
9月21日～12月20日
セール期間

選べて嬉しい
！景
品付
き商
品あります！

上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！

景品付

特
価￥168,000 （税込￥184,800）

充電ハンマドリル  GBH18V-34CF
コードNo. 358308 標準価格 ￥264,000（税込）
パワフル&スマート！

特
価￥240,000 （税込￥264,000）

充電ハンマドリル  GBH18V-45C
コードNo. 343260 標準価格 ￥352,000（税込）
1500W機種並みのハイパワー！

コードレスチップソー切断機
一台二役、作業用途が倍増！

特
価￥50,400 （税込￥55,440）

充電レシプロソー  EZ47A1LJ2G-B
コードNo. 348792 標準価格 ￥79,200（税込）

コードレスチップソーカッタ

EXENA インパクトドライバー
直感操作の極みへ！

リモコンウインチ
遠隔操作（約30m）のできる
リモコンタイプ！

特
価￥165,000 （税込￥181,500）

充電鋲打機  BX3ME P2/4.0Aコンボ
コードNo. 449992 標準価格 ￥229,900（税込）

専用ピン20mm
X-P20B3MX 2000本

コードNo. 317899
標準価格  ￥83,600（税込）

特
価￥61,200 （税込￥67,320）

4.0Ah最新
バッテリー搭載！

●コード式950W機種並みのハイパワーで5.8Jの打撃力を実現。
●スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
●高容量ProCORE8.0Ahバッテリー2個付
●SDSプラスシャンク
●クイックリリースシステム

●SDS-maxシャンク・破つり兼用のコードレスハンマードリル。
●打撃力12.5J
●スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
●超高容量ProCORE12Ahバッテリー2個付

【付属品】4.0Ah バッテリ×2、充電器、ケース

セットのバッテリーの容量が
3.0Ah→4.0Ahにアップ！

自立するので上向き

作業にも便利！

・風量：(L)250L/min (H)500L/min  
・熱風温度：50～ 550℃
・電源：単相 100V
・消費電力：1,200W
・サイズ：L255×W82×H205mm  
・質量：0.58kg
・コード：2m

特
価￥64,000 （税込￥70,400）

充電式ブロワ  MUB001GRDX
コードNo. 352723 標準価格 ￥88,000（税込）
28mLエンジン式同等のパワー！

動画はこちら！

●最大風量（ブーストモード）：16m3/min
●最大風速（ブーストモード）：64m/s
●ブロワ機能のみ

【付属品】バッテリ BL4025×2本、充電器DC40RA

直径５２ｍｍの極細握り！

・回転数：12,000min-1
・サイズ：L279×W117×H88mm
・質量：1.5kg

※写真の砥石は別売です

コードNo. 413001 標準価格¥132,000（税込）
ウルトラガスツールUG7  042434

ハイコスト

パフォーマンス！

コンクリートやＨ鋼などの厚鋼板に
アンカーピン（鋲）をダイレクトに打ち込む
「ガス式鋲打ち機」です。

・寸法：387×373×116mm
・質量：3.7kg（バッテリー・ガス缶込み）

・ガスツールUG7 に使用できるガスとピンのセットです。
・頭部径 6.3  軸径 3.0/2.6  全長 22
・ガス 1本、ピン 1000 本入
特
価￥17,800 （税込￥19,580）

ガスピン  UG3022同梱 1000キット
コードNo. 413007 標準価格 ￥25,080（税込）

・ガスツールUG7 に使用できるガスとピンのセットです。
・頭部径 6.3  軸径 3.0/2.6  全長 19
・ガス 1本、ピン 1000 本入
特
価￥16,800 （税込￥18,480）

ガスピン  UG3019同梱 1000キット
コードNo.413006 標準価格 ￥23,760（税込）

特
価￥75,000 （税込￥82,500）

【付属品】
バッテリー×2個、充電器、ケース
※専用燃料ガス、ピンは別売です。

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

折り曲げ式で狭所でも快適！

φ50mmφ50mm
金属管

50mm50mm
木材

・寸法：L455×H141×W64mm
 （折り曲げなし時 /18V5.0Ah バッテリ使用時）
・質量：2.05kg（18V5.0Ah バッテリ使用時）
・取付可能刃厚：0.9 ～ 1.6mm  
・ストローク幅：14mm

【付属品】
18V5.0Ah 電池パック×2・急速充電器・
プラスチックケース・金工刃×1枚・六角レンチ

荷揚げ操作を

コードレスで！
AWI-196RCBAWIM-126RCB

※各リモコン 1個付属

NewNew

NewNew

NewNew

CD3605DB(XP)
（バッテリ・充電器付） コードNo. 358122

標準価格 ￥78,980（税込）

CD3605DB(NN)（本体）コードNo. 358123標準価格 ￥45,870（税込）

特
価￥53,800 （税込￥59,180）

特
価￥31,300 （税込￥34,430）

CD3605DFA(XP)
（バッテリ・充電器付） コードNo. 358124

標準価格 ￥84,700（税込）

CD3605DFA(NN)（本体）コードNo. 358125標準価格 ￥55,770（税込）

特
価￥57,800 （税込￥63,580）

特
価￥38,000 （税込￥41,800）

様々な材料を一発で切断！
厚さ12mmの厚物鉄板も
サクッと切断可能です。

・最大切り込み深さ：57.5mm
・のこ刃外径：145～150mm/穴径20mm
・本体サイズ：L276×H247×W177mm
・質量：2.9kg

ベース部のボルトをはずすと、
ハンディタイプ（CD3605DB）
として使用が可能。

・のこ刃外径：150mm/穴径20mm
・本体サイズ：L394×H348×W205mm
・質量：6.6kg
・最大切断能力（バイス角0°）：丸パイプ外径56mm/アングル鋼50×50mm
・最大切断能力（バイス角左45°）：丸パイプ外径40mm/アングル鋼40×40mm

AWI-196RCB
コードNo. 330272
標準価格 ￥381,700（税込）

AWIM-126RCB
コードNo. 330279
標準価格 ￥315,700（税込）

特
価￥243,000 （税込￥267,300）

特
価￥200,000 （税込￥220,000）

スミ打ちアタッチメントEZ9HX500 コードNo. 358875
標準価格 各￥10,780（税込）

特
価 各￥7,400 （税込各￥8,140）アングルアタッチメントEZ9HX501 コードNo. 358876

EZ1PD1J18D-B（黒）
EZ1PD1J18D-R（赤）
EZ1PD1J18D-Y（黄）

コードNo. 358862

【付属品】18Vバッテリ2個、充電器、ケース

コードNo. 358863
コードNo. 358864

標準価格 各￥78,100（税込）

特
価 各￥49,700（税込各￥54,670）

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

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

●業界最短ヘッドサイズ98mm （※2021年6月1日現在）
●同社従来品の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。
●別売のアタッチメントを使用すれば狭所作業・隅打ち作業が快適。

A

B C

アサヒ
スーパードライセット
ＡＳ－３Ｎ

カゴメ
フルーツ+野菜飲料ギフトＮｏ．３０
Ｔ２８５－１０

新潟こしひかりパックごはん
Ｔ３４９－０７
レンジ2分でお手軽に食べられる
パックごはんのセットです。

特
価￥76,300 （税込￥83,930）

充電全ネジカッタ  EZ45A8LJ2GB
コードNo. 324600 標準価格￥119,900（税込）

特
価￥7,500 （税込￥8,250）

ホットエアガン  AHAG1551
コードNo. 330103 標準価格 ￥11,880（税込）
塩ビパイプの曲げ加工・加熱包装などに。
（温度調節機能付き）

特
価￥10,200 （税込￥11,220）

ジスクグラインダ  AG-111
コードNo. 330088 標準価格 ￥16,060（税込）

特
価￥94,880 （税込￥104,368）

充電式ハンマ  HM001GRMX
コードNo. 351764 標準価格 ￥130,460（税込）

電動工具

・寸法：L496×W113×H258mm
・質量：6.3kg

40Vmax仕様によりAC機を超える破砕力を実現（※同社比）

【付属品】
バッテリー BL4040×2ケ、充電器、ケース

特
価￥105,000 （税込￥115,500）

充電ハンマドリル  PJR266A-B2C/2540A
コードNo. 324997 標準価格 ￥160,600（税込）

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

・能力：コンクリート 32mm・ダイヤモンドコア 82mm・
                 鉄工 13mm・木工 40mm
・サイズ：H260×D96×W435mm
・質量：5.9kg( バッテリー含む )

・能力：ドリルビット 45mm・コア 125mm
・サイズ：H266×D131×W545mm
・質量：9.3kg( バッテリー含む )

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！優しい
強靭な耐環境性能「マックス イージス」強い

・鉄工：φ13mm
・木工：φ30mm
・コンクリート：φ26mm

特
価￥54,000 （税込￥59,400）

小型電動ブレーカー  TE500X(G03)
コードNo. 321988 標準価格 ￥72,820（税込）
革新的な冷却システム！

チャック部先端から
冷却風を排出！

●チャック部の温度上昇を抑え粉塵の侵入を防ぐ。
●冷却風により熱くならないからチャック部を持てる！
   ピンポイントな作業が可能！
・寸法：417×108×240mm
・重量：4.8kg 六角軸

17
特
価￥234,600 （税込￥258,060）

電動ハツリ機  TE-1000AVRコンボ
コードNo. 311796 標準価格 ￥317,680（税込）
振動軽減システムAVRが驚きの
低振動を実現！

世界最高技術の

低振動構造

クラス最強！

・定格電流：15A
・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

特
価￥130,000 （税込￥143,000）

ガスネイラ  GS-738C2
コードNo. 324728 標準価格 ￥170,500（税込）

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

特
価￥99,800 （税込￥109,780）

マンティス XB125・チェンバイス
コードNo. 219359 標準価格 ￥161,700（税込）
切断精度と安全性を追求！

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

【付属品】
・帯のこ刃ハイス 14山×１本
・六角棒レンチ５mm×１本

特
価￥215,000 （税込￥236,500）

バンドソー  RB180FV-HA
コードNo. 306295 標準価格 ￥418,000（税込）
快速・快適・高精度切断と
カット数UPを実現！

※送料別途

クラス最大の切断能力！
200×100mmH鋼を
一発切断！
便利なコンター機能付！

コンプレッサー

・タンク容量：11L
・質量：16kg

標準価格 各￥226,600（税込）

特
価各￥176,800 （税込各￥194,480）

特
価各￥175,000 （税込各￥192,500）

AK-HL1270E3
コードNo. 342628 コードNo. 342629

AK-HL1270E3 ブラック

コードNo. 342631
AK-HH1270E3 ブラックAK-HH1270E3

コードNo.  342630 標準価格 各￥228,800（税込）

４５気圧

コンプの極致！

専用コンプアプリで、
スマホでの操作が可能です。

・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

003. ボッシュ 004. ボッシュ

008.JPF

010.HiKOKI 011.HiKOKI 012. パナソニック 013. パナソニック

017. パナソニック

018. 京セラ

016. 京セラ

020. 京セラ

001. マキタ 002. マックス

005. ヒルティ 006. ヒルティ

009. ヒルティ

007. マックス

014.REX 015. 新ダイワ

019. マキタ 021. マックス

１



特
価各￥4,500 （税込各￥4,950）

延長コード キュービー
デスク周辺になじむスクエアタイプ！

ポケットフィッシャー
滑り止め蓄光グリップ付！

VA線ストリッパー  MVA-1620

特
価￥118,400 （税込￥130,240）

レタツイン  LM-550W2
コードNo. 363889 標準価格 ￥162,800（税込）

レタツイン
レタツインがさらに進化！

ケーブルペンチ  No.6050
新設計の刃形状で軽やかに切断！

特
価￥250,000 （税込￥275,000）

クリンプボーイ  EV-250DL標準セット
コードNo. 320669 標準価格 ￥423,500（税込）
18V/14.4V両方の電池が使用可能！

特
価￥100,000 （税込￥110,000）

インパクトパンチ  NC-ETP-3
コードNo. 360929 標準価格 オープン
インパクトドライバにセット可能！

特
価￥299,000 （税込￥328,900）

コードNo. 337912 標準価格 ￥482,900（税込）
T型圧縮はT450まで可能！
（オプションの圧縮アタッチメント使用）

・適用範囲：圧着 150-325【8-10(OP)】
  圧縮 C12-C42(OP)  T 型圧縮 T11-T450(OP)

※連続操作の場合、インパクトドライバが過負荷になり
発熱します。連続使用回数は最大 15回を目安として
ご使用ください。
※インパクトドライバ・パンチ刃物は別売です。

・サイズ：H60×L212×W138mm
・質量：2.1kg

【セット内容】
工具本体、バッテリ BP-2120、充電器 CH-21J、ケース、肩掛ベルト

・寸法：379×352×92mm
・質量：6.9kg

２１．６Ｖ

２．０Ａｈ

圧着・ 圧縮

３２５ｍｍ２まで！

充電式圧着工具  S7G-M325R充電式圧着工具

２１．６Ｖ

２．０Ａｈ

●14.4V仕様以上のインパクトドライバにセット可能です。
●薄鋼75・厚鋼70まで穴あけ可能（板厚2.3tまで )
●連続使用回数（10～15回 )

●業界初の空冷ファン搭載で抜群の長時間稼働。
●トルクがあるため、詰まらず停まらない。
    固いシースも一瞬。
●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。

●φ2.6mm×3芯のVA・VVF線、22mm2の
    IV線が楽に切断可能です。
●刃の根本部分では鉄線φ2.0mm、
    ピアノ線φ0.8mmの切断が可能。
●先端のくわえ部はラウンドした形状による
    3点保持で薄い板でもしっかり掴めます。

