
この機会にぜひお買い求めください！

2022 年 1月21日（金）～ 3月18日（金）迄

おすすめ発電機・電動工具

標準価格 ￥217,800（税込）

簡単に探知画像を保存、

ＰＣへ転送が可能！

コンクリート探知機
カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示！

可搬性に優れた軽量２０ｋｇ！

インバータ発電機　EF1600iS(J)
コードNo. 227180

並列使用で定格出力3.0kVA
取出しが可能。（別売の並列コード使用時）

ポータブル電源 PB-1500A

アウトドアや災害時の非常用電源に！

標準価格 ￥121,000（税込）

標準価格 ￥118,250（税込）

ガソリンとＬＰガスの２種燃料で運転可能！

エネブリッド発電機
地震や台風など、さまざまな災害の備えに！
企業のBCP対策として、地域の防災対策として。

すっきり収納、ラクラク移動！

ガスパワー発電機『エネポ』 EU9iGB　
コードNo. 230420
燃料がカセットガスだから、
手軽に購入できて保管も簡単です。

充電ハンマドリル DH36DPF(2XP)
コードNo. 353112
軽くてスリムなガンハンドルで
抜群の取り回し！

●材質を色分けしてディスプレー表示、探知した物の材質の判断がより簡単に！
●7つの探知モードで様々な材料に対応
●スポットビュー機能で、狭い場所でも探知が可能
●探知した画像のデータ保存と転送が可能
●用途に合わせて4つの表示ビュー

《最大探知深さ》
・コンクリート：金属200mm、金属以外80mm
・湿ったコンクリート：金属60mm
・レンガ：80mm
・石膏ボード：木材38mm、木材以外80mm
・配管式床暖房 ：80mm

・連続運転時間：約10.5～4.2h
・燃料タンク容量：4.2 L
・並列運転
・50Hz/60Hz周波数切替
・直流12V-8A付
・エコノミーコントロール
・オイル警告装置
・ガソリン燃料
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・連続運転時間：約2.2～1.1h
・燃料タンク容量：500g
・並列運転可能（別売並列運転コード使用時）
・50Hz/60Hz周波数切替
・エコスロットル
・オイルアラート
・LED表示
・カセットガス燃料

※カセットボンベは
　別売です。
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●燃料補給はカセットボンベ（LPGブタンガス）を
   ソケットにセットするだけ。
●オプションの並列運転ケーブルを使用して２台をつなげば
   最大1.8kVAの取り出しが可能。

・使用溶接棒：2.0～4.0mm
・定格出力：2.5kVA×2(単相100V) /5.0kVA(単相200V)
・騒音値：64dB
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●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。

【付属品】
18V 5.0Ah バッテリ (EZ9L54)×2 個、
充電器、集じんシステム、ケース

・寸法：幅 367mm×高さ 278mm×奥行 86mm
・質量：3.35 ㎏

・コンクリート穴あけ：φ3.2~18mm
・金工ホールソー：~φ21mm
・木工：~φ18mm
・サイディング：~φ80mm

【付属品】テスト用単 3アルカリ乾電池×4本、
アダプター、キャリングバッグ（布製）

【付属品】10.8V 2.0Ah バッテリー 1個、
充電器GAL 12V-40、キャリングケース L-BOXX136N

※2つの燃料を同時に使用することはできません。NewNew

・運転可能時間：プロパンガス（50kgボンベ) 約 23時間
　　　　　　　ガソリン（満タン時） 約 4.5時間
・ガソリンタンク容量：18.5 リットル
・エンジンオイル量：1.1リットル
・本体重量：86.7 kg
・本体寸法：L750×W590×H630mm
・コンセント数： 100V-15A 2個口コンセント1個
 100V-30A コンセント1個
 100/200V-30A コンセント1個
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ポータブル補助電源 PB-1500LA
コードNo. 361419
標準価格 ￥140,800（税込）

