
厳選商品大集合！
この機会にぜひお買い求めください！

1月21日（木）～3月１９日（金）迄1月21日（木）～3月１９日（金）迄

New

New
New

充電式レシプロソー　ＪＲ００１ＧＲＤＸ
コードNo. 329142 標準価格 ￥81,000

充電式バンドソー　Ｈ６０Ｅｃｏ ＢＨ０６０
コードNo.231411 標準価格 ￥45,000

充電式ハンマドリル　ＨＲ００５ＧＲＭＸ
コードNo. 345715 標準価格 ￥146,500

打撃エネルギー８．０ジュール！

１８Ｖコードレスハンマドリル

破つりハンマ（六角軸）　ＧＳＨ５ＸＮ
コードNo. 311181 標準価格 ￥45,000

充電鋲打機　ＢＸ３ＭＥ Ｐ２／４．０Ａコンボ
セットのバッテリーの容量が
３．０Ａｈ→４．０Ａｈにアップ！

充電集塵ハンマードリル 充電ハンマードリル ＧＢＨ３６Ｖ−ＰＬＵＳ
コードNo.  312154 標準価格 ￥139,000

速い、長寿命、高品質な穴あけ、安全、疲れない！

充電式ライトボーラー　ＩＳＫ－ＬＢ３０Ｌｉ
コードNo. 334901 標準価格 ￥385,000

コードレスフレア　ＲＦ－２０Ｓ ４２４９０１
コードNo. 237872 標準価格 ￥79,000

マルチボルト コードレスクリーナ 充電式サイクロンクリーナー

充電式圧着工具 充電式ケーブルカッタパイプマシン　Ｆ２５ＡⅢ　２０５１２５
コードNo. 320524 標準価格 ￥237,000

クラス最大のモーターパワー！
２５Ａのねじ加工が楽々１６秒！

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

１８Ｖ/１４．４Ｖ両方の電池が兼用で使用可能！

●フィルターが目詰まりしにくいサイクロン式
●ワンタッチでゴミ捨てラクラク

●低振動＋振り回され低減機構搭載
●別売のワイヤレスユニットを装着すれば
   無線連動集塵機に対応可

●細径ソフトモードで細径ビットもＯＫ
●防振機構で快適作業
●キックバック防止機能
●軽はつりモード

各￥118,000特
価 ￥89,800特

価 ￥117,200特
価

￥29,800特
価 ￥64,800特

価 ￥35,800特
価

￥56,500特
価各￥38,500特

価 ￥268,000特
価

￥178,000特
価 ￥250,000特

価

Ｒ３６ＤＡ（ＳＣ）（ＸＰ）
コードNo. 344172

バッテリ1個・充電器付 本体のみ

標準価格 ￥49,800

￥37,400特
価

￥61,200特
価

Ｒ３６ＤＡ（ＳＣ）（ＮＮ）
コードNo. 344173
標準価格 ￥21,100

￥15,800特
価

ＤＨ１８ＤＰＡ（２ＸＰ）
コードNo. 344660

バッテリ２個・充電器・ケース付 本体・ケースのみ

標準価格 ￥73,900

￥55,500特
価

ＤＨ１８ＤＰＡ（ＮＮＫ）
コードNo. 344661
標準価格 ￥31,300

￥23,500特
価

Ｓ７Ｇ－Ｍ２００Ｍ
コードNo. 326605
標準価格 ￥355，000

￥248,000特
価

Ｓ７Ｇ－Ｍ２５０Ｍ
コードNo. 326606
標準価格 ￥367，000

￥258,000特
価

Ｓ７－Ｋ５０
コードNo. 324605
標準価格 ￥192，000

￥134,000特
価

Ｓ７－Ｋ５０Ｙ
コードNo. 324606
標準価格 ￥229，000

￥160,000特
価

１８Ｖ

５．０Ａｈ

１８Ｖ ５．０Ａｈ

１８Ｖ ５．０Ａｈ

吸引力が落ちにくい！

破つりのスペシャリスト！

ガンガン吸える圧倒的パワー！

取り回しやすい小形・軽量ボディ！

ＡＣ機同等のハイパワー！

集塵容量

ｍＬ
２５０

吸込み仕事率吸込み仕事率

１８Ｖ電池装着時１８Ｖ電池装着時

３５Ｗ３５Ｗ
・吸込み仕事率：（18Vバッテリ使用時）
   強：35W 標準：9W
・最大使用時間：（18V5.0Ahバッテリ使用時）
  強：30分 標準100分