パワフル & スピーディ！

S7G-M200R コードNo. 322914
標準価格  ￥379,500（税込）

S7G-M250R コードNo. 322915
標準価格  ￥392,700（税込）

特
価￥235,000 （税込￥258,500）

特
価￥245,000 （税込￥269,500）

・圧着範囲：14～ 250mm2
・寸法：327×343×80mm
・質量：4.5kg

・圧着範囲：14～ 200mm2
・寸法：316×345×80mm
・質量：4.2kg

ラチェット式でラクラク切断！

特
価￥9,700 （税込￥10,670）

ラチェットケーブルカッター  DRC-325K
コードNo. 317466 標準価格 ￥16,390（税込）

・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！

●視認性にこだわった2書体を追加搭載。
●チューブ印字で見やすい大きな文字。
●1.5～8mmまでのチューブ
    5・9・12mmのテープに印字可。

特
価￥89,800 （税込￥98,780）

防水防塵カメラ  G900保証モデル
コードNo. 327774 標準価格 ￥118,800（税込）
工事用電子小黒板機能に対応！

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。
・35ミリ判換算値 約 28 ～ 140mm
・本体サイズ：W118.2×H65.5×D33.1mm
・質量：252g( 電池、SDメモリーカード含む )

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！

NewNew

NewNew

NewNew

NewNew

全てを備えたオールインワン！
●視認性にこだわった2書体を追加搭載。
●チューブ印字で見やすい大きな文字。
●フェルール端子台の記名板に対応。
●1.5～8mmまでのチューブ
   5・9・12mmのテープに印字可。
●チューブウォーマー、
   PCリンク、ケース付

特
価￥3,480 （税込￥3,828）

スーパーボックス  SR-395W
コードNo. 360935 標準価格 オープン
プロが選ぶ最強ボディ！ NewNew

NewNew

●本体には自動車バンパー素材を使用。
●幅広工具等の収納に最適なスクエアータイプ。
●仕切板8枚で区切れる中皿付

●ポピュラーな形状のヘルメット用ヘッドバンドホルダー付属。
●交互・中継・連結中継/2,3,4者間同時通話対応
●47ch特定小電力トランシーバー
●IP66 耐塵・耐暴噴流相当（本体部のみ、マイク含まず）

・サイズ：L391×W390×H265mm
・質量：2.6kg

特
価￥182,400 （税込￥200,640）

ビーポップ  CPM-100H5
コードNo. 320528 標準価格 ￥250,800（税込）
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！

１８Ｖ ５．０Ａｈ

【付属品】18V 電池パック×1個、充電器、
圧着ダイス 14～ 250sq、ケース

・サイズ：W919×D826×H1200mm
・耐荷重 70kg

【付属品】万能フックボルト (W3)×4 個

●兼用タイプにリニューアル
●早送り付きでスピード圧着
●オプションのアタッチメント装着でマルチ工具に早変わり

●ワンオペＯＫの軽量スタンド。
●分電盤の取り付けは万能フックボルトによる
    引掛け式です。

圧着ダイス
１４～２５０ｓｑ

VA線ストリッパ（エコ）  VS-4A

特
価￥3,700 （税込￥4,070）

コードNo. 300979 標準価格 ￥6,798（税込）

特
価￥2,940 （税込￥3,234）

誰でも早くて簡単、きれいな切り口！
コードNo. 330863 標準価格 ￥5,390（税込）

※使用イメージ

ＶＶＦ・エコ電線４サイズ対応！
φ１．６×２心、３心
φ２．０×２心、３心

３心の心線被覆も一発剥離！

切る・ 測る・ 剥く・曲げるが

これ１本で！

動画はこちら！

特
価￥48,800 （税込￥53,680）

仮設分電盤用アルミスタンド  OKAL900
コードNo. 358630 標準価格 ￥82,500（税込）
設置が楽！移動もラク！

切る・図る・ 剥く・曲げるが

コレ１本！

・3心同時ストリップ対応
・ストリップしやすいバネ付き
・グリップ（裏面）15・20cm目盛付き

・全長：228mm
・質量：215g

エコ電線対応

1.6mm×2心
1.6mm×3心
2.0mm×2心
2.0mm×3心

切断能力

詳しくはこちら！

電設・管理

ＶＡ線ニッパー
VVF（VA線）の切断に！

・コード長：2.5m
・サイズ：145×110×28mm
・質量：350g

【付属品】
バッテリーパック EBP-108、ヘルメットホルダー×2個、ヘッドバンド×3本

●100VコンセントとUSBポートをそれぞれ2口装備。
●重ねたり並べて置けるマルチデザインです。
●スマホやタブレットを立てられるスタンドになります。

コードNo. 356614
SSS-01W（白）

SSS-01B（黒）
コードNo. 356613 標準価格 各オープン

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！

機能充実！

特
価￥4,100 （税込￥4,510）

ネジラーペンチ  ZA7050-200
コードNo. 317596 標準価格 ￥7,524（税込）

特
価￥49,800（税込￥54,780）

ヘルメット用トランシーバー  DJ-PHM20
コードNo. 360946 標準価格 オープン
ヘルメット・作業帽への取り付けに特化！

特
価￥430,000 （税込￥473,000）

ストリッピングマシン  NC-CV325-7
コードNo. 353307 標準価格 ￥693,000（税込）
単芯325mm2まで1回分別！

S7-K50 コードNo. 324605
標準価格  ￥211,200（税込）

S7-K50Y コードNo. 324606
標準価格  ￥251,900（税込）

特
価￥134,000 （税込￥147,400）

特
価￥160,000 （税込￥176,000）

Ｌｉ－ｉｏｎ ２１．６Ｖ
【付属品】
バッテリパック BP-2120、充電器、ケース

充電式ケーブルカッタ

オートリバース搭載！

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。

特
価￥181,000 （税込￥199,100）

充電油圧パンチャー  REC-Li7PD
コードNo. 341590 標準価格 ￥291,500（税込） １４．４Ｖ

小型軽量！

・適用範囲： A15 ～ A75、B16 ～ B82、
 軟鋼板 t3.2mm、ステンレス t1.6mm
・外形寸法：380×136×84mm
・質量：3kg( バッテリを含む )

【付属品】バッテリパック、充電器、ケース

軟鋼板3.2mm・3インチまで
穴あけ可能。

特
価￥2,380 （税込￥2,618）

二段式ペン型ドライバー差し  YS-503W
コードNo. 323666 標準価格 ￥4,180（税込）
ペン型ドライバー＋ドライバー
2本＋ビットを収納可能！

二段式VAストリッパー差し  A-35W
コードNo. 323668 標準価格 ￥4,400（税込）

VAストリッパー
＋

ペンチの二段差し

作業効率ＵＰ！

・引張強力に強く、耐摩耗性にも優れた
   ナイロンオックス繊維840デニール使用
・裏側全体を樹脂材で補強してあります。
・色：ネイビー

※工具は別売です。

ペンチは 8インチのものまで
収納可能です。

※工具は別売です。

牛革タイプの二段差し！

特
価￥2,500 （税込￥2,750）

納得の収納力！

ツールバック

●持ち運びやすく、
    握りやすいパイプハンドル
●外側にはノコギリ収納専用ポケット
●コンベックスホルダー付き

TB-4525
コードNo. 324715
標準価格 ￥10,450（税込）

TB-3520
コードNo. 354887
標準価格 ￥7,810（税込）

特
価￥7,100 （税込￥7,810）

特
価￥5,300 （税込￥5,830）

・寸法：H320×W380×D240mm　・質量：1,160g

・寸法：H340×W470×D280mm　・質量：1,985g

DPF-300H
コードNo. 357438
標準価格 ￥8,690（税込）

DPF-200H
コードNo. 357437
標準価格 ￥7,150（税込）

特
価￥5,200 （税込￥5,720）

特
価￥4,280（税込￥4,708）

・伸長時長さ：2.0m　・収納時長さ：31.5cm
・質量：240g

・伸長時長さ：3.0m　・収納時長さ：38cm
・質量：340g

No.6050-200BG KUROKIN
コードNo. 358286
標準価格 ￥9,416（税込）

No.6050-175BG KUROKIN
コードNo. 358285
標準価格 ￥9,130（税込）

特
価￥5,140 （税込￥5,654）

特
価￥4,980 （税込￥5,478）

・全長：183mm  ・質量：282g

・全長：209mm  ・質量：321g

寸切り修正ペンチ
薄型軽量＋高耐久！
●掴む・切る・簡易圧着・
   ネジ山修正を1本に
●寸切りボルト(3/8)の
   ネジ山修正、バリ取りが可能

MZHG-225
コードNo. 357535
標準価格 ￥7,700（税込）

MZHG-200
コードNo. 357533
標準価格 ￥7,260（税込）

特
価￥4,550 （税込￥5,005）

特
価￥4,280 （税込￥4,708）

・切断能力：鉄線4.0φ・銅線5.0φ・VVF線1.6×3芯・2.0×3芯
・圧着能力：1.25~3.5mm2  ・製品重量：340g

特
価￥190 （税込￥209）

SBサイドボックス
SBS-200
コードNo. 319177

・サイズ：L560×W295×H220mm
・重量：1.05 ㎏
・容量：約 22ℓ

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！
SB-370･465
にも装着可能！

62mm

200mm70mm

特
価各￥920 （税込各￥1,012）

コードNo. 319176レッド
グリーン コードNo. 319175

標準価格  各オープン 標準価格  オープン

スーパーバスケット  SB-560
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！

560mm

LM-500F2 コードNo. 363887
標準価格 ￥79,200（税込）

LM-500W2 コードNo. 363888
標準価格 ￥126,500（税込）

特
価￥57,600 （税込￥63,360）

特
価￥92,000 （税込￥101,200）

全長 223mm  質量 355g

全長 193mm  質量 275g

※99W－175 のカバーは赤色です。
99W-175 コードNo. 210118

標準価格 ￥6,006（税込）

99W-200 コードNo. 210119
標準価格 ￥6,578（税込）

特
価￥3,280 （税込￥3,608）

特
価￥3,600 （税込￥3,960）

・切断能力：鉄線3.6φ・銅線4.6φ・VVF線1.6×3芯・2.0×3芯
・圧着能力：1.25~3.5mm2  ・製品重量：290g

トランシーバー  DJ-P321

標準価格 各￥21,780（税込）

小型・多機能・高性能アンテナ採用！
●特定小電力無線/交互通話専用
●交互中継を含む交互通話モードで全47チャンネルに対応。
・本体サイズ：H74.8×W46.8×D27.7mm
・質量：約 82g
・電源： 単 3アルカリ乾電池×1本または専用充電池（別売）

ブラック・ロングアンテナ
DJ-P321BL
コードNo. 330388

ブラック・ミドルアンテナ
DJ-P321BM
コードNo. 330389

レッド・ミドルアンテナ
DJ-P321RM
コードNo. 330390

ゴールド・ミドルアンテナ
DJ-P321GM
コードNo. 330391

特
価各￥11,800 （税込各￥12,980）

成形カバーに通し穴が付いています。

刃先が薄く切れ味抜群！

動画はこちら！

●暗い場所でも視認できる蓄光タイプ
●同社フィッシャー用先端金具や、みるサーチミニも取付可能

動画はこちら！

※ヘルメットは別売です。

036. ハタヤ035. ジェフコム

024. マクセルイズミ023. マクセルイズミ

030. ジェフコム

041. リコー

029. セフティー電気用品 031 フジ矢 032. ビクター

034. メリー033. メリー

038. マーベル 040. アルインコ

042. マックス 043. マックス 044. マックス 045. リングスター

022. 西田製作所

025. カクタス 028. 西田製作所026. マクセルイズミ 027. マクセルイズミ

046. コマ印 047. コマ印 48. トップ工業 049. リングスター

037.MCC 039. アルインコ

２



特
価￥28,000 （税込￥30,800）

ドライクリーナー  T7/1PLUS
コードNo. 311772 標準価格 ￥41,800（税込）
コンパクトなプロ仕様！

特
価￥19,800 （税込￥21,780）

ポータブルウォッシャー  BPW1800L1
コードNo. 339169 標準価格￥39,600（税込）

特
価￥29,800 （税込￥32,780）

サイクロンクリーナー  NVC-S35L
コードNo. 308053 標準価格 ￥63,800（税込）
火山灰など微細な粉塵を10kg吸っても
パワーが落ちない！

電動テストポンプ
手軽に使える100Vタイプ！

エンビパイプカッター
切れ味鋭い特殊形状！

塩ビカッタ（特殊コーティング）

切れ味超爽快！

質量(kg) 適応パイプ外径(mm)
228
299

全長(mm)
VC-0348A
VC-0363A

0.4
0.65

～φ48
～φ63

品番

VC-0363A

VC-0348A
コードNo. 336176
標準価格 ￥10,978（税込）

コードNo. 336178
標準価格 ￥19,558（税込）

KY-40A
コードNo. 121048
標準価格 ￥110,000（税込）

KY-20A
コードNo. 121023
標準価格 ￥61,600（税込）

特
価￥74,000 （税込￥81,400）

特
価￥41,400 （税込￥45,540）

特
価￥10,680 （税込￥11,748）

特
価￥5,980 （税込￥6,578）

１８Ｖ

１．５Ａｈ

配管・ 作業
運搬

パイプ圧着機
ヘッドが可動式だから
使いやすさ抜群！

パイプ断水機
2スピード油圧ポンプにより
スピーディに止水！

特
価￥188,000 （税込￥206,800）

特
価￥9,980 （税込￥10,978）

エンビパイプカッター  PIP63
コードNo. 315923 標準価格 ￥18,304（税込）

特
価￥6,600 （税込￥7,260）

プリカカッター  MPL-35
コードNo. 330609 標準価格 ￥12,100（税込）
ラチェット機構により片手で簡単、
きれいに切断可能！

・吸水量：3.5L/min  ・出力：0.2kW
・寸法：L210×W230×H210mm  ・質量：9kg

・吸水量：7.0L/min  ・出力：0.4kW
・寸法：L325×W255×H240mm  ・質量：17kg

特
価￥550,000 （税込￥605,000）

Gラインスコープ  GLS-V2830MKⅡ
コードNo. 353918 標準価格 ￥759,000（税込）
操作性もアップした進化形！
●タッチパネル式７インチ大型モニター採用。
●自動水平機能で管内の撮影状態を一定に保ちます。
●適応管径：φ30～φ110mm