ポータブル電源に繋げることで使用時間を
２倍に伸ばすことができます。

ソーラーパネル SP-100A
コードNo. 361420
標準価格 ￥57,750（税込）

太陽光によって屋外でポータブル電源の充電が可能。
折りたたみ式で簡単に持ち運ぶことができます。

・サイズ：360×270×280mm
・重量：17.5kg
・充電時間： AC アダプター：7～8 時間
・充放電回数：2,000回
・瞬間最大出力3,000W
【出力ポート】
AC：1,500W 100V 60Hz×6
シガーソケット：12V 10A×1
DCプラグ(φ5.5×2.1)：12V 10A×2
USB-A：5V 2.4A×3
USB-A（急速）：5V 3A/9V 2A/12V 1.5A/×1
USB Type-C：PD100W  5V 3A/9V 3A/
 12V 3A/15V 3A/20V 5A×2
ジャンプスターター：12V×1
【入力 電圧】DC12-30V（最大200W）

紹介動画

紹介動画

紹介動画

紹介動画

・使用燃料：ブタンガス（イワタニカセットガス）
・燃料容量：500g（ボンベ2缶）
・エンジンオイル規定量：0.4L
・始動方式：リコイル式
・定格連続運転時間：約1時間
・直流12V-8.3A付

質量
22
kg
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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!

●3段階の風量調節
●吊り下げ用フック付
●電動工具の掃除に

・燃料タンク容量：4.0L
・直流 12V-8.3A
・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。

標準価格 ￥130,460（税込）

クラス最強！

充電式ハンマ  HM001GRMX
コードNo. 351764
40Vmax仕様によりAC機を超える
破砕力を実現（※同社比）

・寸法：L496×W113×H258mm
・質量：6.3kg

【付属品】
バッテリー BL4040×2個、充電器、ケース ※バッテリ・充電器は別売です。

NewNew

・寸法：320×96×224(BSL36A18 装着時）
・質量：1.4kg(BSL 36A18 装着時）

●３モード切替
●サイクロン分離方式
●HEPAフィルタ 

【付属品】
マルチボルト (BSL36A18)×2 個、
充電器、集じんシステム、ケース

SDS-plus

36Ｖ ２．５Ａｈ

※ワイヤレスユニット別売

D-TECT200JP（単 3乾電池付属）
コードNo. 359219 標準価格 ￥159,500（税込）

D-TECT200JPS（バッテリ付属）
コードNo. 359220 標準価格 ￥170,500（税込）

EP6000iWE コードNo. 357656

・運転可能時間（定格1/4負荷時）：プロパンガス（50kgボンベ) ： 約 100時間
 ガソリン（満タン時）： 約 7.2時間
・ガソリンタンク容量：7.5リットル
・エンジンオイル量：0.9リットル
・本体重量：37kg
・本体寸法：L595×W375×H510mm
・コンセント数： 100V-15A コンセント：2個
 100V-30A コンセント：1個
 シガーソケット：12V-5A
 USBポート：5V-1A

EP3200iWE コードNo. 357655

RB36DB(NN)（アグレッシブグリーン）
RB36DB(NNB)（ストロングブラック）

コードNo. 353551
コードNo. 359804

001. ボッシュ 002. アドテック

004. ヤマハ 006. 新ダイワ

008. 富士倉 009. ワキタ

標準価格 ￥157,300（税込）
カセットガス発電機 EF900iSGB2
コードNo. 330873
カセットボンベでカンタンな燃料補給！

大容量パワーバッテリー！
ポータブルバッテリー

標準価格 ￥199,100（税込）コードNo. 361418

003. ヤマハ

007. マストツール

標準価格 ￥130,130（税込）
充電ハンマドリル EZ1HD1J18V-B
コードNo. 361190
軽快な連続作業を可能にする
最短・最軽量ハンマードリル！