【連続使用時間】
約15 分（強）/ 約30 分（標準）/ 約60 分（弱）
・寸法：L519×W112×H180mm
・質量：1.8kg

・消費電力：1,025W
・寸法：W465×L450×H240mm
・質量：5.5kg

【付属品】
ブルポイント280mm×1本、
サイドハンドル、キャリングケース

・寸法：L500×W115×H286mm
・質量：7.3kg

【付属品】
バッテリ×1、充電器、ノズル類

標準価格 各￥55,000

ＥＺ３７Ａ５ＬＪ１ＧＢ（黒）
コードNo. 348799

ＥＺ３７Ａ５ＬＪ１ＧＷ（白）
コードNo. 348800

粉じんを遠心分離するサイクロン方式を採用。
粉じんが目詰まりしにくく、吸引力が持続します。

【付属品】
・バッテリBL4040×2本
・充電器DC40RA

六角軸

１７ｍｍ

圧倒的なパワーで

連続作業に強い！

【付属品】
集じんシステム、3.4Ah電池2個、
充電器、ケース

【付属品】
4.0hバッテリ2個、充電器、ケース

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

ＥＺ７８８１ＰＣ２Ｖ－Ｒ（赤）

２８．８Ｖ　３．４Ａｈ
36Ｖ　4．0Ａｈ

18Ｖ　4．0Ａｈ

標準価格 各￥169,000

「ＨＥＰＡフィルター」新搭載！

SDS-plus

SDS-plus

４．０Ａｈ最新

バッテリー搭載！

コードNo. 317899
標準価格 ￥75,000

専用ピン２０ｍｍ　Ｘ－Ｐ２０Ｂ３ＭＸ　２０００本

￥165,000特
価

コードNo. 449992 標準価格 ￥202,200
充電鋲打機　ＢＸ３ＭＥ　Ｐ２／４．０Ａｈコンボ

【付属品】4.0Ahバッテリ×2、充電器、ケース

驚愕の切断スピード！

・本体サイズ：L457×W88×H233mm
・質量：4.2kg

【付属品】バッテリBL4025×2本、
充電器DC40RA、ケース

【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）

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

【付属品】14/18山ハイス、
バッテリ×2本、充電器、ケース

Φ６３．５ｍｍが切断可能！

片手で楽々超小型！

３．５Ｋｇ！

１８Ｖ

Ｌｉ－ｉｏｎ

２個付

安全設計の充電式

磁器ボーラー！

●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。

・本体サイズ：W123×L320×H173mm
・質量：8.8kg

Ｌｉ-ｉｏｎ
１０．８Ｖ

・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）

リチウムイオンバッテリー搭載！

片手で持てるパイプマシン！

・ねじ切能力：1/4B～1B（8A～25A)
 （1/4～3/8用チェーザ・ダイヘッドは別売）
・本体重量：19.8kg
・機械寸法：  L440×W329× H356mm