・カメラヘッドサイズ：φ28mm
・カメラケーブル長：30m（有効長 28m）
・寸法：W350×D463×H176mm
・質量：5.7kg

特
価￥40,000 （税込￥44,000）

デジタル聴診棒  DG-01
コードNo. 317314 標準価格 ￥63，800（税込）

漏水音・異音を逃さずキャッチ！
・漏水箇所から伝播する
微少な音を聴き分け、漏水
位置の特定に。
・ベアリングやモーターな
どの異常音の大きさや音
質を聴き分け、メンテナン
スポイントの特定に。

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

特
価￥72,800 （税込￥80,080）

塩ビパイプ挿入機  PIM200-R
コードNo. 205188 標準価格 ￥133,507（税込）
パイプに傷をつけずに挿入できます！
●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

止水バイス（緊急用止水工具）

特
価￥7,000 （税込￥7,700）

コードNo. 239281 標準価格 ￥11,000（税込）
ハンドル付きで狭い場所での
止水作業に最適！

※使用例

17mmラチェットレンチでの締め付けが可能です。
※17mmラチェットレンチ別売

・圧着能力：13～ 30A
・適応管：塩ビ・ポリ管専用

特
価￥7,100 （税込￥7,810）

たて型ワイドレンチ  SOM93
コードNo. 354219 標準価格 ￥13,024（税込）
アルミ製の弱点を解消！
●高強度、高耐久性の鉄製。
●大きな口開き16～93mm
●四角・六角・八角など、角型形状品や排水トラップ
  (最小4.5mm巾)の締め付け・緩め作業に最適です。

切り込みに適した形状のR刃を使用し、
管の「割れ」「凹み」を抑えられます。

・全長：250mm
・質量：820g

サイレントマスタ運搬台車

DSK-301B2 コードNo. 237454
標準価格  オープン

DSK-301 コードNo. 218113
標準価格  オープン

特
価￥17,800 （税込￥19,580）

特
価￥15,500 （税込￥17,050）

静かで滑らかな動きの
微音キャスターを採用。

驚くほど小さな力で移動できる！

・サイズ：W900×D600mm
・車輪：125mmグレーゴム

簡単操作で車輪がロックするブレーキ付き。

TVP-63
コードNo. 326372
標準価格 ￥18,150（税込）

TVP-42
コードNo. 203143
標準価格 ￥10,945（税込）

特
価￥9,900 （税込￥10,890）

特
価￥5,980 （税込￥6,578）

切断能力：外径φ42mmまで
付属のアタッチメント使用で配線用プロテクター切断可

TVP-34
コードNo. 239590
標準価格 ￥8,910（税込）

特
価￥4,880 （税込￥5,368）

切断能力：外径φ34mmまで

切断能力：外径φ63mmまで

ご使用方法について

プリセット形トルクレンチ
鋼管や金属継手のトルク管理に！

特
価￥7,000 （税込￥7,700）

スイベルグリップレンチ  IM-NSS11S
コードNo. 358105 標準価格￥11,550（税込）
独自設計の新型ソケット！

ソケットアダプター  EBS-4(BP)
□1/2(12.7mm)各種ソケットが使用可能に！

パイプ柄掘削ハンマー
掘削作業に特化したハンマー！
鍛造品の頭、スチールシャフトを使用し抜群の耐久性。 ●トルク設定値が変更できるプリセット形。

●ポリパイレンチヘッド搭載で、円形だけでなく
    六角形・八角形の材料でもラチェット操作が行えます。

NewNew

動画はこちら！

手動ラチェットレンチの 13mm
ソケットに差し込めます。

●インパクトドライバーに専用ビットを差し込んで装着。
●専用ビット1本付

メカニカルトルクレンチ

左右両方向測定対応！ TRH3060
コードNo. 318672
標準価格 ￥25,223（税込）

TRH3100
コードNo. 318673
標準価格 ￥25,443（税込）

TRH4200
コードNo. 318674
標準価格 ￥28,215（税込）

TRH4320
コードNo. 318675
標準価格 ￥38,082（税込）※専用樹脂ケース付き

・全長：150mm
・質量：290g

・電源：単相 100V(50/60Hz)
・吸引風量：58(L/ 秒 )
・コンテナ容量：7L
・消費電力：最大 1200W
・寸法：L350×W310×H340mm
・質量：5.3kg

差込角：9.5sq   全長：427mm  質量：1.15kg
トルク測定範囲：10～60N・m   最小表示単位：0.5N・m

特
価￥17,580 （税込￥19,338）

差込角：9.5sq   全長：462mm   質量：1.50kg
トルク測定範囲：20～100N・m   最小表示単位：0.5N・m

特
価￥17,700 （税込￥19,470）

差込角：12.7sq   全長：517mm   質量：2.20kg
トルク測定範囲：40～200N・m   最小表示単位：1.0N・m

特
価￥19,680 （税込￥21,648）

差込角：12.7sq   全長：586mm   質量：2.30kg
トルク測定範囲：60～320N・m   最小表示単位：2.0N・m

特
価￥26,480 （税込￥29,128）

●視認性の良い目盛表示です。
   小窓部の目盛で細かい設定ができます。
●設定トルク値のロック機構がついています。
●ラチェットのギヤ数は、32山
   （送り角度：11.25°）です。

●配管・空調・電路支持などの
    設備作業において使用頻度の
    高い11機能を集約。
●ソケット形状
・ヘックスソケット(8mm)
・ツーサイズソケット
(9/10mm・11/12mm・13/14mm)
・レースウェイソケット(17mm)
・蝶ネジソケット(M5/M6)
・六角軸6.35mmビットアダプター

●パワフルな吸引力と3層構造フィルター
●持ち運びも移動もスムーズ
●使いやすいフットスイッチ

軽天Ｗソケット

２サイズ使用 可能！

●吊ボルト(3/8･1/2)のナット(17mm･21mm)用です。
●付替式の6.35ビットを装着して、17mm･21mmの2サイズが使用できます。（仮締用）
●50mm間隔で本体に穴があり、専用ストッパーでナット取付け位置を設定可能です。

EW1721-450
コードNo. 363810
標準価格 ￥11,990（税込）

EW1721-250
コードNo. 363809
標準価格 ￥10,560（税込）

特
価￥6,600 （税込￥7,260）

特
価￥5,800 （税込￥6,380）

・最大深さ：250mm  ・全長：386mm  ・質量：345g

・最大深さ：450mm  ・全長：586mm  ・質量：470g

KH-27(01688)
コードNo. 326395
標準価格 ￥3,300（税込）

KH-21(01679)
コードNo. 354913
標準価格 ￥3,190（税込）

特
価￥2,100 （税込￥2,310）

特
価￥2,030 （税込￥2,233）

EBS-4S(BP)電動用
コードNo. 358438
標準価格 ￥4,345（税込）

EBS-4(BP)電動・手動兼用
コードNo. 358437
標準価格 ￥4,620（税込）

特
価￥2,370 （税込￥2,607）

特
価￥2,520 （税込￥2,772）

・全長約315mm  ・全質量：490g
・頭部サイズ：全長約130mm×刃巾約35mm

・全長約315mm  ・全質量：700g
・頭部サイズ：全長約150mm×刃巾約43mm TQC3-50

コードNo. 321328
標準価格 ￥131,340（税込）

TQC3-30
コードNo. 321327
標準価格 ￥115,390（税込）

特
価￥71,800 （税込￥78,980）

特
価￥63,000 （税込￥69,300）

・設定トルク範囲：40～140N・m
・6角、8角：対辺21～61mm/円形：φ21～61mm
・全長：505mm  ・本体質量：1.4kg

・設定トルク範囲：80～200N・m
・6角、8角：対辺34～90mm/円形：φ34～90mm
・全長：707mm  ・本体質量：2.6kg

動画はこちら！

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φ63mmまで
・質量：490g

プリカチューブが軽く、きれいに切れる！

プリカチューブ 30 ～φ35mm
防水プリカチューブ 30 ～φ37mm

呼び径 外径
適応管

切断可能サイズ

※プリカチューブ
   （金属製可とう電線管）
     専用工具

あらゆる配管検査に！

クリアスコープ2820  TH2820
コードNo. 328552 標準価格 ￥264,000（税込）

・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

自吸機能付＆充電式！
●らくらく自吸呼び水不要。
●水道水の蛇口からも給水できます。

動画はこちら！

【付属品】 
バッテリー×1ケ
充電器、自吸ホース 5m
吸水コネクター
延長ランス
5in1 ノズル

特
価￥3,630 （税込￥3,993）

リーマ付チューブカッター  TC105R
コードNo. 358134 標準価格 ￥5,324（税込）
切断・面取りのＷ機能！

NewNew

●リーマ付で切り口スッキリ。
●切断対象管：銅管/アルミ管/真鍮管/硬質塩ビ管
●内径面取り対象管：銅管/アルミ管/真鍮管
●切断能力：φ3～32mm
●最大肉厚：3mm

特
価￥4,380 （税込￥4,818）

ＬグリップPRO  LG-6100
コードNo. 311977 標準価格 ￥6,710（税込）
極狭スペースでの作業をスムーズに！

●簡単ワンタッチでビットを交換できます。
●噛み込みにくい高精度ギア。
●チャックキー付

●簡単ワンタッチでビットを交換できます。
●噛み込み解除機能付き。
●チャック開閉時に手が痛くなりにくいクッショングリップ。
●キーレスタイプ

特
価￥3,480 （税込￥3,828）

ビット交換式ドリルチャック  JBS-13
コードNo. 331097 標準価格 ￥5,225（税込）
万がイチ、ビットが折れても大丈夫！

特
価￥3,280 （税込￥3,608）

ビット交換式キーレスチャック  CRS-13
コードNo. 331099 標準価格 ￥4,950（税込）
万がイチ、ビットが折れても大丈夫！

※使用例

●ハンドルは4カ所に付替え可能
●コーススレッド120mmまで対応
●軸部差替式なので折れても交換可能！

特
価￥3,800 （税込￥4,180）

樹脂連結ドーリー  PD-427-3SN
コードNo. 312817 標準価格 オープン
位置調整可能な折畳み式位置決め
ガイド搭載！

・天板サイズ：L680×W420mm
・積載面高さ：120mm
・質量：3.3kg

●メッシュ構造で軽量化
●優れたスタッキング性
●ボルトレスロック採用
●縦横連結可能

【止水能力】
ポリ管・塩ビ管
13～30A／13～50A

SS-30

しっかり自立、作業効率ＵＰ！
●軽量設計と付属バックル
   固定により 省スペース収納！
●耐荷重約15kg

※Lサイズ

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

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

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

標準価格 各オープン

乾湿
両用

目詰まりしにくい！
サイクロンセパレーター方式

集塵容量集塵容量

乾燥16L
液体15L

圧倒的な吸引力！

・電線長：5m
・吸込仕事率：170W
・連続使用時間：30分

自動芯出し機能付
圧着能力：13A～30A

IS-30AHS

コードNo. 220522
標準価格 ￥99,000（税込）

過剰圧着防止装置付
圧着能力：13A～50A

IS-50AH

コードNo. 204025
標準価格 ￥132,000（税込）

特
価￥63,000 （税込￥69,300）

特
価￥84,000 （税込￥92,400）

伸縮式ゴミ箱
ＦＲＰ芯採用で自立可能！
底面の吊りベルトで反転
ラクラク！
●使用後は折り畳んでコンパクト
   に収納できます。
●ラミネート加工で水洗いＯＫ！

自立式クロス袋

直径470×高さ570mm
Mサイズ

コードNo. 333797
標準価格 オープン

直径550×高さ650mm
Lサイズ

コードNo. 333798
標準価格 オープン

特
価￥1,080 （税込￥1,188）

特
価￥1,350 （税込￥1,485）

特
価￥1,800 （税込￥1,980）

特
価￥1,200 （税込￥1,320）

特
価￥860 （税込￥946）

SS-30 コードNo. 217817
標準価格 ￥92,400（税込）

SS-50 コードNo. 217915
標準価格 ￥130,900（税込）

特
価￥58,800 （税込￥64,680）

特
価￥83,300 （税込￥91,630）
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特
価￥218,000 （税込￥239,800）

コードレスアンカー打込機  SD-2036-CL
コードNo. 360932 標準価格 ￥275,000（税込）
コードレスで自由自在！

特
価￥3,980 （税込￥4,378）

フィックスレンチ  FW-2479N10
コードNo. 328291 標準価格 ￥6,380（税込）

特
価￥149,800 （税込￥164,780）

エコセーバー隼  ES8823
コードNo. 326561 標準価格 ￥203,500（税込）

特
価￥132,000 （税込￥145,200）

デジタルフロンガス回収機  RM350
コードNo. 360934 標準価格 ￥220,000（税込）
冷却能力が格段に向上！

フロン回収機  TA110XZ（ボンベ付）
コードNo. 317233 ボンベ付標準価格 ￥215,600（税込）
新冷媒・従来冷媒対応。

衝撃の回収能力！

回収能力

240
g/ｍｉｎガス回収能力

270
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

＋

特
価￥133,000 （税込￥146,300）

特
価￥61,800 （税込￥67,980）

充電真空ポンプ  RP-225
コードNo. 328253 標準価格 ￥104,500（税込）

充電式で２ステージ仕様の

真空ポンプ！

【付属品】18V5.0Ah 専用バッテリー×1、
充電器、真空ポンプオイル、専用ケース

・排気量：50L/min
・真空到達度：22.5 ミクロン（3Pa）
・吸気管径：5/16 フレア
・寸法：L233×W90×H192mm
・質量：3.8kg

特
価￥70,400 （税込￥77,440）

充電式真空ポンプ  VP181DZ
コードNo. 352401 標準価格 ￥96,800（税込）

※バッテリ・充電器別売

２０馬力クラス対応！

●２段圧縮機構搭載（２ステージ）
●バッテリ並列接続＆自動切換機能

●ラチェット式トルクレンチの4本組セットです。
●セット内容： 75220R(1/4)・75230R(3/8)・
 75250R(1/2)・75260R(5/8)