010. パナソニック

標準価格 ￥834,900（税込）

標準価格 オープン

標準価格 オープン

標準価格 オープン

発電機兼用溶接機 EGW190M-IST
コードNo. 322797
単相3線インバータ発電付モデル！
単相3線200V電源でTIG溶接機や
エアプラズマ切断機が使える！

インバータ発電機  HPG2300iS
コードNo. 321273
静音設計なのにパワフル＆大容量！

005. ホンダ

012.HiKOKI

標準価格 各￥14,300（税込）

究極の使いやすさ！

コードレスブロワ RB36DB(NN)
クラス最小・最軽量＆
クラスNo.1の低騒音・低振動！

013.HiKOKI

・本体サイズ：幅 190× 奥行き 480× 高さ 242mm
・製品重量：19.6kg
・バッテリー寿命：2000～3000 回

・本体サイズ：幅 427× 奥行き 244× 高さ 383mm
・製品重量：31kg
・バッテリー寿命：3000～4000 回

BA-3000
標準価格 オープン 標準価格 オープン

BA-6000
コードNo. 361048コードNo. 354079

定格出力1,500W
瞬間最大3,000Wの大容量！

定格出力3,000W
瞬間最大6,000Wの大容量！

011. マキタ
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紹介動画

紹介動画

紹介動画

紹介動画

紹介動画

紹介動画

耐電圧

１，０００Ｖ！

絶縁ビット AZＭ
電気・通信設備工事などの作業に！通電を防いで安全。

特
価￥2,380 （税込￥2,618）

特
価￥62,500 （税込￥68,750）

タフジョイントドライバ

手袋着用でも滑りにくいエラストマーグリップ！
縦割きでも切り渋らないホロー刃形状。

便利なソケット機構付 17×21（仮締め）

折込電工ナイフ

レースウェイ ・ ハンガーに

楽々挿入！

折り込みタイプ！
レースウェイロングソケットER-3L
コードNo. 317206 標準価格 ￥4,378（税込）
レースウェイ・ハンガーの挿入幅
20mmに対応するφ19.9mm。

ロスピマティックCL R12298
コードNo. 361257 標準価格 ￥83,600（税込）
小径管の清掃に最適。
浴室、洗面、トイレ等の詰まりを解消！

特
価￥14,950 （税込￥16,445）

特
価￥22,500 （税込￥24,750）

軽量ラチェット式！

ワンタッチで

ラチェット切替！

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！

操作が簡単なシンプル設計！

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！

特
価￥3,880 （税込￥4,268）

特
価￥59,800 （税込￥65,780）

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！

ハリケンバーナー 82100K
コードNo. 306730 標準価格 ￥101,200（税込）
手先で簡単に着火！（自動着火機構）

【付属品】
0.8⊖ビット（幅 7mm）
No2⊕ビット

・安全ロック機構
・リングスリーブ（小）保持用穴（φ5.2mm）
・刃長：68mm

・型式：可変型
・トルク設定値：1.0 ～ 5.0N・m
・寸法：209×52×52mm
・重量：410g

●絶縁耐電圧試験済
●電動ドライバー7.2以下推奨
●狭い箇所に便利なスリム先端
●軸カバーで先端サイズがわかります
●マグネット付

特
価￥10,800 （税込￥11,880）

ラチェットケーブルカッター MRC-32A
コードNo. 353544 標準価格 ￥19,800（税込）
鍛造刃使用、耐久性抜群!
強靭でギヤーが欠けにくい!