●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

兼用タイプにリニューアル！

圧着ダイス

１４～２５０ｓｑ

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。

※S7G-M250M
【付属品】圧着用オス・メスダイス、
バッテリ、充電器、ケース

【付属品】
バッテリパックBP-2120、充電器、ケース

Li-ion
21.6v

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。

※価格は全て税抜き表示です。 １



こじあける・すじを入れる・
空回りするネジを抜く補助などに

●新冷媒・従来冷媒兼用
●校正証明書付

＜キット内容＞
・モジュラー圧着工具 MLA-M102
・LANケーブルストリッパー MLA-S201
・モジュラープラグ25個入 MLA-625

偏芯テコでらくらく切断！

今度のハイパーは

ツメが違う！

一本で１/４・３/８兼用！

貫通式で簡単！
１ｍ毎の目盛付き！

納得の収納力！

・収納ケース：380×50×400mm
・ロッドサイズ：W3.2×T1.6mm
・質量1.9kg

スチールパック ＳＰ－１６３０ＭＪ
コードNo. 354968 標準価格 ￥12,000

スムーズな繰り出し、巻取りができる
スチールワイヤーです。

電ドラボール ＮＯ．２２０ＵＳＢ－５
コードNo. 324084 標準価格 オープン

早締めは電動モーターで、
本締めは手動のドライバー感覚で。

ＬＡＮツールキット　ＭＬＡ－ＫＩＴＡ
コードNo. 335727 標準価格 ￥16,000

貫通させたケーブルを、圧着と同時にきれいに切り揃え可能！
ケーブルの長さ調整不要！配線の確認がしやすい！

マルチケーブルリール　ＶＢ－４５００
コードNo. 239576 標準価格 ￥28,100

各種ケーブルを収納引出し可能！

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

倍力Ｗカッター　０１３５５
コードNo. 309651 標準価格 ￥8,000

偏芯ペンチ・ニッパー ネジラーペンチ　ＺＡ７０５０－２００
コードNo. 317596 標準価格 ￥6,840

ツールバック　ＴＢ－３５２０
コードNo. 354887 標準価格 ￥7,100

伸縮式ゴミ箱カッタークランクハイパーＡＬ型　２４０Ｂ
コードNo. 354076 標準価格 オープン

無縫製マルチケースブラック　Ｇ２００−７７２６
コードNo. 326329 標準価格 ￥2,000

防水素材の無縫製バッグ！

複式ショベル ポストホールディガ－ＤＸ
コードNo. 238602 標準価格 オープン

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！

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

土やグラウンド、アスファルトなどの
ならし作業に！

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

配管工事の狭い場所での
掘削作業用ショベル！

デジタル計付小型真空ポンプ（ケース付）
真空度の計測から漏れ検査まで
このポンプ一台で！

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

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！

フロン回収機 ＴＡ１１０ＦＲ
コードNo. 333119 標準価格 ￥204,000

温度上昇抑制性能１６％向上！

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

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

驚くほど小さな力で移動できる！

ダブルヘッドトルクレンチ　ＴＡ７７１ＷＴ－２３
コードNo. 355034 標準価格 ￥13,400

家庭用エアコンの据付はこれ一本でＯＫ！
持ち運びに便利な２ｉｎ１仕様です。

￥9,600特
価 ￥18,200特

価 ￥7,800特
価 ￥4,380特

価

￥4,100特
価 ￥5,400特

価 ￥6,000特
価

￥650特
価 ￥1,400特

価 ￥5,300特
価

￥2,780特
価 ￥2,400特

価 ￥3,800特
価 ￥3,980特

価

￥9,800特
価 ￥163,000特

価 ￥66,800特
価

￥10,800特
価 ￥7,200特

価

サポートリフター

￥17,800特
価

New

New

New

厚
さ１．６ｍｍ

長
さ３０ｍ

New

偏芯ペンチ ＺＭ８０－２２５
コードNo. 321305

最新鋭の設備と熟練の技術を
融合させた高品質ペンチ！

ＶＶＦ線から軟鉄線まで
切断可能な薄刃仕様ニッパー！

標準価格 ￥6,960

￥5,580特
価

偏芯電工ニッパ ＺＤ８０－２００
コードNo. 328870
標準価格 ￥7,400

￥5,920特
価

￥1,080特
価 ￥1,350特

価

￥40,000特
価 ￥43,000特

価 ￥55,000特
価

※貫通タイプ以外のモジュラープラグには使用できません。
※他社メーカーのプラグには対応できないことがあります。

【切断能力】・軟鉄線：φ4.0　・銅線：φ5.0
・ピアノ線：φ2.0　・VVF線：φ2.0×3芯

・呼びサイズ：225mm
・質量：340g
・圧着サイズ：1.25～3.5mm2

・呼びサイズ：200mm
・質量：300g
・圧着サイズ：1.25～3.5mm2

【切断能力】・軟鉄線：φ4.0　・銅線：φ5.0
・VVF線：φ2.0×3芯

●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

・寸法：H320×W380×D240mm
・質量：1,160g

より細かい
作業に適した

Ｍ字型ツメ

隙間にも
入れ込みやすい

クランク形状

●内径調整スタットで、ＶＡだけでなく各種ケーブルにジャストフィット
●こぼれ止めローラー付でケーブルがこぼれ落ちない構造
●ブレーキ付（強弱調整可能）
●床面を傷つけないゴム脚付（段積用）

・質量：7.8kg
・最大積段数：4段
・収納最大荷重：40kg（1台あたり）
・収納可能容量：直径φ440×高さ135mm 
・サイズ：直径φ460×幅500×高さ240mm