●極細管2層構造のコンデンサーを採用し、
   冷却能力が向上しました。
●特定不活性ガス対応

・真空到達度：3Pa
・排気速度：113L/ 分
・吸気口：5/16"・3/8" オスフレア
・寸法：L383×W193×H210mm
・質量：8.1kg

・電源：単相 100V(50/60Hz)
・寸法：W370×D260×H300mm
・質量：11.3kg

１８Ｖ

特
価￥25,800 （税込￥28,380）

ツーステージ真空ポンプ  TA150SW
コードNo. 321152 標準価格 ￥36,300（税込）
コンパクト×高真空×高機能！

160mm

245mm100mm

対応可能冷媒：
R12/R22/R502/R410a/R32/R404A/
R407C/R507A/R134a/R1234yf

排気量
40L/min

真空到達度
3Pa

（25ミクロン）

オイル逆流
防止弁付

2ステージ

対応機器： ルームエアコン
 小型冷蔵機器
 小型パッケージエアコン

質量
3.75
ｋｇ

特
価￥13,000 （税込￥14,300）

デジタルミニ真空ゲージキット  TA142MD
コードNo. 307222 標準価格 ￥20,020（税込）
●デジタルミニ連成計：45φ
   TA141DM=0.1～5.0MPa
●ボディ： 5/16フレアメス（ポンプ側）×
 5/16フレアメス（ポート側）、気密用バルブ付
●アダプタ：5/16フレアメス×1/4フレアメス（TA159P-4）付
※ボールバルブは気密保持用になります。

650g

●サンコーテクノ製オールアンカー専用。
●適用範囲：オールアンカーC・SC・316SC・
    C-D M6～M20、W3/8、W1/2、M8D～M20D

特
価￥14,950 （税込￥16,445）

軽量ラチェットフレアツール  RF-806RU
コードNo. 312808 標準価格 ￥25,300（税込）
簡単に位置決めが可能！
スライドして位置決めする時に、
サイズごとに止まる構造。

軽量ラチェット式！

ワンタッチで

ラチェット切替！

適応サイズ
1/4”  5/16”  3/8”  1/2”  5/8”  3/4”

特
価￥33,800 （税込￥37,180）

RTQ･FWレンチセット  RTQS-61
コードNo. 330287 標準価格 ￥54,780（税込）

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)

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。

特
価￥22,500 （税込￥24,750）

チャージングスケール  TIF9020A-J
コードNo. 305171 標準価格 ￥41,250（税込）
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

特
価￥22,400 （税込￥24,640）

チャージングスケール  TA101CB
コードNo. 321153 標準価格 ￥30,800（税込）

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

・色調：ライトグレー
・内容量：500ml(650g)

ハイコストパフォーマンスモデル！

●アラーム機能搭載
任意の設定値でアラームが鳴
動します。
●メモリー・演算機能搭載
3データの演算が可能で、演算
機能により、記録したデータの
合計値の呼び出しが可能です。
●ゼロ設定(風袋引)機能付
風袋引きボタンを押すことにり
現在軽量台の質量が0kgと表
示されます。

特
価￥66,800 （税込￥73,480）

エアコンサービスキット  ESK-NSS2
コードNo. 310634 標準価格 ￥119,350（税込）
【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

特
価￥1,380 （税込￥1,518）

変成シリコンコーク クリヤー  333ml
コードNo. 311214 標準価格 ￥2,321（税込）
クリヤーなので施工部の色を
気にせず使用可能！ ※使用例

●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

●作業効率の高い自動送り式チューブカッター
●対応銅管サイズ：外径3～32mm

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￥16,000 （税込￥17,600）

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！

【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

・サイズ：L322×W86×H262mm
・質量：4.6kg
【付属品】・バッテリ・充電器・ケース

特
価￥2,980 （税込￥3,278）

ケミカルアンカーエボロック  ELL150
コードNo. 322923 標準価格 ￥4,785（税込）

ノンスチレンでニオわない！

※コーキングガン別売

●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

特
価￥10,000 （税込￥11,000）

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 ￥30,690（税込）
大好評クイックホルダービット付属！

ラクに安全施工！

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！

【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

ダブルXアンカー
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！

ドリル径：15mm

DX-8
コードNo. 313427
DX-10
コードNo. 313428
DX-258
コードNo. 486246
DX-38
コードNo. 148942

特
価各￥4,750 （税込各￥5,225）

標準価格  各￥9,075（税込）

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
標準価格 オープン

30本入ブリスター コードNo. 300929
標準価格 オープン

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

・表面処理：三価クロートメッキ
・ドリル径：9mm

ネジ

特
価￥1,080 （税込￥1,188）

特
価￥6,780 （税込￥7,458）

特
価￥12,600 （税込￥13,860）

らくらくボードアンカー  RBA412CB
コードNo. 300675 標準価格 ￥23,100（税込）
特殊先端形状採用！

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

ドライバー１本で穴あけ、
ボードアンカーの開脚が可能！

下穴不要！

NewNew

トルクレンチの２丁掛けに最適！

・ルームエアコン (1/4、3/8用)
  室内機側ユニオン部 ( オスネジ側 ) の
  六角固定用レンチです。
・1本で 4サイズ (12、14、17、21mm) の固定が可能。
・横滑り防止プレートは 2mmのアレンレンチにて
  取り外し可能です。
・全長：250mm
・くわえ部厚み：10mm

質量
1.7kg
2.0Ahバッテリ
使用時

コンクリート用アンカー  タップスター
インパクトドライバーでスピーディー＆確実な施工！
●端部・仕入材が割れにくい
●施工後も高さ調整が可能（不陸調整機能）
●隅部、天井部の施工も簡単
●アンカー取り外し可能

TP850（鋼製 M8×50）
コードNo. 319196 標準価格 ￥4,943（税込）

ドリル径：7.5mm

TP1060（鋼製 M10×60）
コードNo.  319199 標準価格 ￥6,344（税込）

標準価格 ￥14,889（税込）

標準価格 ￥20,068（税込）
ドリル径：9.5mm

ドリル径：7.5mm

ドリル径：9.5mm

STP850（ステンレス製 M8×50）
コードNo. 319208

STP1060（ステンレス製M10×60）
コードNo. 319210

特
価￥2,300 （税込￥2,530）

特
価￥2,900 （税込￥3,190）

特
価￥5,680 （税込￥6,248）

特
価￥8,380 （税込￥9,218）

空調・化学
ファスニング

特
価￥56,500 （税込￥62,150）

コードレスフレア  RF-20S 424901
コードNo. 237872 標準価格 ￥86,900（税込）

リチウムイオン

バッテリー搭載！

・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）

Ｌｉ-ｉｏｎ １０．８Ｖ

回収速度
270g/ 分

軽量
12kg

液回収速度
4,100g/ 分

回収スピードは隼の如く！

●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。

サイズ：H350×L380×W270mm

特
価￥32,500 （税込￥35,750）

ラチェットトルクレンチセット  752345R-S
コードNo. 360941 標準価格 ￥55,000（税込）
狭所作業にも便利なラチェット式！

特
価￥23,800 （税込￥26,180）

ラチェットベンダーセット  TA512AW
コードNo. 315935 標準価格 ￥32,780（税込）
90°曲げライン入り＆リバースアダプタ付！
・適応能力：なまし銅管専用 1/4" ～ 7/8"(6.35 ～ 22.23mm)
・本体全長：320mm
・セット質量：3.9kg

【セット内容】・本体・リバースアダプター・
シュー（1/4",5/16",3/8",1/2",5/8",3/4",7/8"）・
ガイド（1/4"~3/8" 兼用）  ・ガイド（1/2"~7/8" 兼用）

特
価￥3,880 （税込￥4,268）

ダブルテンションチューブカッタ  NRT-32
コードNo. 363886 標準価格 ￥6,490（税込）
32mmまでのミニタイプ！

特
価￥1,190 （税込￥1,309）

耐火パテ硬化型不燃タイプ  KF-P
コードNo. 324013 標準価格 ￥1,870（税込）
「不燃材料」として
「国土交通大臣認定」を取得！

特
価￥1,940 （税込￥2,134）

耐火パテカートリッジタイプ  KF-P-C
コードNo. 341637 標準価格 ￥3,047（税込）
不燃性配管防火区画貫通部の
埋め戻し処理材に！
●水系1成分タイプで、コーキング施工のように簡単に
    充てんが可能です。
●手作業で施工できない奥行きがある箇所にも
    充てん可能です。

防火上、不燃材料で規定されている部位の処理が
簡単に行えます。

・色調：ライトグレー
・内容量：330ml

動画はこちら！

特
価￥92,800 （税込￥102,080）

コードレスリベッター  R2B1
コードNo. 330611 標準価格 ￥139,700（税込）
同社最速エアーリベッター並みの
超高速リベッティング！

特
価￥900 （税込￥990）

変成シリコンコーククリヤー  120ml
コードNo. 354525 標準価格 ￥1,320（税込）

チューブタイプが新登場！

●クリヤーなので施工部の色を気にせず使用可能。
●施工後に塗装ができます。
●色が異なる部位にまたがる施工や、
   施工部を目立たせたくないときに便利です。

内容量：120ml 【セット内容】本体、電池パック (2.0Ah)、充電器、
保持ノーズピースユニット (2.4、3.2、4.0、4.8)、
ジョープッシャーユニット (2.4、3.2、4.0、4.8)、
ハンガー、潤滑オイル、専用ブローケース

軽量・ハイスピード！

特
価￥3,900 （税込￥4,290）

トリオンALC雌ネジアンカ  TR-3865
コードNo. 333389 標準価格 ￥7,260（税込）
下穴不要のALC用雌ねじアンカー！

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）

かべロックスケルトン
きれいな仕上がり！

LST36VP バリューパック

LST36HP ホルダーパック コードNo. 313834
標準価格 ￥4,730（税込）

コードNo. 313836
標準価格 ￥2,530（税込）特

価￥1,580 （税込￥1,738）

特
価￥2,980 （税込￥3,278）

※LST36HP
●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）

特
価￥12,600 （税込￥13,860）

カベロック LDX00CB(500本箱入)
コードNo. 226805 標準価格 ￥23,100（税込）

５００本入りの徳用箱！

・材質：亜鉛ダイカスト
・仕様：ホワイトカラー
・ユニクロタッピングト
   ラス 4×25 付属

●鋭い刃先で位置決めができ、
   楽に施工ができます。
●ねじを締めると刃先が開脚し、
   石こうボードに食いつきます。

３６Ｖ

090. ロビネア

095.BBK094. ロビネア 098. 因幡電工097. 因幡電工

103. ロブテックス100. コニシ

104.JPF 105. サンコーテクノ

082. アサダ080.BBK

087.REX

108. 大阪ファスニング 110. 若井産業 111. 若井産業

091.TASCO

081.TASCO

084.BBK 085. マキタ

083.TASCO

086.TASCO 088. ロビネア

089.BBK 092. ロビネア 093.TASCO

096.BBK

099. コニシ 101. ヘンケル 102.KFC

106. ユニカ 107.KFC

109. 峰岸 112. 若井産業

４



特
価￥4,500 （税込￥4,950）

特
価￥9,580 （税込￥10,538）

タケノコドリル用ストッパー  TKS422ST
コードNo. 220583 標準価格￥8,250（税込）

充電ツバナシBOX  BINSJDBOX1
コードNo. 323974 標準価格￥16,830（税込）

狙った穴径でピタッと止まる！

特
価￥1,300 （税込￥1,430）

切れるンジャー  105×1.0×15
コードNo. 345073 標準価格 オープン

ダイヤモンドカッター  職人芸DX

スーパーメタルコアカッター
金属サンドイッチパネルへの穴あけに最適！

インサイドカッタープラス  ISP-41 インローター
ビニールパイプの内面切断に！

レースウェイドリル 6012
コードNo. 349409 標準価格 オープン

電気工事に汎用性のあるドリル！

6mmと12mmの貫通穴が
一度で行える 壁面ビス締め固定 吊り下げボルト用

・サイズ：6×12mm
・質量：42.5g
・材質：コバルトハイス鋼

【適用機種】
・ドリルドライバ 14.4V 以上
・インパクトドライバ 14.4V 以上

壁出し電線管のブラケット取り付け工事に行うレースウェイへの
穴あけ加工や、吊り下げボルトやアンカーボルトなどを通す
背面穴あけ、バリ取り加工が可能です。

レースウェイの幅寸法に合わせた形状で先端部分
6mmから最大12mmへ遷移します。
途中に8mm、10mmの段付き形状を設け、
切削性能を向上させています。

金属系サイディング、板厚4mmまでの鉄板、
ステンレス鋼板、デッキプレート鋼板の穴あけにも。

※ステンレスは穴あけ不可です。

※シャンクは別途お買い求めください。

●立ち上げ塩ビパイプを内面からカット。
●製品落下防止機能付き（インパクトドライバ使用時）
●高速回転安全機能付き（ディスクグラインダ使用時）
●切断対応塩ビパイプ：VU40～200/VP50～125 最大切断肉厚8.0mm

