと東レフィールドセンサー
（手の甲部分）の間に採用！
手首のオールゴムと相まって、
指の先の先までしっかりとサポート！

●タテ・ヨコに伸縮性のある
   「2WAY素材」でフィット感バツグン
●手のひらPパターンでグリップカバツグン
●手の甲にフィールドセンサー®・採用
●手首オールゴムで脱着スムーズ

242.ペンギンエース242.ペンギンエース

受光器・三脚付き

4×おおがね
・水平360°
・地墨

電子整準フルライン
グリーンレーザー！

グリーンレーザー CPX-1Gセットグリーンレーザー CPX-1Gセット
コードNo. 330668コードNo. 330668 標準価格￥215,000標準価格￥215,000

￥96,800特
価

213.213.ＬＴＣ

・高輝度グリーンレーザー
・充電池・ACアダプター付

コードNo. 234183
標準価格 各￥30,000
接地棒の要らない
簡易測定（２極法）専門器！

228. 共立電気計器

￥２５,５００特
価

簡易接地抵抗計 ４３００

●地電圧／補助接地抵抗の
　異常をＬＥＤで通知
●100Ω以下を
　ブザーでお知らせ
●微小電流(2mA)で
　ＥＬＢの動作を防ぐ！

215.マキタ215.マキタ
充電式屋内外兼用墨出器　ＳＫ４０ＧＤ充電式屋内外兼用墨出器　ＳＫ４０ＧＤ
コードNo. 327605 標準価格¥98,000

厳選機能＋高精度投射！

・マキタバッテリをダイレクトに装着！
・単3形電池パック(別販売品)使用可能。
・受光器・バイス・収納ケース付

¥７８,０００特
価

スライド式
10.8V

クロスライン
・ろく

※バッテリ・充電器・三脚別売

￥８，９００特
価

￥１４,０００特
価

￥１１,０００特
価

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

222. 共立電気計器222. 共立電気計器

224. 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

￥４９,８００特
価

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。

226. 横河226. 横河225.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

227. 三和電気計器227. 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！

231.日置電機

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

￥１１,７００特
価

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

　　　H181×D16mm

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

233. 横河233. 横河

￥52,800特
価

デジタル照度計 ５１０１２
コードNo. 300548 標準価格￥60,000

JIS C 1609-1 2006 「照度計」
一般形AA級照度計に準拠

【測定範囲】
0.0～99.9/999/9,990/
99,900/999,000 lx

【選べる測定データ出力形式】
USB通信接続、レコーダ出力

携帯に便利な小形・軽量！
ハンドストラップ付！

カーキ
25.0cm　コードNo.325408
25.5cm　コードNo.325409
26.0cm　コードNo.325411
26.5cm　コードNo.325412
27.0cm　コードNo.325413

25.0cm　コードNo.325408
25.5cm　コードNo.325409
26.0cm　コードNo.325411
26.5cm　コードNo.325412
27.0cm　コードNo.325413

グレー
25.0cm　コードNo.325416
25.5cm　コードNo.325417
26.0cm　コードNo.325418
26.5cm　コードNo.325419
27.0cm　コードNo.325420

25.0cm　コードNo.325416
25.5cm　コードNo.325417
26.0cm　コードNo.325418
26.5cm　コードNo.325419
27.0cm　コードNo.325420

標準価格 各オープン標準価格 各オープン

各￥3,980特
価

230マルチ計測器230マルチ計測器
ＡＣクランプリーカー　Ｍ－１１４０ＸＲＡＣクランプリーカー　Ｍ－１１４０ＸＲ
コードNo. 328155 標準価格¥45,000