USB充電式Li-ionバッテリー
(3.6V-800mAh)搭載。
高輝度LEDライト付き。
六角対辺6.35mmビット対応。

電動の力でアシスト！

【付属品】ビット：+1,+2×2,+3,-6(100mm)
USB充電ケーブル(1m)、専用ACアダプター

機能充実！

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！

・全長263mm
・重量522g
・最大開口45mm

掴めるモンキー！

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。

倍力構造でステン板や野緑受けを簡単に
切断することが可能！

・全長：250mm
・質量：320g

●指詰め防止ストッパー
●ワンタッチ取り外しゴムストッパー

軟鋼板の切断など、引っ掛けた
状況で切断可能！

水から守る・水で洗える！

防水
素材

丸洗い
ＯＫ

・寸法： W38(上部 )20(底部 )×H48
                ×D12cm(開口時の測定値)
・質量：262g
・容量：約8L

●シューズケースやヘルメット
　の収納など使い方いろいろの
　マルチケース。
●内側に縫い目が無いから水や
 　泥汚れをシャットアウト！

しっかり自立、作業効率ＵＰ！

直径470×高さ570mm

●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

標準価格 各オープン

Ｍサイズ

コードNo. 333797
直径550×高さ650mm
Ｌサイズ

コードNo. 333798

・全長：1710mm
・頭部：600×67mm
・重量： 1.2kg

【材質】
頭部：スチール
柄：木

・刃先寸法：巾124mm  長さ218mm
・全長：1440mm

●刃先は独自の熱処理を施した
   複式ショベルの本格派。
●室は厚肉鋼（４．５ｍｍ）を使用。
●柄は焼付塗装パイプ。

縦穴掘り作業に！

土離れが良い！

・全長：970mm
・刃巾×刃長：205×295mm
・質量：1.6kg

独自の穴明け加工。
水分を含んでいる土でもラクにすくえます！

すべらない！
しっかり握れる

グリップ！

深い穴もラクに

掘れます！

・全長：1400mm
・穴径：155mm
・質量：4kg

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 ＣｏｏＬに進化！

回収能力/R410A(気体 )

２６０ｇ／ｍｉｎ

２４０ｇ／ｍｉｎ

回収能力 /ＪＩＳ Ｂ ８６２９

回収能力 /Ｒ４１０Ａ（気体）

電源
真空到達レベル
本体サイズ/質量

100V 50/60Hz

H345×W380×D255mm/10.9kg
連続運転時…約0.05MPa/自動停止時…約0.07MPa

R22,R32,R134a,R404A,R407C,R407H,R410A,R448A,R449A,
R452A,R463A-J,R1234yf,R1234zeなど回収可能冷媒 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－ＳＶＣ
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－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－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。