特
価 各￥3,500 （税込各￥3,850）

ＶＡ線ニッパ・薄刃
銅線・ＶＡ線・結束バンドを楽々切断！

383HGSS-185
コードNo. 355493
標準価格 各￥5,940（税込）

薄刃ストレート刃

プラスマイナスタイプ
⊕2×⊖6.0×135
⊕0×⊕1・2・3×65

プラスタイプ
⊕1×⊕2×135
⊕0×⊕1・2・3×65

コードNo. 355494
383HGSR-185
薄刃ラウンド刃

特
価 各￥850 （税込各￥935）

6920-RJ（赤）
コードNo. 357548
標準価格 各￥1,507（税込）

コードNo. 357549
6920-BJ（青）

・切断能力：銅線3.0φ　VA線1.6×2芯、2.0×3芯
・サイズ：185mm
・製品質量：270g

●薄い刃先で狭い所の作業も簡単に！
●広い刃先の開き幅！

●絶縁トルクドライバーは、締付トルク値に達すると
   自動的にクラッチが切れ空転し、その時の音と
   手応えで確実に締付ができたことが確認できます。
●ビットの先端以外は完全に絶縁され
   電気機器のネジ締めを安全に行うことができます。
●軽量、小型化で取扱いやすく持運びが便利です。

●被覆径φ32mm までの軟銅製ケーブルの切断が可能
●固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で優れた耐久性
●途中解除機能付

●パワフルモード、スタビ—モードの
   ２つのハンドルでのねじまわしが可能。
● ビットを差替えることで
   ほとんどのプラスねじに対応し、
   一般的なねじまわしが可能。

特
価￥16,800 （税込￥18,480）

絶縁トルクドライバ TD50
コードNo. 351697 標準価格 オープン

切り欠き部は 6 面カットを施し
19.5mm と更に細い！

高さ１５mm から
高さ７５mm 迄対応

・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 【付属品】バルブヘッド付SCワイヤφ8mm×7.5m

・最大回転数：600min-1
・ドラムシャフト径：13mm
・必要最低トルク：30Nm
・使用ワイヤ径：φ8mm
・質量：3.9kg

片手で持てる

パイプマシン！

パイプマシン F25AⅢ 205125
コードNo. 320524 標準価格 ￥260,700（税込）
クラス最大のモーターパワー！
25Aのねじ加工が楽々16秒！

特
価￥178,000 （税込￥195,800）

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！
●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

●最大限の回収効率を実現する並列 / 
   直列運転切替を搭載。
●超大型マイクロチャンネルコンデンサー採用

●スライドロック機構
●フレアアタッチメント付

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

NewNew

特
価￥288,000 （税込￥316,800）

フロン回収機 TA110VF
コードNo. 355129 標準価格 ￥396,000（税込）
4ピストンと大型冷却コンデンサが
生み出す異次元の回収性能！

028.TASCO

【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
・吸気管径：5/16 フレア
・寸法：L233×W90×H192mm
・質量：3.8kg

・コンプレッサー： 1125W（1.5HP）4ピストンオイルレス
・サイズ：310（H）×430（W）×270（D）mm
・質量：19.5kg

特
価￥61,800 （税込￥67,980）

充電式で２ステージ仕様の

真空ポンプ！

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

真空到達度
3Pa

（22.5ミクロン）

2ステージ式

●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。

●ワイヤ自動送り
●電動ドライバ仕様
●ワンウェイクラッチ搭載。
●前進、後進、回転をワンタッチ
   チャックでスピーディ作業。

・排気量： 51L/分（50Hz)
 57L/分（60Hz）
・寸法：L318×W124×H234mm
・重量：8.5㎏

・排気量： 100L/分（50Hz)
 113L/分（60Hz）
・寸法：L337×W138×H244mm
・重量：10.5㎏

・排気量： 142L/分（50Hz）
 170L/分（60Hz）
・寸法：L395×W145×H257mm
・重量：15.9㎏

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！

特
価￥55,000 （税込￥60,500）

BB-260-SVC
コードNo. 317192
標準価格￥102,300（税込）

特
価￥49,000 （税込￥53,900）

BB-240-SVC
コードNo. 317191
標準価格￥91,300（税込）

特
価￥44,500 （税込￥48,950）

BB-220-SVC
コードNo. 317190
標準価格￥82,500（税込）

2ステージ式

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

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）

インパクト対応！

インパクト対応フレアツール TA550CX
コードNo. 358545 標準価格 ￥27,500（税込）
さらに堅牢・便利に進化！

特
価￥19,800 （税込￥21,780）

032.TASCO

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。

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

・なまし銅管1/4”  3/8” 1/2” 5/8” 3/4”（5 穴） 
・重量：約1,500g（フレアアタッチメント装着時）
・ソケットアダプタ、銅管ガイド付
・別売ラチェットハンドル使用可能