スマートフォンと
Bluetooth接続！

●スマートフォンやタブレットと接続し波形表示が可能。
●CT内径φ40㎜で最大300Aまで測定可能。
●実効値検波（RMS）

●スマートフォンやタブレットと接続し波形表示が可能。
●CT内径φ40㎜で最大300Aまで測定可能。
●実効値検波（RMS）

・本体サイズ：W66×H205×D25㎜
・質量：約260g
・電源：コイン形リチウム電池
　CR2032×1個
・付属品：電池、キャリングケース

¥４０,５００特
価

232.日置電機232.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

￥6,28０特
価

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

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

234.マザーツール

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

超軽量・小型モデル！

●データホールド機能
●電池残量表示
●バックライト付

160㎜160㎜

50㎜50㎜

￥6,28０特
価

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

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

235.マザーツール

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

超軽量・小型モデル！

●データホールド機能
●電池残量表示
●バックライト付

150㎜150㎜

52㎜52㎜

配管職人用水平器配管職人用水平器

コードNo. 227973コードNo. 227973
標準価格￥7,800標準価格￥7,800

コードNo. 238735コードNo. 238735
標準価格￥8,750標準価格￥8,750

1台6役の多機能水平器！

￥5,250特
価

￥4,680特
価

238. アカツキ製作所238. アカツキ製作所

●Ⅰビーム型フレーム
●V溝付測定面
●Ⅰビーム型フレーム
●V溝付測定面

水平、垂直、勾配（1/50、1/100）、45度、マスレベルも！
（HL-450は1/200勾配も測定可能！）
水平、垂直、勾配（1/50、1/100）、45度、マスレベルも！
（HL-450は1/200勾配も測定可能！）

HL-450HL-450

HL-330HL-330・マグネット付測定面とＶ溝付測定面と
どちらも使えます！

W測定面仕様の
優れもの！

237. アカツキ製作所237. アカツキ製作所

￥１１,０００特
価

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

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

・サイズ：600㎜
・質量：560g
・使用電池：CR2032×2個

テープの裏面が賢い！
極匠ゴム裏技極匠ゴム裏技

コードNo. 329531コードNo. 329531

離れても見やすい「5mm間隔目盛」（裏面のみ）
一目でわかる「通し寸法表記」（裏面のみ）

￥１,９８０特
価

標準価格
オープン

240. PROMART240. PROMART

ＧＵＧ２５５５Ｍ
マグネット爪タイプ テープ長5.5m

コードNo. 329532コードNo. 329532

￥２,１５０特
価

標準価格
オープン

ＧＵＧ２５５５Ｈ
マグネット爪・ホルダー付き　
テープ長5.5m

241. スリーエム
耐切創手袋

各￥2,750特
価

Sサイズ   GLOVE-CUT5-S
Mサイズ  GLOVE-CUT5-M
Lサイズ　 GLOVE-CUT5-L
XLサイズ  GLOVE-CUT5-XL

コードNo. 318781
コードNo. 317014
コードNo. 317015
コードNo. 317016

標準価格
各¥3,140

耐切創レベル 5
各￥1,580特

価

Sサイズ   GLOVE-CUT3-S
Mサイズ  GLOVE-CUT3-M
Lサイズ　 GLOVE-CUT3-L
XLサイズ  GLOVE-CUT3-XL

コードNo. 318780
コードNo. 317011
コードNo. 317012
コードNo. 317013

標準価格
各¥1,800

耐切創レベル３

作業中の危険から手を守る！
・手のひらのゴム部に高い
  透湿性能を持たせ、 蒸れにくく
  長時間の作業でも快適！
・洗って繰り返しご使用いただけます。

ＦＣ－１８１（白）ＦＣ－１８１（白）
25.0cm
25.5cm
26.0cm
26.5cm
27.0cm

コードNo. 312992
コードNo. 312993
コードNo. 312994
コードNo. 312995
コードNo. 312996

ＦＣ－２９２（黒）ＦＣ－２９２（黒）
25.0cm
25.5cm
26.0cm
26.5cm
27.0cm

コードNo. 312999
コードNo. 313000
コードNo. 313001
コードNo. 313002
コードNo. 313003

243.ディアドラ243.ディアドラ
安全靴FINCH(フィンチ)安全靴FINCH(フィンチ)
人気のボアフィットシステム！
靴ひもを使用せず着脱がスムーズで、
快適なフィット感を提供！
靴ひもを使用せず着脱がスムーズで、
快適なフィット感を提供！ JSAA認定