《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

※同社ＴＡ１１０ＦＰとの性能比較

コンパクト性能を追求！

・展開時全長：450×350×100mm　
・全重量：約2kg

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→

ワンタッチ操作！

ストッパーペダルを本体に内蔵！微音

ブレーキＯＮ／ＯＦＦが
一目瞭然！

・サイズ : W900×D600mm
・車輪：125mmグレーゴム

伸・耐・快を備えた

職人の相棒！

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。

ＳＬＧ－Ｓ２９０

コードNo. 329044
標準価格 ￥9,000

￥5,400特
価

ＳＬＧ－Ｓ３９０

コードNo. 329045
標準価格 ￥10,500

￥6,300特
価

使用範囲：約1,600～2,900mm 使用範囲：約1,600～3,900mm ※折りたたみ時

２



磁器タイルダイヤコアビットスーパーメタルコアカッター 充電ダイヤコアビット「セミドライ」

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

インローター スパイラルタケノコドリル

ラベルライター「テプラ」 ＳＲ９７０
コードNo. 309131 標準価格 ￥39,800

高速印刷＆静音設計！
従来機の２倍の速さで快適ラベル作成！

六角軸３本組スパイラルタップ シャーパー弓形ブレード

アナログテスター　ＣＸ−０４ＭＢ
コードNo. 315176 標準価格 ￥4,100

本体を金属板に貼れる磁石を内蔵！

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）

クランプオンハイテスター　ＣＭ４００１
コードNo.331047 標準価格 ￥37,000

７レンジ式デジタル絶縁抵抗計　ＨＧ５６１Ｈ
コードNo.300491 標準価格 ￥36,800

ＪＩＳ準拠コンパクトな「スマート」絶縁抵抗計！

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

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

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

ギラつかない！ブルーグリーンレーザー！

グリンレーザーＬＳＴ－ＹＧ９７ＥＸセット
コードNo. 355042 標準価格 ￥263,000

電子整準フルライングリンレーザー！

デジレベル２５０　ＤＧＬ－２５０
コードNo. 327839 標準価格 ￥11,000

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！

サーモグラフィＣ５　ＴＡ４１０ＦＣ－５
コードNo. 354924 標準価格 ￥140,000

デジタル水平器　ＤＷＬ９０ＰＲＯ
コードNo. 339159 標準価格 ￥8,500

トランシーバー　ＤＪ－Ｐ２２１
標準価格 各￥19,800
４７ｃｈ中継対応 防浸型
特定小電力無線/交互通話専用

ＤＪ－Ｐ２２１ーＬ
コードNo. 308123
通話距離重視のＬタイプ。
アンテナ約１６ｃｍ

ＤＪ－Ｐ２２１ーＭ
コードNo. 308122
携帯性に優れたＭタイプ。
アンテナ約７．５ｃｍ

コンパクト＆ハイスペック！

電気工事に汎用性のあるドリル！

磁器タイルへの穴あけを最適化！

ラインドットポイント搭載！

お得な３本組！

ビニールパイプの内面切断に！

１人でレベル出し可能！さらに手軽に、そして鮮明に！

各￥9,800特
価

５．０ｍ ＪＩＳ１級メートル目盛
８１１２２ コードNo. 354828
標準価格 ￥4,030

コンベックス ライトギア極立２５
直立性２１％アップ！！

「立つ」を「極めた」

コンベックス！
見やすいデジタル水平器！

￥2,580特
価

７．０ｍ ＪＩＳ１級メートル目盛
８１１２５ コードNo. 354831
標準価格 ￥4,630

￥2,980特
価

New

New

New

New

New

●片手で簡単に脱着できるホルダーＭＡＧ－ＬＯＣＫ付き。
●先端は強力なネオジム磁石のマグネット爪。

●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。

新しいクラウドサービスＦＬＩＲ Ｉｇｎｉｔｅに対応。
熱画像の自動アップロードや共有が可能に。

￥32,000特
価 ￥31,200特

価 ￥3,550　　　　　　　　　　　特
価 各￥27,200特

価

￥31,800特
価

￥231,000特
価 ￥99,800特

価 ￥49,800特
価

￥133,000特
価 ￥5,100特

価 ￥6,600特
価

￥29,800特
価

大特価！！

【アプリケーションインストールカード付属】

・サイズ：61×58×38mm
・モード：角度°mm/m、in/F
・分解能：0.05°(1.0mm/m)
・測定範囲：0～90°×4
・電池：単4電池×2本
・重量：120g

ＲＳＰ３４５
コードNo. 335632
標準価格 ￥3,440

￥2,240特
価

ＲＳＰ４５６
コードNo. 335633
標準価格 ￥3,610

￥2,350特
価

Ｍ３・Ｍ４・Ｍ５の３本組

六角軸 止り穴用

Ｍ４・Ｍ５・Ｍ６の３本組

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

￥11,700特
価

六角軸インローター
ＲＰ－１００ コードNo. 213693
標準価格 ￥25,000

￥14,900特
価

切断速度・

耐久性ＵＰ！

各大特価！！

標準価格 各オープン

ＳＰＹー１６１４

３４３１

ＳＰＹー２０１４

ＳＰＹー２５１４

コードNo. 330810

コードNo. 330812

コードNo. 330814

全長160mm　山数14

全長200mm　山数14

全長250mm　山数14

●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

【付属品】
携帯用ケース×1、ストラップ×1、
取扱説明書×1、使用上の注意×1、
単4アルカリ乾電池(LR03)×1

・交流電流レンジ：60mA～600A 5
  レンジ真の実効値整流
・周波数レンジ：40.0Hz～999.9Hz
・電源：単4アルカリ乾電池(LR03)×1
・寸法：W37×H160×D27mm・質量：115g

計測温度範囲

・充電式内蔵リチウムイオンバッテリ
・寸法：138×84×24mm
・質量：0.19kg

ＤＪＷー１５ .０×６０Ｓ
コードNo. 313610
標準価格 ￥6,600
ＤＪＷー２５ .０×７６Ｓ
コードNo. 313612
標準価格 ￥8,800
ＤＪＷー３５ .０×７６Ｓ
コードNo. 313615
標準価格 ￥9,900

ＤＪＷー５ .０×６０Ｓ
コードNo. 310614
標準価格 ￥5,000
ＤＪＷー６ .０×６０Ｓ
コードNo. 310615
標準価格 ￥5,000
ＤＪＷー８ .０×６０Ｓ
コードNo. 310618
標準価格 ￥5,300
ＤＪＷ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！

セミドライ
ワックス付

《特許取得》

【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「セミドライワックス」を塗布するだけ！

￥6,930特
価

セミドライワックス ＤＪＷ－ＷＡＸ
コードNo. 332345 標準価格 ￥3,000

￥2,100特
価

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

￥2,240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

ＰＣＳＭ５０Ｃ （カッター ５０ｍｍ）
コードNo. 327710
標準価格 ￥11,250

ＰＣＳＭ６５Ｃ （カッター ６５ｍｍ）
コードNo. 327711
標準価格 ￥13,250

ＰＣＳＭＣＤ２２５ （センタードリル）
コードNo. 327717
標準価格 ￥3,800

ＰＣＳＭ３８Ｃ （カッター ３８ｍｍ）
コードNo. 327709
標準価格 各￥9,250

￥2,380特
価

各￥5,800特
価

￥7,000特
価

￥8,300特
価

受光器・三脚付

三脚付！

防塵・防水

ＩＰ54

・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

標準価格 オープン

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。

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。

スマートワックス ＤＣＢ－Ｗ
コードNo. 330909
標準価格 ￥2,800

￥1,680特
価

ＤＣＢ－１２ （１２．０ｍｍ）
コードNo. 330891
標準価格 ￥3,800
ＤＣＢ－１５ （１５．０ｍｍ）
コードNo. 330892
標準価格 ￥4,300