特
価￥2,400 （税込￥2,640）

ギザギザスクレーパー
刃先ハイスバイメタルで高耐久性を実現！

間柱・窓枠など狭い場所に

床・天井など広い場所に

接着剤・タッカー・

細釘の除去に！

ギザギザスクレーパー30
品番：20021 コードNo. 328757

標準価格  ￥2,035（税込）

ギザギザスクレーパー60
品番：20022 コードNo. 328758

標準価格  ￥2,519（税込）

特
価￥1,100 （税込￥1,210）

特
価￥1,370 （税込￥1,507）

プラスインローター  KPI-100
コードNo. 316871
標準価格 ￥19,800（税込）

六角軸インローター  RP-100
コードNo. 213693
標準価格 ￥27,500（税込）

特
価￥11,700 （税込￥12,870）

特
価￥14,900 （税込￥16,390）

充電ダイヤコアビット 「セミドライ」

DJWｰ15.0×60S コードNo. 313610
標準価格 ￥7,260（税込）

DJWｰ5.0×60S コードNo. 310614
標準価格 ￥5,500（税込）

DJWｰ6.0×60S コードNo. 310615
標準価格 ￥5,500（税込）

DJWｰ8.0×60S コードNo. 310618
標準価格 ￥5,830（税込）

DJWｰ10.0×60S コードNo. 310619
標準価格 ￥6,380（税込）

セミドライワックス  DJW-WAX コードNo. 332345
標準価格 ￥3,300（税込）

DJWｰ25.0×76S コードNo. 313612
標準価格 ￥9,680（税込）

DJWｰ35.0×76S コードNo. 313615
標準価格 ￥10,890（税込）

位置決めガイドV  DJW-PGD-V コードNo. 313616
標準価格 ￥3,520（税込）

セラミックタイルを水なし穿孔！

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

セミドライ
ワックス付

《特許取得》

特
価￥4,620 （税込￥5,082）

特
価￥4,060 （税込￥4,466）

特
価￥3,710 （税込￥4,081）

φ110カッター PCSM110C コードNo. 327713
標準価格 ￥26,125（税込）

φ80カッター PCSM80C コードNo. 327712
標準価格 ￥19,800（税込）

φ100カッター PCSM100C コードNo. 328240
標準価格 ￥23,650（税込）

特
価￥14,800 （税込￥16,280）

特
価￥13,400 （税込￥14,740）

特
価￥11,200 （税込￥12,320）

センタードリル PCSMCD225 コードNo. 327717
標準価格 ￥4,180（税込）

φ120カッター PCSM120C コードNo. 327714
標準価格 ￥30,250（税込）

φ160カッター PCSM160C コードNo. 327716
標準価格 ￥39,875（税込）

特
価￥2,380（税込￥2,618）

特
価￥22,600 （税込￥24,860）

特
価￥17,100 （税込￥18,810）

特
価￥3,500 （税込￥3,850）

特
価￥3,500 （税込￥3,850）

特
価￥2,100 （税込￥2,310）

特
価￥2,240 （税込￥2,464）

特
価￥6,930 （税込￥7,623）

特
価￥6,160 （税込￥6,776）

ビット先端に「セミドライワックス」を塗布するだけ！

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！
刃寿命＆切れ味格段に向上！

４０％
ＯＦＦTKS412EG コードNo. 220580

標準価格 ￥12,100（税込）

TKS422EG コードNo. 220581
標準価格 ￥16,940（税込）

《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

特
価￥6,600 （税込￥7,260）

特
価￥9,240 （税込￥10,164）

面取加工はお任せ！

【適用材】ステンレス・鉄・非鉄金属

5007X-0205
コードNo. 327611
標準価格 ￥1,628（税込）

5007X-0510
コードNo. 327612
標準価格 ￥2,398（税込）

5007X-1015
コードNo. 327613
標準価格 ￥3,278（税込）

特
価￥1,100 （税込￥1,210）

特
価￥1,630 （税込￥1,793）

特
価￥2,220 （税込￥2,442）

適用加工穴径：2～ 5mm

適用加工穴径：5～ 10mm

適用加工穴径：10～ 15mm

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！

●スパイラルタケノコドリル（TKS422EG/D4-22S）
   専用のストッパーです。
●狙った穴径でストップするので、
   同じ穴径であけられて効率的
●連続穴あけにも効果的

特
価￥3,000 （税込￥3,300）

六角軸スパイラルタップ・ドリルセット  ＲＳ－Ｔ４５
コードNo. 335637 標準価格 ￥5,115（税込）
ネジ立て作業に便利！

・六角軸スパイラルタップM4×0.7…下穴径 3.3mm
・六角軸スパイラルタップM5×0.8…下穴径 4.2mm
・六角軸タップ下穴用ドリル…
   対応サイズ 3.2/4.2/5.0/6.8/8.0/8.5mm

六角軸スパイラルタップM4・M5と
タップ下穴ドリルのセットです。

六角軸3本組スパイラルタップ

お得な３本組！

六角軸 止り穴用

Ｍ３ ・Ｍ４ ・Ｍ５の３本組

Ｍ４ ・Ｍ５ ・Ｍ６の３本組

RSP456

RSP345 コードNo. 335632
標準価格 ￥3,784（税込）

コードNo. 335633
標準価格 ￥3,971（税込）特

価￥2,350 （税込￥2,585）

特
価￥2,240 （税込￥2,464）

動画はこちら！

●電動ドリルでもディスクグラインダーでも使えます。
●持ち運びに便利なケース入
●切断適応サイズ：VP-65～200/VU-50～300

動画はこちら！

●床面のコンクリートも切断可能なダイヤモンド刃を使用。
●インパクトドライバー・ドリル対応。（回転のみでご使用下さい。）
●VU40～200・VP40～100まで対応。

G1カッター
塩ビパイプ・キッチンパネル切断に最適！

KG1-125N

KG1-105
コードNo. 218927 標準価格 ￥9,680（税込）

コードNo. 321156 標準価格 ￥13,090（税込）
特
価￥7,140 （税込￥7,854）

特
価￥5,280 （税込￥5,808）

サイズ：外径105×厚み1.5×穴径20(15)mm

サイズ：外径125×厚み1.5×穴径22(20)mm

●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でず、
   面取りにも最適です。
●キッチンパネルは、
   ささくれず綺麗に切断。

キワ切りに最適！

●ディスクグラインダへ直接取付け可能なネジ込みタイプ。
●側面電着で面取りも可能。

サイズ：外径 105×刃厚 0.8×内径M10mm

職人芸が更なる進化！ ●チップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UP
●硬質コンクリート切断用

セグメントタイプ

セグメントタイプ

リムタイプ

リムタイプ

切削

特
価￥12,900 （税込￥14,190）

特
価￥10,200 （税込￥11,220）

内径カッターセット  TNC-509S
コードNo. 323603 標準価格 ￥23,650（税込）
パーツの組合せで広がる用途！

コードNo. 358135 標準価格 ￥18,700（税込）
より安全・安心に進化！

木工用33
コードNo.323695
標準価格 ￥2,145（税込）

木工用65
コードNo.323696
標準価格 ￥2,640（税込）

際切用33
コードNo.323697
標準価格 ￥2,145（税込）

特
価￥1,180 （税込￥1,298）

特
価￥1,440 （税込￥1,584）

特
価￥1,180 （税込￥1,298）

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！

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。

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。

壁・床などの際切りに。意外となかったアサリ無し。

磁器タイルへの

穴あけを最適化！

磁器タイルダイヤコアビット
六角軸

６．３５

・【用途】 磁器タイル、石板、瓦、ガラス、
 人造大理石セラミック系外壁材等の穴あけ作業に。
・【特徴】 放熱性の高いスマートワックスにより
 磁器タイルへの水なし穿孔が可能です。（湿式にも対応）

スマートワックス  DCB-W コードNo. 330909
標準価格 ￥3,080（税込）

スマートガイド  DCB-G コードNo. 330908
標準価格 ￥3,300（税込）

DCB-10 コードNo. 330890
標準価格 ￥3,520（税込）

DCB-8 コードNo. 330889
標準価格 ￥3,410（税込）

DCB-15 コードNo. 330892
標準価格 ￥4,730（税込）

特
価￥2,580 （税込￥2,838）

DCB-12 コードNo. 330891
標準価格 ￥4,180（税込）

特
価￥2,280 （税込￥2,508）

DCB-3.5 コードNo. 330883

DCB-4.5 コードNo. 330884

DCB-5 コードNo. 330885

DCB-6 コードNo. 330886
標準価格 各￥3,300（税込）

特
価￥1,680 （税込￥1,848）

特
価￥1,800 （税込￥1,980）

特
価￥1,920 （税込￥2,112）

特
価￥1,860 （税込￥2,046）

特
価各￥1,800 （税込各￥1,980）

動画はこちら！

特
価￥880 （税込￥968）

シャーパープレミアムセット
コードNo. 234044 標準価格 オープン
木から金属までよく切れる万能鋸！

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

【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。

特
価￥3,800 （税込￥4,180）

PB-835CX
コードNo. 308218

PB-900CX
コードNo. 316657

PB-1130CX
コードNo. 308219

PB-1140CX
コードNo. 308221

特
価￥8,340 （税込￥9,174）

PB-730CX
コードNo. 307534

標準価格 ￥15,290（税込）

標準価格 ￥16,500（税込）

標準価格 ￥22,000（税込）

標準価格 ￥22,000（税込）

標準価格 ￥13,750（税込）
特
価￥7,500 （税込￥8,250）

特
価￥9,000 （税込￥9,900）

特
価￥12,000 （税込￥13,200）

特
価￥12,000 （税込￥13,200）

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！

全長 730mm  幅 13mm  厚み 0.5mm

全長 835mm  幅 13mm  厚み 0.5mm

全長 900mm  幅 13mm  厚み 0.5mm

全長 1,130mm  幅 13mm  厚み 0.5mm

全長 1,140mm  幅 13mm  厚み 0.5mm

大特価！！

コードNo. 330812
コードNo. 330814

コードNo. 330810

標準価格  各オープン

切断速度・耐久性ＵＰ！

シャーパー弓型ブレード
●刃先にコバルトハイスのマトリックスⅡを使用したバイメタルブレード
●ブレード全体を弓形にすることで切断速度は速くなり、耐久性も大幅アップ

・全長 160mm  ・山数 14 山
・全長 200mm  ・山数 14 山
・全長 250mm  ・山数 14 山

SPYｰ1614
SPYｰ2014
SPYｰ2514

バイメタルコンボツールボックス

TB-57J

TB-55J
コードNo. 353823 標準価格 ￥22，715（税込）

コードNo. 353825 標準価格 ￥24，750（税込）
特
価￥14,600 （税込￥16,060）

特
価￥13,400 （税込￥14,740）

【内容】替刃 21/27/33/42/53・コンボシャンク S・
センタードリル 2本・交換用充電軸

【内容】替刃28/30/32/35/38/50・コンボシャンクS・
センタードリル 2本・交換用充電軸

●替刃交換式のツバ無し
   バイメタルホルソーセットです。
●ボディ＋段付きセンタードリルの
   コアカス排出機構で作業効率アップ。
●シャンク形状：6.35mm六角軸
   （軸のみ交換可能）

1アクションでボディ交換！
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

高コストパフォーマンス！

高寿命・低価格の切断砥石！

特
価￥5,500 （税込￥6,050）

塩ビカッター「美楽」  PED-4F
コードNo. 331085 標準価格 ￥9,460（税込）
ナットやカバーが邪魔にならない
オフセット型！

SS-DX4（外径105mm）
コードNo. 354879

SS-DX5（外径125mm）
コードNo. 354880

RC-DX4（外径105mm）
コードNo. 354881

RC-DX5（外径125mm）
コードNo. 354882

特
価￥3,200 （税込￥3,520）標準価格 ￥6,710（税込）

標準価格 ￥10,010（税込）

標準価格 ￥6,710（税込）

標準価格 ￥10,010（税込）

特
価￥4,780 （税込￥5,258）

特
価￥3,200 （税込￥3,520）

特
価￥4,780 （税込￥5,258）

六角軸
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ダイヤモンドホイール  スーパーマルチ
どんな部材も、この一枚で！

105×1.3×20mm
コードNo. 358114
標準価格 ￥2,255（税込）

125×1.3×22mm
コードNo. 358115
標準価格 ￥3,498（税込）

特
価￥1,280 （税込￥1,408）

特
価￥1,980 （税込￥2,178）

付属カラー：15

付属カラー：20・15

NewNew

NewNew

【切断可能部材】鉄 /ステンレス /鋳鉄管 /
エキスパンドメタル /塩ビ /FRP/ ガラス /
石材 / コンクリート /レンガ / 自動車ボディー /
タイヤ / 油圧ホース /シャッター /木材など

動画はこちら！

●従来のダイヤモンドホイールでは切断が困難だった鉄やステンレス、
   木材もスパッと切断可能。
●一般切断砥石と比べ、100倍以上の耐久性。

ビニールホルソー 六角軸(6.35)タイプ新登場！
●プールBOX（樹脂）
穴あけ作業に最適。
●塩ビパイプを綺麗に
貫通可能。
●貫通の瞬間に切片が
落下し、ホルソーに絡
みません。

KVR-22
コードNo. 357121

KVR-27
コードNo. 357122

KVR-33
コードNo. 357124

KVR-35
コードNo. 357125

特
価￥2,500（税込￥2,750）

KVR-21
コードNo. 357120

標準価格 ￥4,290（税込）

標準価格 ￥4,950（税込）

標準価格 ￥4,950（税込）

標準価格 ￥6,380（税込）

標準価格 ￥3,850（税込）
特
価￥2,200 （税込￥2,420）

特
価￥2,900 （税込￥3,190）

特
価￥2,900 （税込￥3,190）

特
価￥3,700 （税込￥4,070）

穴径 21mm

穴径 22mm

穴径 27mm

穴径 33mm

穴径 35mm

135. 三京ダイヤ

122. ミヤナガ 123. ハウスＢＭ

126.OMI

130. ミヤナガ 133. ダイヤテック

136. 三京ダイヤ

113. ハウス BM 114. トップ工業

117. ヒシゼット

115.KI ドリル

118. ヒシゼット

120. ハウス BM

124. 河部鋸刃

127. スターエム

129. ユニカ

134.KI ドリル

119. 河部鋸刃

116. スターエム

121. ユニカ

125.OMI

131. ライト精機 132. ライト精機

137. レヂトン

128.KI ドリル

５



565
339

467

特
価￥88,000 （税込￥96,800）

インバータ発電機  HPG2300I
コードNo. 363811 標準価格 オープン
超低音で高機能！

特
価￥140,000 （税込￥154,000）

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！

特
価￥77,000 （税込￥84,700）

レーザーレベル  TK-H500N・三脚付
コードNo. 323023 標準価格 ￥203,500（税込）
完全自動水準！リモコンで遠隔操作可能！

特
価￥99,800 （税込￥109,780）

グリンレーザー  LST-YG97EXセット
コードNo. 355042  標準価格 ￥289,300（税込）
電子整準フルライングリンレーザー！

特
価￥240,000 （税込￥264,000）

ゼロブルー  ZEROBLSN-KJCSET
コードNo. 324125 標準価格 ￥399,300（税込）

特
価￥86,500 （税込￥95,150）

ゼロブルー  ZEROB-KJY
コードNo. 324142 標準価格 ￥144,100（税込）

特
価￥49,800 （税込￥54,780）

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

特
価￥98,000 （税込￥107,800）

追尾式グリンレーザ墨出器  MG-NV51-RT
コードNo. 360939 標準価格 ￥275,000（税込）
自動追従式ナビレーザー！

特
価￥278,000 （税込￥305,800）

複動式コードレスパンチャー  N209WMX
コードNo. 356080 標準価格 ￥374,000（税込）
更にパワフル、よりスピーディーに！

特
価￥119,000 （税込￥130,900）

エンジン発電機  EGI200
コードNo. 329892 標準価格￥187,000（税込）
高品質な電気を供給する正弦波
インバータ搭載。

特
価￥288,000 （税込￥316,800）

コードレスポートパンチャー  RF-B3A
コードNo. 319488 標準価格 ￥437,800（税込）
レスバリアバッテリーモデル！

特
価￥255,500 （税込￥281,050）

コードレスパンチャー  ISKｰMP2050LF
コードNo. 351860 標準価格 ￥401,500（税込）

特
価￥190,000 （税込￥209,000）

エンジンカッター  EC7412S-CD
コードNo. 311791 標準価格 ￥343,200（税込）
使いやすさと信頼性を追求！

ショベル溝クリン1200  SMC1200 APショベル
軽さと品質に
こだわったショベル！

特
価￥4,680 （税込￥5,148）

芝ジョレン1200柄付  071712
コードNo. 314324 標準価格 オープン
切れ味持続！

特
価￥210,000 （税込￥231,000）

コンクリートカッター（刃無)  MCD-K12MS
コードNo. 330393 標準価格 ￥337,700（税込）
12インチクラス初のセルスターター搭載！
飛躍的にユーザビリティ向上！