A種プロテクティブ
スニーカー

標準価格 各￥13,000

各￥１１,０００特
価

ダイヤルを回してステンレス鋼ワイ
ヤーを締めたり緩めたりする「Boa
フィットシステム」

マンダムルーフ安全靴#5マンダムルーフ安全靴#5
244. 丸五244. 丸五

屋根作業に最適な断熱安全スニーカー！

●底面の熱から足裏を守る断熱構造ソール●底面の熱から足裏を守る断熱構造ソール

●柔軟高通気ゼロストレスニット採用●柔軟高通気ゼロストレスニット採用

●耐油底●耐油底
●屈曲作業で先芯が足に当たりにくい●屈曲作業で先芯が足に当たりにくい

●対向＆踵ベルトで急勾配でも脱げにくい●対向＆踵ベルトで急勾配でも脱げにくい

どんな体勢でも滑りにくい360グリップ！

JSAA
B種
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お気軽にご用命ください

クリップボード　マグフラップNo.5085クリップボード　マグフラップNo.5085
265. キングジム265. キングジム

マグネットで固定できるクリップボード！

各￥780特
価

標準価格 各￥880
赤　コードNo. 330669赤　コードNo. 330669
緑　コードNo. 330670緑　コードNo. 330670

四脚伸縮式専用脚立　ダン吉四脚伸縮式専用脚立　ダン吉

266. ナカオ266. ナカオ
安定性抜群のアウトリガー一体式！

AN-90
コードNo. 330632コードNo. 330632
標準価格￥50,000標準価格￥50,000

AN-120
コードNo. 330633コードNo. 330633
標準価格￥55,000標準価格￥55,000

AN-150
コードNo. 330634コードNo. 330634
標準価格￥60,000標準価格￥60,000

AN-180
コードNo. 330635コードNo. 330635
標準価格￥65,000標準価格￥65,000

￥36,0００特
価

￥39,600特
価

￥46,800特
価

￥43,200特
価

最大使用質量

160kg160kg

天板高：0.73～0.92m　質量：7.2kg

天板高：1.02～1.21m　質量：8.5kg

天板高：1.31～1.50m　質量：9.7kg

天板高：1.60～1.79m　質量：11.0kg

仮説工業会認定モデル

267. 長谷川工業267. 長谷川工業

脚軽シリーズがリニューアル！
専用脚立　脚軽専用脚立　脚軽

軽くて丈夫な脚立軽くて丈夫な脚立
RZ-06c
コードNo. 330454コードNo. 330454
標準価格￥11,000標準価格￥11,000

天板高：0.60m　質量：2.7kg

￥6,800特
価

RZ-09c
コードNo. 330455コードNo. 330455
標準価格￥13,000標準価格￥13,000

天板高：0.79m　質量：3.4kg

￥7,800特
価

RZ-12c
コードNo. 330456コードNo. 330456
標準価格￥16,000標準価格￥16,000

天板高：1.09m　質量：4.2kg

￥9,800特
価

RZ-15c
コードNo. 330457コードNo. 330457
標準価格￥19,000標準価格￥19,000

RZ-21c
コードNo. 330459コードNo. 330459
標準価格￥27,000標準価格￥27,000

専用脚立　脚軽130

100Kg
最大使用質量

天板高：1.62～1.83m　質量：7.5kg

￥19,800特
価

RZS-18a
コードNo. 330469コードNo. 330469
標準価格￥33,000標準価格￥33,000

天板高：0.73～0.94m　質量：4.7kg

天板高：1.32～1.53m　質量：6.5kg

￥12,800特
価

￥16,800特
価130Kg

最大使用質量

130Kg
最大使用質量

RZB-15b
コードNo. 330463コードNo. 330463
標準価格￥22,000標準価格￥22,000

RZB-21b
コードNo. 330465コードNo. 330465
標準価格￥30,000標準価格￥30,000

●シリーズ全てJIS適合品。品質・性能ともに安心。
●新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。
●シリーズ全てJIS適合品。品質・性能ともに安心。
●新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。