ＤＣＢ－３．５ （３．５ｍｍ）
コードNo. 330883

標準価格 各￥3,000

ＤＣＢ－４．５ （４．５ｍｍ）
コードNo. 330884
ＤＣＢ－５ （５．０ｍｍ）
コードNo.330885
ＤＣＢ－６ （６．０ｍｍ）
コードNo. 330886
ＤＣＢ－８ （８．０ｍｍ）
コードNo. 330889
標準価格 ￥3,100
ＤＣＢ－１０ （１０．０ｍｍ）
コードNo. 330890
標準価格 ￥3,200

各￥1,800特
価

￥1,860特
価

￥1,920特
価

￥2,280特
価

￥2,580特
価

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）

高精度な溶着ダイヤ技術と特殊な刃先形状で、
効率的な穿孔を実現しました。

底面強力マグネット付き

Bluetooth®接続でスマホと連携

※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。

金属サンドイッチパネルへの

穴あけに最適！ ＰＣＳＭ３２Ｃ （カッター ３２ｍｍ）
コードNo. 327708

穴あけスピード２倍以上！
寿命３倍以上！

４０％
ＯＦＦ

ＴＫＳ４２２ＥＧ
￥9,240特

価

￥6,600特
価

ＴＫＳ４１２ＥＧ

コードNo. 220581
標準価格￥15,400

標準価格￥11,000
コードNo. 220580

《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！

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

お手持ちのWindows、Macに対応！
PC接続でさらに簡単・便利！
（メーカーHPよりダウンロード）

・シーン別に充実した記号＆絵文字
・バリエーション豊かな外枠＆表組み
・漢字11書体、かな15書体、 英数19書体を搭載

圧倒的な挟みやすさ！

●挟みやすいジョーでらくらく作業。（直径φ24mmまで）

   センサー部を挟みやすい形状にしたことで、
   安全かつ簡単にクランプでき、作業時間を短縮。
●漏れ電流から負荷電流まで測定
●漏電トラブル対応・絶縁管理に

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！

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！

両手操作で安全確保を！

プローブは巻取り収納式！
導通チェック機能付き！（ＬＥＤ、ブザー）

コードNo. 309479 ３４３２ コードNo. 309480
標準価格 各￥32,000

画像は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

出し入れ簡単
収納ケース付

１５／２５／５０／１００／
１２５／２５０／５００Ｖ

７レンジ切替可能

測定レンジ：ACV50、250、500V DCV 10、50、250、500V
電源：A23（12V）電池×1本

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！ ドットポイント搭載

●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

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

・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

３



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

本体に直接チャージ！

New New

New

●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 電池を取り出さずに充電できる

マグネティックチャージシステム！

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。

●ケースは割れにくいように鉄板で補強したグラスファイバー入り樹脂を
   使用しています。
●建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止します。

・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

・本体寸法：W70×H41×D51mm
・本体質量：約259g
・使用電池：専用充電池(Li-ion)

・本体寸法：φ35×151mm
・本体質量：約170g
・使用電池：専用充電池(Li-ion)