●ハンドルが平行まで広がり天井に当たらず
   作業ができます。
●太めのグリップでしっかり持てます。

特
価￥27,000 （税込￥29,700）

RTQレンチ４本セット RTQS-41　
コードNo. 309497 標準価格 ￥45,100（税込）
主要サイズ、1/4、3/8、1/2、5/8が
入ったセットです。

034.BBK

・精度：±0.5%
・電源：9Vアルカリ電池
・分解能力：4g / 20g
・寸法 ：387×267×64 mm
・重量： 約 2.7 ㎏

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

●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

《切断能力》
・空調用・冷凍用銅管
   軟質…外径20mm
   硬質…外径16mm
・ケーブル：CVT-60/IV-250

・全長：約650mm　・質量：1.75kg

特
価￥9,450 （税込￥10,395）

銅管カッター DKC650 02884
コードNo. 329412 標準価格 ￥14,850（税込）
改修工事で発生する銅管の解体作業に最適！
刃の開きが大きく食い込みやすい刃形状！

特
価￥1,500 （税込￥1,650）

フレア部漏れ防止剤 TA920FA
コードNo. 353509 標準価格 ￥2,068（税込）
フレア接手部の漏えい防止や
銅パッキンの落下防止など
さまざまな場面で活躍！

《最大切断可能ケーブル》
・CV線単心：325mm2
・CV線3心：60mm2×3心
・IV線、VVR線単心：325mm2
・VVR線3心：60mm2×3心

合体できるドライバー！

●しっかりとしたハードケース入りです
●持ち運びに便利です
●1/2、5/8トルクレンチはR-410A用です
●各サイズを単品で購入するよりも
   お求め易い価格になっています

●チップエンド方式の採用により、チップ全体を
　交換する必要がなく大変経済的。
●新開発のチップエンド機構により、
　従来のチップより30%火力をアップ。

《セット内容》
・82009K レギュレーター
・82001 アセチレン用本体
・82011 アセチレン用ホース 3.6m
・82105 プロラインチップ（A-3）
・82108 プロラインチップ（A-5）
・82112 プロラインチップ（A-8）
・80000 ハリケーンバーナーケース
・82020 ガット

・あらゆる冷媒に対応（POE油ベース）※１
・ 少量塗布するだけで、冷媒の漏洩を抑制※2
・フレア継手と銅管の接地面、銅パッキンなど
   落下防止などあらゆる場面で活躍
※1鉱物油を使用している機器には使用できません
※2漏れないことを保証するものではございません

特
価￥253,000 （税込￥278,300）

特
価￥134,000 （税込￥147,400）

充電式圧着工具 S7G-Ｍ250P
コードNo. 358931 標準価格 ￥408,650（税込）
作業効率を上げるオートリターン
機能搭載！

カッターボーイ EX-3250WL
コードNo. 359339 標準価格 ￥225,500（税込）
18V対応NEWカッターボーイ！

特
価￥250,000 （税込￥275,000）

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！
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【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】14.4V 電池パック×1個、
充電器、ケース