天板高：1.39m　質量：5.2kg

￥13,800特
価

天板高：1.99m　質量：7.5kg

￥17,800特
価

RZS-09a
コードNo. 330466コードNo. 330466
標準価格￥21,000標準価格￥21,000

天板高：1.92～2.13m　質量：8.5kg

￥21,800特
価

RZS-21a
コードNo. 330470コードNo. 330470
標準価格￥36,000標準価格￥36,000

天板高：1.03～1.23m　質量：5.6kg

￥14,800特
価

RZS-12a
コードNo. 330467コードNo. 330467
標準価格￥25,000標準価格￥25,000

RZS-15a
コードNo.330468コードNo.330468
標準価格￥29,000標準価格￥29,000

RZB-06b
コードNo. 330460コードNo. 330460
標準価格￥14,000標準価格￥14,000

RZB-12b
コードNo. 330462コードNo. 330462
標準価格￥19,000標準価格￥19,000

天板高：0.60m　質量：2.7kg

天板高：1.09m　質量：4.2kg

￥8,800特
価

RZB-18b
コードNo. 330464コードNo. 330464
標準価格￥26,000標準価格￥26,000

天板高：1.69m　質量：6.4kg

￥15,800特
価

RZB-09b
コードNo. 330461コードNo. 330461
標準価格￥16,000標準価格￥16,000

天板高：0.79m　質量：3.4kg

￥9,800特
価

￥11,800特
価

天板高：1.39m　質量：5.2kg

￥11,800特
価

RZ-18c
コードNo. 330458コードNo. 330458
標準価格￥23,000標準価格￥23,000

天板高：1.69m　質量：6.4kg

￥13,800特
価
天板高：1.99m　質量：7.5kg

￥15,800特
価

脚部伸縮式で凹凸に対応脚部伸縮式で凹凸に対応専用脚立　脚軽伸縮式空間に調和するブラックカラー空間に調和するブラックカラー専用脚立　脚軽BLACK

携帯性を重視した
ワークライト！

充電式ワークライトiW4R 502003充電式ワークライトiW4R 502003
コードNo. 327842コードNo. 327842 標準価格￥7,000標準価格￥7,000

￥4,8００特
価

254.レッドレンザー254.レッドレンザー

ソーラーセンサーライトソーラーセンサーライト
259. ハタヤ259. ハタヤ

ワイドステップ専用脚立ワイドステップ専用脚立
268. アルインコ268. アルインコ

高所作業に適した業務用専用脚立！

各￥20,0００特
価

四脚アジャスト式脚立四脚アジャスト式脚立
269.ピカコーポレイション269.ピカコーポレイション

かがまずに伸縮脚を伸ばせる上部操作式！

New

コードNo. 226696
コードNo. 226697
コードNo. 226698

MXB-240F
MXB-270F
MXB-300F

標準価格 ￥51,000
標準価格 ￥57,000
標準価格 ￥62,000

標準価格 ￥51,000
標準価格 ￥57,000
標準価格 ￥62,000

軽くて便利！どこでも簡単取付け！

軽便ＬＥＤランプ　ＬＫ－１０Ｌ軽便ＬＥＤランプ　ＬＫ－１０Ｌ
コードNo. 313026コードNo. 313026 標準価格オープン標準価格オープン

￥2,980特
価

●定格寿命：40,000時間
●色温度：3,000K
●定格：100V・10W
　50Hz／60Hz
●定格電流：100mA
●電線：VCTFK
　0.75mm²×2芯×5m
●質量：0.82kg