特
価￥188,000 （税込￥206,800）

モルタルミキサー  TMM2UD
コードNo. 312974 標準価格 オープン
トラック積み降ろしに便利な
アタッチメント付きミキサ！

特
価￥198,000 （税込￥217,800）

タンピングランマー  MT-55H
コードNo. 320118 標準価格 ￥429,000（税込）

土木 ・ 測定

ダイモドリル

TS-095 コードNo. 323029
標準価格  ￥156,200（税込）

TS-135 コードNo. 323032
標準価格  ￥217,800（税込）

特
価￥93,000 （税込￥102,300）

特
価￥132,000 （税込￥145,200）

丸 000244
コードNo. 353538

標準価格  各オープン

角 001043
コードNo. 353539

特
価￥2,800 （税込￥3,080）

特
価￥2,880 （税込￥3,168）

ダイモドリルがモデルチェンジ！
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

自動整準レベルプレーナ
最高レベルの耐久性と
高精度を実現！

リモコン操作で本体回転
ライン切替可能。

受光器・三脚セット

LP-610J-DBD

LP-610J-DB コードNo. 341127
標準価格 オープン

コードNo. 341128
標準価格 オープン特

価￥144,000 （税込￥158,400）

特
価￥135,000 （税込￥148,500）

・本体寸法：L172×W211×H205mm
・質量：2.3kg（電池含む）
・水平精度：±10"（±1.5mm/30m）
・測定範囲：直径約2m～800m
・電源：単1形乾電池×4本
・防塵・防水性能：IP66

・本体電源：リチウムイオン電池/AC100V
・受光器電源：単三アルカリ電池×2本
・本体サイズ：H190×W140mm
・本体質量：0.9kg(電池含まず)

●デジタル受光器付きモデル
【付属品】収納ケース・デジタル受光器 LS-100D・ロッドクランプ・三脚

※LP-610J-DB

●ロングレンジ用受光器付きスタンダードモデル
【付属品】収納ケース・受光器 LR300・ロッドクランプ・三脚

特
価￥105,000 （税込￥115,500）

レーザーレベル  MJ-300S
コードNo. 355370 標準価格 ￥212,300（税込）
自動整準機構搭載！

・デジタル受光器D-RE2、
 クランプ、三脚付き
・電源：単2アルカリ乾電池×4本
・本体サイズ：205×155×205mm
・質量：約1,850g

デジタル受光器付き！

特
価￥31,500 （税込￥34,650）

オートレベル  SP-280A（三脚付）
コードNo. 305098 標準価格 ￥132,000（税込）

倍率２８倍！
三脚付三脚付

・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

特
価￥148,000 （税込￥162,800）

グリーンレーザー墨出器  G-440SR
コードNo. 352399 標準価格 ￥308,000（税込）

リアルグリーン採用！

●半導体レーザーから直接高視認
   グリーンレーザーを照射するリアル式。
●低温耐性に優れ、チラつきが抑えられています。

受光器・三脚・ケース付
・電源：単3形乾電池×4本、またはACアダプター
・本体寸法：約152×148×223mm
・質量：約1.7kg（電池含まず）

動画はこちら！
NewNew

NewNew

NETIS
登録商品

NETIS
登録商品

高耐久 ・ ハイパワー！

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

●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。

10351035

730730

370370

・本体質量：57kg
・本体寸法：L1,070×W435×H920mm  
・エンジン：三菱GB181 4.6kW(6.3PS) 4サイクル

特
価￥168,000 （税込￥184,800）

コードレスツライチカッター  DFC-2536BLH
コードNo. 328292 標準価格 ￥236,500（税込）

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。

・切断可能径：10～ 25mm
・本体寸法：L450×W128×H142mm
・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

・燃料タンク容量：8.3L
・本体寸法：L413×W469×H472mm
・質量：29.8kg

36V
マルチボルト
バッテリー使用

回転数を自動制御する
エコノミースイッチで燃料を節約。
並列運転OK!

・燃料タンク容量：4.0L
・質量：27kg
・直流 12V-8.3A
・超低騒音
・連続運転時間： 約 7.0 ～ 3.2h ※並列運転には別売

   専用コードが必要です。

・燃料タンク容量：5.0L
・質量：19.8kg
・連続運転可能時間 :
  (1/4 負荷～定格負荷 ) 約 9.5 ～ 4.0h
・直流 12V-8.0A
・超低騒音

動画はこちら！

受光器・三脚付

水平専用！直径５００Ｍ！

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

高精度倍率３２倍！
ラインドットポイント搭載！

受光器・三脚付

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

ドットポイント搭載

【付属品】受光器、充電池、ACアダプター

●高輝度グリーンレーザー  
●全周微調整機能付

受光器付

ギラつかない！ブルーグリーンレーザー！
●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！
・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×W112mm
・質量：1030g

受光器・三脚付

※受光器、三脚は別売です。※受光器、三脚は別売です。

特
価￥4,280 （税込￥4,708）

複式ショベル・穴堀  071217      
コードNo. 355873 標準価格 オープン

特
価￥2,700 （税込￥2,970）

コードNo. 355044 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！

狭い側溝清掃作業などに最適！

深い穴もラクに

掘れます！

・全長：1400mm
・穴径：155mm
・質量：4kg ・全長：970mm  ・質量：1.35kg

・頭部サイズ：肩幅232  長さ292  板厚1.6mm

・全長：1200mm
・頭部先幅：265mm
・頭部長さ：185mm
・質量：1.3kg

・全長：970mm  ・質量：1.6kg
・頭部サイズ：肩幅230 先幅255 長さ300 板厚1.6mmサイズ：全長 1,210×刃先幅 136×刃先長 250mm

●約43°角度で使いやすい。
●狭い場所でも使える刃先幅136mm

●サビに強くて軽い
    アルミパイプ柄
●パワーリングで強度アップ

●頭部刃先に複合材を使用し、
   切れ味が持続します。
●かき寄せ、芝はがし作業に適しています。

・動力：100V-400W
・ドラム寸法：600φ×340mm
・外形寸法：W640×L720×H1,030mm
・質量：65kg

●ハイソックスタイプで
   一輪車取り可能。
●混錬容量：2切(60L)

特
価￥117,000 （税込￥128,700）

ダイモドリル  TSK-095
コードNo. 323031 標準価格 ￥183,700（税込）

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

特
価￥220,000 （税込￥242,000）

充電式複動パンチャー  EPC-2009W
コードNo. 360933 標準価格 ￥302,500（税込）
今だけのお得なキャンペーン！

動画はこちら！

36Ｖ

【付属品】バッテリ、充電器、ケース、φ14丸穴ポンチ、ダイス
・本体寸法：L339×W85×H260mm  ・質量：11.9kg

【付属品】
φ14mmポンチ・ダイス、バッテリ BL4025×2個、充電器、ケース

●36Vマルチバッテリー使用
●穴あけ能力：丸穴φ20mm•長穴14×21mm/
最大板厚SS400相当品9mm・SUS304相当品6mm

●40Vmaxバッテリー仕様で
   更にパワフルに。
●複動式なので抜き上げ時の
   ストレスなし。

・使用燃料：混合燃料
・燃料タンク容量：700ml
・排気量：73.5cm3
・本体寸法：L639×W240×H376mm

●「高性能エアクリーナ搭載」のプロ用エンジンカッター。
●トップクラスの軽さ9.7kg
●φ320mmコンクリート用ダイヤモンドブレード付

特
価￥58,800 （税込￥64,680）

レーザー付オートレベル  TKL－132
コードNo. 315704 標準価格 ￥157,300（税込）

さらに充実！

φ２０ ｔ＝９ｍｍφ２０ ｔ＝９ｍｍ

穴あけ能力（SS400相当）

φ２０ ｔ＝６ｍｍφ２０ ｔ＝６ｍｍ

穴あけ能力（SUS304相当）

●位置合わせが素早く簡単。
●トリガーの引き代でモータの回転数調整が可能。
●モーター部は負荷時でも360°回転。

・フトコロ 50mm
・質量：11.6kg

36Ｖ 
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・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
・本体寸法：L398×W129×H315mm
・質量：11.6kg

本体寸法：H443×W128×D286mm
【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。

ダイヤモンドコアドリル

SPJ-123C コードNo. 312463
標準価格 ￥154,000（税込）

SPJ-123C（スイベル付）コードNo. 312464
標準価格 ￥176,000（税込）

特
価￥91,000 （税込￥100,100）

特
価￥104,000 （税込￥114,400）

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

乾湿兼用機

SPJ-123C

SPJ-123C
（スイベル付）

特
価￥268,000 （税込￥294,800）

充電式ライトボーラー  ISK-LB30Li
コードNo. 334901 標準価格 ￥423,500（税込）
安全設計の充電式磁器ボーラー！

・本体サイズ：
   W123×L320×H173mm
・質量：8.8kg

【付属品】
バッテリー×1個、
ケース、充電器、
センターピン（※替刃別売）

●吸着にバッテリーの電力を使わない永久磁石を採用し、
   落下リスクを低減。
●磁石をONにしないとモータースイッチを押せない安全設計。
●36Vマルチボルトバッテリー使用。

インバータ直流溶接機 MA-200DF
コードNo. 315970
超軽量・超小型で持ち運びラクラク！

・定格入力電圧：単相200V
・使用率60%
・溶接棒径：最大φ4.0
・サイズ：L375×W135×H250mm
・質量：6.2kg

●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。
●電撃防止機能内蔵（ON/OFFスイッチ付)

特
価￥79,800 （税込￥87,780）

バーカッター  HBC-316
コードNo. 240109 標準価格 ￥161,700（税込）
価格をおさえながら実用的な
切断能力と耐久性を実現。

Ｄ１６鉄筋対応！

・本体外径寸法：L378×W205×H108mm  
・質量：5.8kg
・最大切断能力：鉄筋径D16（SD345 相当品：490N/mm2）
・切断速度：約 2.5 秒 
・標準付属品：六角棒レンチ (3・4・5)、スパナ (14×17)、
   油圧オイル、ケース

689

625

498

315

447

512

特
価￥270,000 （税込￥297,000）

発電機兼用溶接機  EGW160M-I
コードNo. 320983 標準価格 ￥610,500（税込）

※送料別途

軽量

７９．０
ｋｇ

●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

小型・軽量・ハイパワー！

負荷に応じて
エンジン回転数を
制御する省エネモード。

軽量・高品質！

特
価￥58,000 （税込￥63,800）

標準価格 ￥121,000税込）
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特
価各￥11,000 （税込各￥12,100）

安全靴ウィンジョブ  CP209
BOA®フィットシステム採用！

安全靴ウィンジョブ  CP304
BOA®フィットシステム採用！

ハーネスGS  蛇腹ダブルL2セット
ハーネス＋ダブルランヤードのセット品！
束縛感の少ないＹ型構造を採用した
エントリーハーネス。

漏電流クランプメータ
活線での絶縁チェックに威力を発揮！

AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ

特
価￥35,700 （税込￥39,270）

デジタル接地抵抗計  4105DL
コードNo. 316520 標準価格 ￥46,200（税込）

特
価￥6,720 （税込￥7,392）

検相・検電器  VP-01U
コードNo. 312113 標準価格 ￥9,240（税込）
新方式の検相器！検電機能付き。

特
価￥40,800 （税込￥44,880）

レーザー距離計  GLM120C
コードNo. 354016 標準価格 ￥60,500（税込）
屋外でも周囲を測定・記録できる！

剛厚セフGステンロックマグ25
弾性樹脂で全身をガード、
剛厚テープ仕様コンベックス！

ACデジタルクランプメーター2200

特
価￥40,500 （税込￥44,550）

ACクランプリーカー  M-1140XR
コードNo. 328155  標準価格 ￥49,500（税込）

測定・ 保安

特
価￥10,200 （税込￥11,220）

特
価￥7,650 （税込￥8,415）

KEW2200
コードNo. 233727 標準価格 ￥9,900（税込）

KEW2200R（真の実効値測定）
コードNo. 309468 標準価格 ￥13,200（税込）

特
価￥47,600 （税込￥52,360）

特
価￥45,730 （税込￥50,303）

2413F
コードNo. 208660 標準価格 ￥59,180（税込）

2413R  真の実効値測定タイプ
コードNo. 320423 標準価格 ￥61,600（税込）

KEW MATE2001A
コードNo. 320614 
標準価格 ￥14,300（税込）

KEW MATE2000A
コードNo. 320613
標準価格 ￥11,550（税込）

KEW MATE2012RA
（真の実効値測定）
コードNo. 320615 
標準価格 ￥18,150（税込）

特
価￥11,400 （税込￥12,540）

ハーネス用巻取式ランヤード
THL-TOR93SV-33-R23
コードNo. 325288 標準価格  ￥16,720（税込）
片手で操作できるワンハンド巻取機構！
・ランヤード：巻取式 幅 15mm×長さ 1,650mm
・構造物側フック：FS-93SV（軽量・SV回転）
・人体側：ショックアブソーバ＋フック FS-33
・質量：約 1,125g
・フックハンガー付