【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

￥7,480特
価

￥188,000特
価

ポータブルバッテリー　ＢＡ－３０００
コードNo. 354079 標準価格 オープン

出力１５００Ｗ・瞬間最大３０００Ｗの大容量！

大容量パワーバッテリー！

新しいスタンダードモデル！

水中でも安定した照射が可能！
電池を取り出さずに充電できる
マグネティックチャージシステム！

バランス重視のスタンダードモデル！

建設工事現場の安全確保に！

New

●家庭のコンセントと同じ出力波長の「純正弦波」
●スイッチ操作で５０ / ６０Ｈｚの出力切り替え機能付き。

・バッテリー寿命：約2000回
・製品重量：19.6kg
・本体サイズ：幅190×奥行き480×高さ242mm

江戸鳶ハーネス

建設業を中心に不動の
人気のＰＲＯモデル！

抜群の着心地！衝撃に強い！

￥17,300特
価

コードNo. 325138 標準価格 ￥27,060

江戸鳶ハーネス
ＥＴＮ－１０Ａ－Ｍ

￥9,800特
価

￥79,800特
価

￥69,800特
価

￥39,800特
価

長さ：最大約1,600mm
コードNo. 327734 標準価格 ￥15,400

伸縮ストラップ式ツインランヤード
ＨＬ－ＺＣＷ型

￥9,000特
価

長さ：最大約1,520mm
コードNo. 325141 標準価格 ￥15,500

ロック装置付き巻取式ランヤード
ＨＬ－ＭＲ型

￥24,000特
価

・全長：5.7m ・落下衝撃荷重：約5.7kN
・寸法：L182×W162×D67mm ・重さ：約1.4kg

・全長：8.0m ・落下衝撃荷重：約5.1kN
・寸法：L202×W182×D68mm ・重さ：約1.8kg

コードNo. 214174 標準価格 ￥37,900
ＢＢ－６０－ＳＮ

￥30,000特
価

コードNo. 306946 標準価格 ￥47,600
ＢＢ－８０－ＳＮ

背中：Ｘ型

腿：水平タイプ

【Ｍサイズ】身長が160cm～180cmの範囲で、
おおよそ標準的な体重の方向け

ETN-10A-M

HL-ZCW

HL-MR

使用可能質量

１００
ｋｇ

使用可能質量

１００
ｋｇ

使用可能質量

１００
ｋｇ

充電式ライトＰ６ＲＣｏｒｅ　５０２１７９
コードNo. 354853 標準価格 オープン

ベストセラーのＰ７Ｒ後継機種！！

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

除菌照明クリップライトタイプ ＤＬ－１１Ｃ
コードNo. 331666 標準価格 ￥17,600

銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・
防カビができる！

充電ヘッドライトＨ７ＲＣｏｒｅ　５０２１２２
コードNo. 354847 標準価格 オープン

ベストセラーのＨ８Ｒ後継機種！

ポータブル電源   ＬＰＥ−Ｒ２５０Ｌ
コードNo. 326497 標準価格 ￥67,000

ＡＣ電源・ＤＣ電源・ＵＳＢの出力ができて、
コンセントと車内シガーからの充電もＯＫ！

充電式ＬＥＤヘッドライト ＭＭ－２８５ＨーＳＥＴ
コードNo. 332552 標準価格 ￥10,000

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！

可搬形ディーゼルエンジン発電機　ＤＧＭ８０ＢＭＫ
コードNo. 316169 標準価格 ￥1,150,000

三相と単相３線を切替えることなく、
同時出力を可能としたマルチ発電方式！

ベルブロック

スカイラダー白防炎シート 安全靴ウィンジョブ ＣＰ３０１

￥11,000特
価 ￥8,700特

価 ￥6,000特
価

￥7,500特
価 ￥9,800特

価 ￥35,800特
価

￥140,000特
価

各大特価！！

大特価！！

各￥8,800特
価

BB-60-SN BB-80-SN

【特長】ポリエステル系に塩ビコーティングを施した防炎シートです。
【用途】建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、
また資材のカバーや火災対策用の野積みカバー等にご使用いただけます。
【材質】PVCポリエステル

標準価格 各オープン
コードNo. 230897１．８ｍ×３．６ｍ
コードNo. 230898２．７ｍ×３．６ｍ
コードNo. 347319１．８ｍ×５．４ｍ
コードNo. 230899３．６ｍ×５．４ｍ

防炎認定取得

輸入品

※写真は使用イメージです。

・使用燃料：軽油
・燃料タンク容量：36L
・本体乾燥重量：335kg
・寸法：L1095×W640×H895mm

三相・単相３線同時出力！

これまでの三相と単相３線の別々の発電機使用から

１台２役が可能に！

三相と単相３線の

出力切替不要で操作は簡単に！

良質な電気で(出力波形歪率１．５％以下)

エアコンやパソコンなど、電子機器にも
安心対応！

防塵・防水

ＩＰ６７

防塵・防水

ＩＰ６８

防塵・防水

ＩＰ６６

取り付け方多彩！

・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

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

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！

￥13,800特
価

New

防塵・防水

ＩＰ55
新機構

オレールプラグ
アースピンの接続状態が
外から目視確認できる

照明を点灯するだけ！

・E26電球形タイプ
・有効ツカミ幅最大φ50mm
・サイズ：L238×φ136mm
・質量：0.8kg
・電線長さ：5m

本体は３６０度回転、
前後１２０度の角度の調節が自由。

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！

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

小型アルミヘッドライト！

どこでも使える

ポータブル電源！

・定格出力：AC100V/250W
・バッテリー容量：3.6V/67500mAh
・出力口：100Vコンセント×1口、DC12Vジャック×3口、USB×2口
・電池寿命：約300回
・質量：2.9kg