257. ハタヤ257. ハタヤ

明るさ
8００
ルーメン

●長寿命１０ＷＬＥＤ採用クリップランプ

￥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

260.日動工業260.日動工業
ＬＥＤセンサーライトＬＥＤセンサーライト
人や車を察知してピカッと点灯！

100V専用
屋外型

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。

261.日動工業261.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

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

1,080Lm1,080Lm
定格光束

5000K（昼白色）5000K（昼白色）
発光色

充電式

屋外型

New

264. ＫＥＮＷＯＯＤ264. 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

LEDヘッドライト ゲインテックLEDヘッドライト ゲインテック
247.ジェントス247.ジェントス

ハードな使用にも耐える！高耐久プロ向けシリーズ！

・電源：単3電池×3本

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

248.レッドレンザー248.レッドレンザー 249.グランツ249.グランツ
ＬＥＤヘッドライト　ＲＶＨ０７ＬＥＤヘッドライト　ＲＶＨ０７
コードNo. 327902 標準価格 オープン

衝撃の軽さ！

本体重量約55g
電池込み重量約90g
本体重量約55g
電池込み重量約90g

●作業現場から釣り、レジャーまで幅広く使える
　本格軽量コンパクトモデル
●作業現場から釣り、レジャーまで幅広く使える
　本格軽量コンパクトモデル

・本体サイズ：48×67×55㎜
・防水等級：IPX4
・電源：単4形電池×3本
・付属品：布バンド、ヘルメットクリップ4個、テスト電池

Highモード時：260ルーメン
Lowモード時：30ルーメン

¥５,８００特
価

600ルーメン600ルーメン
パワーモード時明るさ

幅広く使用できる
ベーシックライト！

LEDヘッドライト　LE－E501D－SPLEDヘッドライト　LE－E501D－SP
コードNo. 328571コードNo. 328571 標準価格￥8,300標準価格￥8,300

￥5,400特
価

・外形寸法
38×87×55mm
・製品重量
118g(電池含まず)

250. タジマツール250. タジマツール

2m
耐落下

IPX4
防水(防沫型)

●専用充電池または
　単3形乾電池、どちらも
　選べるハイブリッド式。
●最大500lm。
　250、120、50lmの
　3照射切替。

500lm500lm
明るさ最大

充電式キーライト
×1個サービス

特
典

251.ジェントス251.ジェントス
充電式ＬＥＤライト　ＲＸ－０８６ＰＳＳＥＴ充電式ＬＥＤライト　ＲＸ－０８６ＰＳＳＥＴ
コードNo. 328299 標準価格 オープン

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：φ29.5×149.5㎜　・質量：185g
・ストラップ・マイクロUSBケーブル付属

¥６,０００特
価

800ルーメン800ルーメン
明るさ最大

ハーネスに装着できる
ワークライト！

LEDセフ着脱式ライト　LE－SF351DLEDセフ着脱式ライト　LE－SF351D
コードNo. 328574コードNo. 328574 標準価格￥4,100標準価格￥4,100

￥2,680特
価

・外形寸法：129×62×34mm
・製品重量：91g(電池含まず)
・電源：単3形乾電池×3本

【付属品】
単管クランプ(φ48.6)×2・バイス・
リモコン・延長スイッチ(収納袋付)

255. タジマツール255. タジマツール

※使用例

●縦ベルト用セフに、
　上下どちらの 
　向きでも取付けが可能。
●最大350lm、150lm、
　15lm、選べる 
　明るさ3モード

●電源:単3電池×3本
　（エネループ・充電式エボルタ使用可能）

●均一に広範囲を照らすメインライトと、
　狭所をピンポイントに照らすトップ
　ライトの2灯式です。
●底面マグネットで
　固定すれば、
　ハンズフリー
　で作業可能に。

2m
耐落下

IPX4
防水(防沫型)