織ロープの繰出しから
収納までを片手で操作
できる業界初の巻取式
ランヤードです。

特
価￥7,880 （税込￥8,668）

ハーネス用ランヤード
THL-NV93SV-21KS-R23
コードNo. 325290 標準価格 ￥11,550（税込）
移動時の引掛かりを防ぐノビロンタイプ！
・ランヤード：ノビロン 幅 32mm×
   長さ  収縮時 1,150 ～ 1,250mm、伸長時 1,600mm
・構造物側フック：FS-93SV（軽量・SV回転）
・人体側：ショックアブソーバ＋カラビナ FS-21KS
・質量：約 780g
・ランヤード色：BK（ブラック）
・フックハンガー付

使わない時には
短く縮んでおり、
移動時の引掛かりが
防げます。

特
価￥11,700 （税込￥12,870）

特
価￥58,500 （税込￥64,350）

ハーネス用ツインランヤード
THL-2-NV93SV-21KS-2R23
コードNo. 325292 標準価格 ￥17,160（税込）
ノビロンタイプのツインランヤード！
・主・副ランヤード：ノビロン 幅 32mm×長さ
   収縮時 1,150 ～ 1,250mm、伸長時 1,600mm
・構造物側フック：FS-93SV（軽量・SV回転）
・人体側：ショックアブソーバ＋カラビナ FS-21KS
・質量：約 1280g
・フックハンガー２個付

使わない時には
短く縮んでいる
「ノビロン」タイプの
ツインランヤード。

特
価￥5,100 （税込￥5,610）

特
価各￥19,800（税込各￥21,780）

ヘルメットIZANO2  ホワイト
コードNo. 355619 標準価格 オープン
「イザ」という時に活躍！
●折り畳んで収納できる防災・現場用ヘルメット。
●折りたたみ時は業界最薄の63mm (※2021年2月時点)

黒マット塗装ヘルメット
待望の艶消しブラック新登場！

NewNew

KKC3-B コードNo. 360927
標準価格  ￥10,780（税込）

KKC3S-B(シールド付) コードNo. 360928
標準価格  ￥15,510（税込）

特
価￥7,300 （税込￥8,030）

特
価￥10,500 （税込￥11,550）

GASFGSLM25-50(5.0m) コードNo. 319275
標準価格 ￥8,470（税込）

GASFGSLM25-65(6.5m) コードNo. 319276
標準価格 ￥9,460（税込）

特
価￥5,000 （税込￥5,500）

特
価￥5,600 （税込￥6,160）

●通気孔を設け、通気性良好
●飛来・落下物用
●墜落時保護用
●バイザー色：グレースモーク

FC-181（白）

025 ファントム×シルバー

102 ホワイト×ピーコート
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

25.0cm
25.5cm
26.0cm
26.5cm
27.0cm

コードNo. 323497
コードNo. 323499
コードNo. 323500
コードNo. 323501
コードNo. 323502

25.0cm
25.5cm
26.0cm
26.5cm
27.0cm

コードNo. 323506
コードNo. 323507
コードNo. 323508
コードNo. 323510
コードNo. 323511

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

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！

JSAA 認定
A種プロテクティブ
スニーカー

標準価格 各￥14,300（税込）
特
価各￥10,600 （税込各￥11,660）

標準価格 各￥12,980（税込）

100 ホワイト×ブラック

600 レッド×ブラック

25.0cm
25.5cm
26.0cm
26.5cm
27.0cm

コードNo. 323542
コードNo. 323543
コードNo. 323544
コードNo. 323545
コードNo. 323546

25.0cm
25.5cm
26.0cm
26.5cm
27.0cm

コードNo. 323551
コードNo. 323552
コードNo. 323553
コードNo. 323554
コードNo. 323556

特
価各￥12,400 （税込各￥13,640）

標準価格 各￥15,180（税込）

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」

動画はこちら！ 動画はこちら！

剛性力

１．３倍！

●JIS1級（メートル目盛のみ）
●落下防止用ベルトホルダー付
●ステンレスバネ使用

●電流（直流・交流）/電圧（直流・交流）/抵抗/周波数/
    静電容量/導通チェック/ダイオードチェック/
   1.5V乾電池チェック
●テストリードが断線しても交換ができます。
●本体とテストリードを収納できるハードケース付属。

・電圧測定レンジ：4V/40V/400V/600V
・電流測定レンジ：400μA/40mA/400mA
・電源：CR2032(3V)リチウム電池×1個
・収納ケース寸法：W81×H114×D15.5mm
・質量：約100g

S サイズ ：155～165cm
M サイズ ：165～175cm
L サイズ ：175～185cm

参考適合身長

作業しやすい蛇腹ランヤード！

すぐ使える
セット品

標準価格  各￥32,670（税込）
コードNo. 324779
コードNo. 324780
コードNo. 324781

A1GSSJR-WL2BK（Sサイズ）
A1GSMJR-WL2BK（Mサイズ）
A1GSLJR-WL2BK（Lサイズ）

ベルトカラー：黒

特
価￥142,000 （税込￥156,200）

充電式ウォールディテクタ  WD-181DZK
コードNo. 327764 標準価格 ￥195,800（税込）
埋設された金属、通電線、
樹脂管を探知可能。

14．4Ｖ
18Ｖ

埋設物を簡単探知！

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
※バッテリ・充電器別売

特
価￥6,980 （税込￥7,678）

デジレベル250  DGL-250
コードNo. 327839 標準価格 ￥12,705（税込）
緑色のLED数字表示で視認性抜群！
自動反転で天井作業でも読み取り簡単！

見やすいデジタル水平器！

・最小表示：0.05°・0.08%・1mm/m
・サイズ：254×27×59mm
・質量：約 372g（電池含まず）
・電源：単 4アルカリ乾電池×2本

Ｖ溝&マグネット付

特
価￥4,500 （税込￥4,950）

メガ排水勾配器  MGL-500
コードNo. 333007 標準価格 ￥8,250（税込）

視認性抜群！

●超大型気泡管を搭載で視認性抜群。
●水平、1/50、1/75、1/100測定可能。
・サイズ：500mm
・質量：500g

防水型デジタル水平器  DWL-280PRO

特
価￥10,500 （税込￥11,550）

コードNo. 308177 標準価格 ￥19,250（税込）
IP67の防塵防水タイプ！

明るいＬＥＤ表示！

角度（°）勾配（％）立上り（mm/M）
インチ（In/F）の４モード！

・測定範囲 0～90°
・解像度 0.05°（1.0mm/m）

特
価￥4,240 （税込￥4,664）

防塵防水AC検電器  V-20WP
コードNo. 318287 標準価格 ￥5,478（税込）

・検出電圧： ノーマルモード時 100～1000V
 ワイドモード時 12 ～ 1000V
・電源：単 4形乾電池×2本
・寸法：W24×H161×D29mm
・重量：約 68g（電池含む）

水もホコリもおかまいなし！

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

●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！

専用の無償アプリを使用すれば、測定結果を
スマートフォンやタブレットPCに転送することができます。

・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）

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φ40mmで最大300Aまで測定可能。
●実効値検波（RMS）

・本体サイズ：W66×H205×D25mm
・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

・電源：充電式内蔵リチウムイオンバッテリー
・質量：210g

限定

 ６０台

●φ68の大口径クランプメータ
●3相一括測定が可能。

薄型・ 超軽量・ ポケットサイズのＡＣクランプ！

●細く薄いティアドロップ型のセンサ部（φ33）
●最大測定電流AC1000A

※KEW2200

・使用電池：単 4形乾電池 R03/LR03（1.5V）×2本
・外形寸法：L190×W68×D20mm
・質量：約 120g（電池含む）

クランプ付ポケットサイズＤＭＭ！

●オープンコアセンサでAC/DC電流測定が可能
●短絡防止の測定コードキャップ付（取り外し可）
●新強化保護ブッシュによりケーブル強度増加

特
価￥8,900 （税込￥9,790）

・電流測定範囲：60.0A まで
・被測定導体径φ6mm（IV8mm² まで対応）

特
価￥14,000 （税込￥15,400）

・電流測定範囲：120.0A まで
・被測定導体径φ12mm（IV38mm² まで対応）

特
価￥11,000 （税込￥12,100）

・電流測定範囲：100.0A まで
・被測定導体径φ10mm（IV22mm² まで対応）

※2012RA

特
価￥4,780 （税込￥5,258）

デジタルマルチメータ  CDM-50
コードNo. 353537 標準価格 ￥6,490（税込）
コンパクトなのに多機能！ ＩＰ６７防水であらゆる環境に適応！

・測定レンジ：20Ω/200Ω/2000Ω
・電圧測定範囲：0～ 300.0V
・使用電池：単 3形乾電池 LR6/R6（1.5V）×6
・外形寸法：L121×W188×D59mm
・質量：約 690g（電池含む）

●業界最速の応答速度2秒
●巻き取りやすいコードリールで作業時間を大幅短縮

【付属品】
キャリングバッグ付

※KEW4105DL

特
価￥49,800 （税込￥54,780）

ディジタル絶縁抵抗計  MY600
コードNo. 322373 標準価格 ￥57,200（税込）

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。

接地抵抗計  FT6031-50
コードNo. 334362 標準価格 ￥48,400（税込）
防塵・防水性能に優れたボディ！

特
価￥38,000 （税込￥41,800）

ワイヤレスアダプタ  Z3210
コードNo.334365 標準価格 ￥13,200（税込）

特
価￥11,200 （税込￥12,320）

●ワイヤレス化に対応！
●国際保護等級  IP67
●1台でA種からD種
接地抵抗測定までカバー
●0Ω～2000Ωの
ワイドな測定範囲

対応測定器をワイヤレス化、
測定値をタブレットに転送！

照度計  FT3425
コードNo. 320836 標準価格 ￥71，500（税込）
測定データをスマートフォンや
タブレットに送信！

Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ® 搭載！
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●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

●Boa®フィットシステムを採用し、
   すばやく、細やかなフィット調節が可能。
●ローカットモデル

●Boa®フィットシステムを採用し、
   すばやく、細やかなフィット調節が可能。
●ハイカットモデル

レヴォハーネス  TH-508-OT
安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル！

・腿ベルト：V型
・腿バックル：ワンタッチバックル
※ランヤード別売

●表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。
●腰部の交差部が可動し、体の動きにフィット。
●骨盤・足回りに配置されたベルトが、落下時の衝撃荷重を分散。

Ｍサイズ

Ｌサイズ
特
価￥12,000 （税込￥13,200）

特
価￥11,600 （税込￥12,760）

コードNo. 324950
標準価格 ￥19,140（税込）

コードNo. 325294
標準価格 ￥19,800（税込）

ベルト色

黒影ハーネス  TH-504-OT 
見た目も動きもスタイリッシュ！

・腿ベルト：水平型
・腿バックル：ワンタッチバックル
※ランヤード別売

●束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。
●付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取付けられます。

ベルト色

Ｍサイズ

Ｌサイズ
特
価￥13,200 （税込￥14,520）

特
価￥12,800 （税込￥14,080）

コードNo. 324957
標準価格 ￥21,010（税込）

コードNo. 325295
標準価格 ￥21,670（税込）

墜落制止用器具は品薄の状況が続いております。 ご注文時の状況によってはお届けまでにお時間がかかる場合がございます。 予めご了承ください。

181. 共立電気計器 182. 共立電気計器 183. 共立電気計器

189. ディアドラ

186. 共立電気計器

190. アシックス 191. アシックス

196. タジマツール

176. ボッシュ 177. タジマツール 179. カスタム 180. マルチ計測器

172. マキタ 173. マイゾックス 174. アカツキ製作所 175. アカツキ製作所

178. カスタム

185. 横河 187. 日置電機 188. 日置電機

194. 藤井電工 195. 藤井電工

197. 藤井電工 198. 藤井電工 199. 藤井電工

192.DIC 193. 住ベテクノ

184. カスタム

７



伸縮脚付専用脚立 KARU
軽すぎる伸縮脚立！

伸縮式はしご兼用脚立

特
価￥6,900（税込￥7,590）

ナイトスターJP  DDSNS2GR
コードNo. 358622 標準価格 ￥8,778（税込）
30秒振って約20分点灯！

上部操作式の専用脚立！

特
価￥13,800 （税込￥15,180）

LED45W投光器  ZLF-45K
コードNo.  355007 標準価格 オープン

四脚アジャスト式はしご兼用脚立

特
価￥7,980 （税込￥8,778）

充電式LEDヘッドライト  NRX-520H-SET
コードNo. 358659 標準価格 オープン
近接照射に最適なCOB LED搭載！

特
価￥4,800 （税込￥5,280）

充電式LEDヘッドライト  HLP-2102-SET
コードNo. 358660 標準価格￥7,590（税込）

特
価￥20,600 （税込￥22,660）

充電式ヘッドライト  H15RWork 502196
コードNo. 354840 標準価格 オープン

特
価￥13,000 （税込￥14,300）

充電式ヘッドライト  H7RWork 502195
コードNo. 354839 標準価格 オープン

お気軽にご用命ください

全く新しい

コードレス冷温庫！
●冷凍と冷蔵が同時にできる！
    着脱可能な仕切板により2部屋に分割して、それぞれ異なる温度設定ができます。
●大容量で広い用途に使える！
    標準的な2Lのペットボトルなら6本、500mlのペットボトルなら
    15本を立てて収納できます。