467

565339

定格出力

２．３ｋＶＡ２．３ｋＶＡ

質量

２７ｋｇ２７ｋｇ

燃料タンク

４．０Ｌ４．０Ｌ

エコノミースイッチ

並列運転

負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード。

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

￥119,000特
価

軽量・高品質！

・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

定格出力

２．０ｋＶＡ２．０ｋＶＡ

質量

１９．８ｋｇ１９．８ｋｇ

燃料タンク

５Ｌ５Ｌ

１年保証

省エネモード

512

447

315

高品質な電気を供給する正弦波インバータ搭載

・連続運転時間： 
    (1/4負荷～定格負荷)約7.0～3.2h
・直流 12V-8.3A
・超低騒音

※並列運転には別売
   専用コードが必要です。

インバーター発電機  ｉＥＧ１６００ＭＹ
コードNo. 227658 標準価格 ￥210,000

商用電源と同等、正弦波に近い波形の
良質な電気！

￥120,000特
価

持運びらくらく！

定格出力

１．６ｋＶＡ１．６ｋＶＡ

質量

２０ｋｇ２０ｋｇ

燃料タンク

４．２Ｌ４．２Ｌ

エコ発電

並列運転

・連続運転時間：
  約10.5（エコ発電）～4.2h
・バッテリー充電専用出力付（DC12V）
・超低騒音

455

280
490

※並列運転には別売の
   並列キットが必要です。

２３０１
プライムレッド×ホワイト

５００４
インシグニアブルー×ゴールドフュージョン

コードNo. 318065
コードNo. 318066
コードNo. 318067
コードNo. 318068
コードNo. 318069
コードNo. 318071
コードNo. 318072

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

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

コードNo. 318074
コードNo. 318075
コードNo. 318076
コードNo. 318077
コードNo. 318078
コードNo. 318079
コードNo. 318080

砂や水が入りにくい！

・暗いところでも光に反射する
  再帰反射材を採用。
・ウィズ：ワイド（3E相当）

標準価格 各￥9，800

●砂や水が入りにくく、脱ぎ履きの便利なベルト仕様。
●快適性と滑りにくさも実現。

昇り降りをより快適にするワイドな脚幅

スムーズにロック解除が
出来るプルリング

上段部での昇り降りを
軽快にするエンドキャップ

全てが日本品質。

全長5.87m　縮長1.05m　重量25.8㎏
コードNo. 319247
標準価格￥130,000

ＬＳ－５９

全長4.88m　縮長0.96m　重量19.5㎏
コードNo. 319246
標準価格￥116,000

ＬＳ－４９

全長3.89m　縮長0.88m　重量13.4㎏
コードNo. 319245
標準価格￥66,000

ＬＳ－３９

アルミ製パイプ足場

￥278,000特
価

￥238,000特
価

超軽量！安定感抜群！

・作業床寸法：485×1,250mm
・わく寸法（支柱中心）：0.65×1.30ｍ

２段セット

・全高：4.33～4.63m
・作業床高さ：3.18～3.48m
・質量：57.0kg

ＡＴＬ－２ＷＡＪＳ
コードNo. 305843

標準価格 各オープン

３段セット

・全高：5.85～6.15m
・作業床高さ：4.70～5.00m
・質量：74.0kg

ＡＴＬ－３ＷＡＪＳ
コードNo. 305844

ウレタン製・ストッパー付きキャスター
ＡＴＬ－ＪＳ付属セット（φ１２５ｍｍ×４個）

コンパクトに縮めて、
収納・持ち運び！

￥15,000特
価

￥13,000特
価

￥9,580特
価

￥8,480特
価

￥7,480特
価

ワイドステップ兼用脚立

天板高さ：0.82m　質量：3.6kg

天板高さ：1.11m　質量：4.5kg

天板高さ：1.41m　質量：6.7kg

天板高さ：1.70m　質量：8.4kg

ＭＸＢ－９０ＦＸ
コードNo. 313380
標準価格￥16,000

ＭＸＢ－１２０ＦＸ
コードNo. 313381
標準価格￥20,000

ＭＸＢ－１５０ＦＸ
コードNo. 313382
標準価格￥25,000

ＭＸＢ－１８０ＦＸ
コードNo. 313383
標準価格￥32,000

ＭＸＢ－２１０ＦＸ
コードNo. 313384
標準価格￥39,000

天板高さ：1.99m　質量：10.0kg

安全性抜群の幅広ステップ！

６０ｍｍの幅広踏ざん採用で
作業効率大幅アップ！

お気軽にご用命ください

４ ※価格は全て税抜き表示です。
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