350lm350lm
明るさ最大

NDA－150～210：300×172mmNDA－150～210：300×172mm

アウトリガー付きはしご兼用脚立アウトリガー付きはしご兼用脚立
270. ピカコーポレイション270. ピカコーポレイション

より安全性がアップする
アウトリガー付き！

ＮＤＡ－９０
コードNo. 328032コードNo. 328032

・天板高さ：0.81m　・質量：4.6kg

標準価格￥31,000標準価格￥31,000 ￥１８,８００特
価

ＮＤＡ－１２０
コードNo. 328033コードNo. 328033

・天板高さ：1.10m　・質量：5.5kg

標準価格￥34,000標準価格￥34,000 ￥２０,８００特
価

ＮＤＡ－１５０
コードNo. 328034コードNo. 328034

・天板高さ：1.39m　・質量：7.5kg

標準価格￥40,000標準価格￥40,000 ￥２４,８００特
価

ＮＤＡ－１８０
コードNo. 328035コードNo. 328035

・天板高さ：1.68m　・質量：8.9kg

標準価格￥45,000標準価格￥45,000 ￥２７,８００特
価

ＮＤＡ－２１０
コードNo. 328036コードNo. 328036

・天板高さ：1.98m　・質量：11.2kg

標準価格￥51,000標準価格￥51,000 ￥３０,８００特
価

SCN-90A
コードNo. 330505コードNo. 330505
標準価格￥26,000標準価格￥26,000
SCN-120A
コードNo. 328403コードNo. 328403
標準価格￥30,000標準価格￥30,000
SCN-150A
コードNo. 328404コードNo. 328404
標準価格￥34,000標準価格￥34,000
SCN-180A
コードNo. 328405コードNo. 328405
標準価格￥39,000標準価格￥39,000
SCN-210A
コードNo. 328406コードNo. 328406
標準価格￥43,000標準価格￥43,000

￥１4,８００特
価

￥17,８００特
価

￥２0,８００特
価

￥２3,８００特
価

￥24,８００特
価

100Kg
最大使用質量

・天板寸法：NDA－90・120：300×164mm・天板寸法：NDA－90・120：300×164mm

253.グランツ253.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

1000lm1000lm
パワーモード明るさ

500lm500lm
ハイモード明るさ

256.アイガーツール256.アイガーツール
充電式蛍光灯型作業灯充電式蛍光灯型作業灯
いろんな場所で使える蛍光灯型作業灯！

●マグネット、フック、USBコード付き。
　スマホの予備バッテリーとしても使えます。
●ワンボックスカーのリアドアや
　工具用チェストへの取付など使い道いろいろ。
●明るい場合は暗く、暗い場合は明るく変光する調光式。

●マグネット、フック、USBコード付き。
　スマホの予備バッテリーとしても使えます。
●ワンボックスカーのリアドアや
　工具用チェストへの取付など使い道いろいろ。
●明るい場合は暗く、暗い場合は明るく変光する調光式。