特
価各￥65,900 （税込各￥72,490）

コードレス冷温庫

コードNo. 356162
UL18DB(WMG) （フォレストグリーン）UL18DB(WM) （アグレッシブグリーン）

コードNo.356161
標準価格 各￥96,580（税込）

特
価各￥52,400 （税込各￥57,640）

コードNo. 356164
UL18DB(NMG) （フォレストグリーン）UL18DB(NM) （アグレッシブグリーン）

コードNo. 356163
標準価格 各￥76,780（税込）

かがまずに伸縮脚を
伸ばせる上部操作式！
SCN-90A
コードNo. 330505
標準価格 ￥31,460（税込）

特
価￥16,800 （税込￥18,480）

・天板高さ：0.61～0.97m  ・質量：6.4kg

SCN-120A
コードNo. 328403
標準価格 ￥36,300（税込）

特
価￥19,800 （税込￥21,780）

・天板高さ：0.94～1.25m  ・質量：7.1kg

SCN-150A
コードNo. 328404
標準価格 ￥40,700（税込）

特
価￥21,800 （税込￥23,980）

・天板高さ：1.24～1.55m  ・質量：8.2kg

SCN-180A
コードNo. 328405
標準価格 ￥46,860（税込）

特
価￥25,800 （税込￥28,380）

・天板高さ：1.53～1.84m  ・質量：10.0kg

SCN-210A
コードNo. 328406
標準価格 ￥51,700（税込）

特
価￥27,800 （税込￥30,580）

・天板高さ：1.82～2.13m  ・質量：11.2kg

RYZ-09b
コードNo. 330648
標準価格 ￥27,830（税込）

特
価￥11,800 （税込￥12,980）

・天板高さ：0.72 ～ 1.03m  ・質量：5.8kg
・はしご時長さ：1.52 ～ 2.16m

RYZ-12b
コードNo. 330649
標準価格 ￥31,460（税込）

特
価￥12,800 （税込￥14,080）

・天板高さ：1.02 ～ 1.33m  ・質量：6.9kg
・はしご時長さ：2.14 ～ 2.78m

RYZ-15b
コードNo. 330651
標準価格 ￥37,510（税込）

特
価￥15,800 （税込￥17,380）

・天板高さ：1.31 ～ 1.63m  ・質量：8.1kg
・はしご時長さ：2.75 ～ 3.40m

RYZ-18b
コードNo. 330652
標準価格 ￥43,560（税込）

特
価￥17,800 （税込￥19,580）

・天板高さ：1.61 ～ 1.92m  ・質量：9.8kg
・はしご時長さ：3.37 ～ 4.02m

RYZ-21b
コードNo. 330653
標準価格 ￥50,820（税込）

特
価￥20,800 （税込￥22,880）

・天板高さ：1.91 ～ 2.22m  ・質量：10.9kg
・はしご時長さ：3.99 ～ 4.63m

KARU-120
コードNo. 360942
標準価格 ￥29,700（税込）

特
価￥13,800 （税込￥15,180）

・天板高さ：0.82～1.11m  ・質量：5.3kg

KARU-150
コードNo. 360943
標準価格 ￥34,100（税込）

特
価￥15,800 （税込￥17,380）

・天板高さ：1.11～1.41m  ・質量：6.2kg

KARU-180
コードNo. 360944
標準価格 ￥38,500（税込）

特
価￥17,800 （税込￥19,580）

・天板高さ：1.41～1.70m  ・質量：7.0kg

KARU-210
コードNo. 360945
標準価格 ￥41,800（税込）

特
価￥19,800 （税込￥21,780）

・天板高さ：1.70～1.99m  ・質量：7.9kg

LNT-70A
コードNo. 307643
標準価格 ￥224,400（税込）

特
価￥94,800 （税込￥104,280）

・全長：7.03m  ・縮長：3.03m  ・質量：19.2kg

LNT-80A
コードNo. 307644
標準価格 ￥243,760（税込）

特
価￥106,800 （税込￥117,480）

・全長：8.06m  ・縮長：3.37m  ・質量：21.3kg

LNT-90A
コードNo. 307645
標準価格 ￥303,600（税込）

特
価￥118,800 （税込￥130,680）

・全長：9.07m  ・縮長：3.70m  ・質量：26.0kg

LNT-100A
コードNo. 355705
標準価格 ￥310,860（税込）

特
価￥130,800 （税込￥143,880）

・全長：10.11m  ・縮長：4.04m  ・質量：28.0kg

NewNew

タワー式足場セット
軽量・組立簡単！
●一段目は折りたたみ式のため、
   素早く設置が行えます。
●収納場所をとらない軽量コンパクト設計。

WTF-12A
コードNo. 352758
標準価格 ￥340,010（税込）

WTF-123AS
コードNo. 352759
標準価格 ￥692,120（税込）

WTF-1234AS
コードNo. 352760
標準価格 ￥918,390（税込）

特
価￥148,000 （税込￥162,800）

特
価￥258,000 （税込￥283,800）

特
価￥338,000 （税込￥371,800）

・全高：2.80m   ・作業床高さ：1.70m
・設置寸法：0.83×1.76m  ・質量：37.7kg

・全高：4.60m   ・作業床高さ：3.40m
・設置寸法：3.06×3.81m  ・質量：79.7kg

・全高：6.30m ・作業床高さ：5.20m
・設置寸法：3.06×3.81m  ・質量：106.9kg

ESK-7
コードNo. 314890  
標準価格 ￥75,350（税込）

特
価￥54,800 （税込￥60,280）

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

ESK-11S
コードNo. 314891  
標準価格 ￥75,350（税込）

特
価￥54,800 （税込￥60,280）

・垂直高：724 ～ 1084mm   ・天板巾：500mm   
・天板長さ：765mm

ESK-11
コードNo. 314892  
標準価格 ￥88,550（税込）

特
価￥64,400 （税込￥70,840）

・垂直高：724 ～ 1084mm   ・天板巾：500mm   
・天板長さ：1545mm

ESK-14
コードNo. 314893  
標準価格 ￥114,950（税込）

特
価￥83,600 （税込￥91,960）

・垂直高：1057～1417mm   ・天板巾：500mm  
・天板長さ：1545mm

ESK-18
コードNo. 314894  
標準価格 ￥129,800（税込）

特
価￥94,400 （税込￥103,840）

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

四脚調節式足場台 勇馬
揺れ・ガタつきがない！
●業界最大級のステップ巾
   （踏さん60mm）
●縦方向のガタつき・揺れを
   抑える伸縮脚と支柱デザイン
●ガタつきや穴あれを抑える折り
   たたみ金具のブッシュ
●軽量化と材質劣化を抑える
   ステンレス材の導入

※仮設工業会認定品

可搬式作業台デューク
手がかり棒4本仕様！

サヤ管式３連はしご
コンパクトに収納できる！

脚伸縮式２連はしご

ANE-34FX
コードNo. 233823
標準価格 ￥65,340（税込）

ANE-47FX
コードNo. 233738
標準価格 ￥75,020（税込）

ANE-53FX
コードNo. 230063
標準価格 ￥79,860（税込）

特
価￥21,636 （税込￥23,800）

特
価￥25,273 （税込￥27,800）

特
価￥26,820 （税込￥29,502）

伸縮脚付で段差があっても設置可能！

軽量・コンパクト仕様で持ち運びにも便利！

2.99～3.45
4.23～4.69
4.85～5.31

ANE-34FX
ANE-47FX
ANE-53FX

全長(m)
1.84
2.46
2.77

収納長(m)
9.1
11.3
12.4

質量(kg) ●脚部伸縮式で最大40cmの高さ調整が可能。
●天板寸法：L155×W50cm

軽自動車にもらくらく積載。
（LNT-100Aは普通自動車に積載可）

動画はこちら！

DUK-1116T
コードNo. 242888
標準価格 ￥201,300（税込）

DUK-1516T
コードNo. 242890
標準価格 ￥215,600（税込）

DUK-1816T
コードNo. 242895
標準価格 ￥236,500（税込）

・天板高さ：0.73～1.05m  ・質量：18.8kg

・天板高さ：1.04～1.44m  ・質量：21.9kg
特
価￥89,800 （税込￥98,780）

特
価￥84,800 （税込￥93,280）

・天板高さ：1.36～1.76m  ・質量：24.1kg
特
価￥99,800 （税込￥109,780）

動画はこちら！

※はしごにはなりません 限定

 ３０ 台

●軽量スタンダードタイプの三連はしごです。
●軽自動車に積載ＯＫ！
     （※ご使用の車のサイズをご確認ください。）

限定特価！

HE3-2.0-60
コードNo. 238671
標準価格 ￥133,100（税込）

HE3-2.0-70
コードNo. 220610
標準価格 ￥142,780（税込）

HE3-2.0-80
コードNo. 231237
標準価格 ￥163,350（税込）

・全長：5.85m  ・縮長：2.84m  ・質量：17.0kg
特
価￥43,800 （税込￥48,180）

・全長：6.86m  ・縮長：3.18m  ・質量：19.0kg
特
価￥43,800 （税込￥48,180）

・全長：7.86m  ・縮長：3.51m  ・質量：21.0kg
特
価￥43,800 （税込￥48,180）

●業界最軽量の軽さを実現（2021年7月現在)
●1台で2サイズのお得感

段差で役立つ
ロングストロークの伸縮脚！
●高さ調整最大31cm
●幅広踏ざんで作業も快適。
●幅広天板は工具などを置ける
   便利なトレー形状。

アルミ三連梯子

キャタツアンダーバッグ

脚立に取付ける便利袋！

支柱に伸縮マジックテープで取付け
取り付けたまま脚立の開閉が可能

特
価各￥1,980 （税込各￥2,178）

コードNo. 321199
KB-30-YL（イエロー）KB-30-BK（ブラック）

コードNo. 321198
標準価格  各￥3,300（税込）

130mm

270mm
270mm

●立ったまま伸縮でき、ワンタッチで
   折りたたみができます。
●脚は最大31cmの高さ調節ができます。

四脚アジャスト式専用脚立

SXJ-240A
コードNo. 318693
標準価格 ￥71,060（税込）

SXJ-270A
コードNo. 318694
標準価格 ￥78,100（税込）

SXJ-300A
コードNo. 318695
標準価格 ￥84,700（税込）

・天板高さ：2.11～2.42m  ・質量：10.9kg
特
価￥35,800 （税込￥39,380）

・天板高さ：2.40～2.71m  ・質量：12.2kg
特
価￥38,800 （税込￥42,680）

・天板高さ：2.69～3.00m  ・質量：14.8kg
特
価￥41,800 （税込￥45,980）

動画はこちら！

特
価￥5,400 （税込￥5,940）

LEDヘッドライト  LE－E501D－SP
コードNo. 328571 標準価格 ￥9,130（税込）
幅広く使用できるベーシックライト！

特
価￥4,880 （税込￥5,368）

充電式LEDライト  FLP-2107-SET
コードNo. 358661 標準価格￥7,700（税込）
転がりにくいアンチローテートデザイン！

特
価￥7,600 （税込￥8,360）

充電式ライト  P5RWork 502185
コードNo. 354843 標準価格 オープン
コンパクトな充電モデル！
●太陽光に近い暖色系ライト
●衝撃から保護するレンズカバー付き

ヘッド部分で照射角調整が出来る
スライドフォーカスコントロール。

使用電池：専用リチウムポリマー充電池/単3形アルカリ電池×2本

・本体寸法：φ38×132mm
・本体質量：約124g(電池含 )
・使用電池：専用充電池（Li-ion)

・外形寸法 38×87×55mm
・製品重量 118g（電池含まず）

●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。

2m

IPX4
防水(防沫型)

耐落下

取り付け方多彩！

床置き、バイス取付、単管クランプ取付、吊り
下げフック取付や別売の三脚への取付も可能！

・補助電源に使えるコンセント2個付
・本体サイズ：H315×W385×D98mm
  （フック、アームは除く）
・質量：4.0kg

自然な色を再現！

・電源：専用充電池 (Li-ion)
・本体寸法：W75×H53×D55mm（ヘッド部）
・本体質量：約 282g 使用電池：専用リチウムイオン充電池/単3形アルカリ電池×4本 使用電池：専用リチウムポリマー充電池/単3形アルカリ電池×3本

・サイズ：L255×φ38mm(最大径50mm)
・質量：約320g

●太陽光に近いCRI90の高い演色性で自然な色を再現。
●耐衝撃性・保護性能に優れたプロユーザー向けモデル。

プロ用ハイグレードモデル！

●太陽光に近いCRI90の高い演色性で自然な色を再現。
・電源：専用充電池 (Li-ion)
・本体寸法：W75×H53×D58mm（ヘッド部）
・本体質量：約 413g

特
価￥7,480 （税込￥8,228）

LEDヘッドライト  RVH07R
コードNo. 354029 標準価格 オープン

●予備電池に充電口がついているので、
   充電器不要。
●充電池を取りはずさなくても充電できます。
●耐久性のあるUSB TypeｰC

●ヘルメットホルダーやシリコンバンドなどが標準付属
●後部認識灯搭載で後方の安全性を確保

●電池・電球不要で今後費用は一切必要無し。
●振るだけで充電だからイザというとき必ず使える。

【付属品】
ヘルメットクリップ×4個、
専用充電池、布バンド、
USB Type-C 30cmコード

・明るさ調整3段階
・電源：専用充電池または
   単4乾電池×3本
・防水等級：IPX4

本体に直接チャージ！付属アクセサリー充実
動画はこちら！

特
価￥58,000 （税込￥63,800）

LED投光機  HTL305LF-M
コードNo. 357526 標準価格 ￥74,800（税込）
全く新しいLEDバッテリー投光器！

・サイズ：L710×W350×H200mm(※収納時 )
・作業時高さ：870 ～ 2,100mm
・本体質量：5.7kg

●ソーラーでもコンセントでも充電できるハイブリッド充電システム
●灯具が分割できる「独立バッテリー」を採用。
●IP保護等級：IP44

動画はこちら！

動画はこちら！

保安・ 仮設
アグレッシブグリーン

フォレストグリーン

207. タジマツール 210. 大作商事 211. ハタヤ

213. ピカコーポレイション 214. ピカコーポレイション

201. 新ダイワ200.HiKOKI

220. 長谷川工業219. ピカコーポレイション

216. 長谷川工業215. アルインコ

202. レッドレンザー 203. レッドレンザー 204. ジェントス 205. ジェントス

208. ジェントス 209. レッドレンザー

206. グランツ

212. ジェフコム

218. アルインコ

217. 長谷川工業

222. アルインコ221. ナカオ
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