明るさ：800ルーメン

￥３,６８０特
価

ＥＫＭ７６６０（全長 430㎜）
コードNo. 328162コードNo. 328162
標準価格￥5,700標準価格￥5,700

明るさ：500ルーメン

￥３,２８０特
価

ＥＫＭ７６５９（全長 320㎜）
コードNo. 328161コードNo. 328161
標準価格￥5,000標準価格￥5,000

明るさ：230ルーメン

￥２,３８０特
価

ＥＫＭ７６５８（全長 210 ㎜）
コードNo. 328160コードNo. 328160
標準価格￥3,700標準価格￥3,700

263.アルインコ263.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

272.アルインコ272.アルインコ
伸縮式足場台GAUDI伸縮式足場台GAUDI
上でやるやつ！

伸縮調整は操作レバーを引き下げるだけ！伸縮調整は操作レバーを引き下げるだけ！

しゃがまなくても立ったままで伸縮！しゃがまなくても立ったままで伸縮！

※折りたたみ時

※個人宅送り別途送料

※北海道・沖縄・離島は運賃別途

天板高さ：0.95～1.39m

￥２５,８００特
価

ＧＵＸ－１０１４Ｗ
コードNo. 327924コードNo. 327924
標準価格￥50,000標準価格￥50,000

天板高さ：0.66～1.01m

￥１９,８００
ＧＵＸ－７１０
コードNo. 327923コードNo. 327923特

価標準価格￥39,000標準価格￥39,000

片側を引き下げれば片脚、真ん中を引き下げれば
2本同時に伸縮調整が可能です。
（操作レバーは全サイズ天板の下）

立ったまま伸縮可能なので腰への負担や体力の消
耗を大幅軽減。

100Kg
最大使用質量

ACアダプター
×１個サービス

特
典

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

252.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

・サイズ：A4 ヨコ型
・外寸：H325×W227×t18mm
・最大収納枚数：約30枚

￥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

258. ハタヤ258. ハタヤ

￥12,800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

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

100Kg
最大使用質量

100Kg
最大使用質量

100Kg
最大使用質量

271.ピカコーポレイション271.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。

有効高さ(m) 質量(kg)

2.29

2.59

2.88

天板高さ(m)

MXB-240F

MXB-270F

MXB-300F

1.70

1.99

2.29

11.6

13.1

14.9

品番

●60mmの幅広踏ざん採用で作業効率が大幅にアップします。
●使いやすいワンタッチ式開き止め金具を採用しています。
●60mmの幅広踏ざん採用で作業効率が大幅にアップします。
●使いやすいワンタッチ式開き止め金具を採用しています。

質量(kg)
0.61～0.97
0.94～1.25
1.24～1.55
1.53～1.84
1.82～2.13

天板高さ(m)
SCN-90A
SCN-120A
SCN-150A
SCN-180A
SCN-210A

6.4
7.1
8.2
10.0
11.2

品番

￥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

New

GT-391D
コードNo. 329974コードNo. 329974
標準価格 オープン標準価格 オープン ￥1,980特

価
GT-392D
コードNo. 329975コードNo. 329975
標準価格 オープン標準価格 オープン ￥2,980特

価
GT-393D
コードNo. 329976コードNo. 329976
標準価格 オープン標準価格 オープン ￥3,980特

価

320ルーメン320ルーメン
明るさ最大

440ルーメン440ルーメン
明るさ最大

550ルーメン550ルーメン
明るさ最大

150ルーメン150ルーメン
明るさ最大

・本体寸法：27×157×20mm
・本体質量：約72g
・使用電池：専用充電池(内蔵)
・付属品：USBケーブル
・光束：メインライト…最大150ルーメン/
　トップライト…最大75ルーメン

IP54

太陽光で充電できる
センサーライト！

SSL-06 (6W)SSL-06 (6W)
コードNo. 329289コードNo. 329289
標準価格￥32,000標準価格￥32,000
SSL-12 (12W)SSL-12 (12W)
コードNo. 329290コードNo. 329290
標準価格￥44,000標準価格￥44,000

￥19,8００特
価

全光束：700ルーメン

￥27,0００特
価

全光束：1,300ルーメン

屋外用

●底面フラップが紙の下側をホールド！
　書類のめくれを防ぐ！

●背面フラップがめくった紙をホールド！
　手を放しても紙が戻らない！

ACアダプター
×1個サービス

特
典

足場台用緩衝材PRCV1
×1セットサービス

特
典

好きな場所で見る、
聴くを楽しむ！

充電式ラジオ付テレビ TV100充電式ラジオ付テレビ TV100
コードNo. 328850コードNo. 328850 標準価格￥69,600標準価格￥69,600

￥55,6００特
価

・体機寸法：205×300×349mm
          (ハンドルを起こした時)
・質量：5.2kg
         (バッテリ除く)

262. マキタ262. マキタ

New

電源
・リチウムイオンバッテリ
 (スライドタイプ)
 10.8V/14.4V/18V
 (ライトバッテリ除く)
家庭用電源
・AC100V 50/60Hz