【付属品】18V バッテリ×1個、充電器、
圧着ダイス、ケース

●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

● 18V電池パック装着可能（オプション）
● 首振りカッターヘッドを採用

圧着範囲
14~250mm² 

圧着範囲
14~250mm² 

クリンプボーイ  EV-250DL標準セット

・パナソニック18Vバッテリー仕様
・寸法：346×330×82mm
・質量：4.7kg

《切断範囲》
・CV：250mm2×単心
・CVT：60mm2×3心
・IV：325mm2
・VVR：38mm2×3心

紹介動画

《セット内容》
RTQ-180　RTQ-380　RTQ-550　RTQ-750

AZM-2698(⊕2×⊖6×98)
コードNo. 361261
標準価格 ￥1,430（税込）

特
価￥830 （税込￥913）

AZM-1100(⊕1×100)
コードNo.329413
標準価格 ￥1,430（税込）

特
価￥830 （税込￥913）

サイズ（刃先×軸径×全長 L）：
⊕1×φ5.5×100

サイズ（刃先×全長 L）：
⊕2×⊖6×98

AZM-1150(⊕1×150)
コードNo. 329418
標準価格 ￥1,650（税込）

特
価￥950 （税込￥1,045）

サイズ（刃先×軸径×全長 L）：
⊕1×φ6×150

AZM-2100(⊕2×100)
コードNo. 329419
標準価格 ￥1,430（税込）

標準価格 ￥1,650（税込）

特
価￥830 （税込￥913）

サイズ（刃先×軸径×全長 L）：
⊕2×φ5.5×100

AZM-2150(⊕2×150)
コードNo. 329421 特

価￥950 （税込￥1,045）

サイズ（刃先×軸径×全長 L）：
⊕2×φ6×150

DK-FKMU（マルチ） コードNo. 359366
標準価格 ￥6,600（税込）

DK-FKSD（スタンダード）コードNo. 359372
標準価格 ￥4,950（税込）

特
価￥2,930 （税込￥3,223）

特
価￥3,900 （税込￥4,290）

特
価￥44,800 （税込￥49,280）

AS001GZ（本体のみ） コードNo. 361209
標準価格 ￥25,300（税込）

【付属品】バッテリ BL4025、充電器DC40RA、ケース

特
価￥18,400 （税込￥20,240）

８種類のアタッチメント付！

充電式エアダスター AS001GRD
コードNo. 361203 標準価格 ￥61,600（税込）

014. マキタ

021. アネックス

023. タジマツール022. 新亀製作所 024. ミトロイ 026. アサダ

033. ロビネア 035. ロビネア

037. ロビネア 040. ロビネア

018. マーベル 019. ビクター 020. ニチフ

025.REX

027.BBK 029.BBK 030.BBK

031.REX

036.BBK 038. 土牛産業 039.TASCO

電設 ・配管
空調用工具

015. マクセルイズミ 016. カクタス 017. カクタス

紹介動画

２



特
価￥10,600 （税込￥11,660）

049. ユニカ

紹介動画

紹介動画

操作方法・解説動画

20m

特
価￥17,100 （税込￥18,810）

インローター
ビニールパイプの内面切断に！

換気エアコン対応！

拡大マルチコアドリル KMC-6575
コードNo. 220288 標準価格 ￥31,350（税込）
芯出しコアを使用して、65φの既設穴を
75φに拡径できます。

特
価￥155,000 （税込￥170,500）

特
価￥3,200 （税込￥3,520）

特
価￥276,000 （税込￥303,600）

特
価￥75,000 （税込￥82,500）

アクアリサイクルセット DMARST
コードNo. 361264 標準価格 ￥275,000（税込）
水循環式の穴あけシステム！

自己融着シリコーンテープ HDT2-450
コードNo. 321254 標準価格 ￥4,840（税込）
引っ張りながら巻き付けるだけで
しっかり密着！

ハイパワー首折れパンチャー！

充電式パンチャー HPC-NF209WBL
コードNo. 316098 標準価格 ￥404，800（税込）

ハイコスト

パフォーマンス！

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

特
価￥43,200 （税込￥47,520）

３年の安心保証！

オートレベル NA524
コードNo. 361448 標準価格 オープン
購入後の専用サイト(my world)登録で
2年から3年に保証延長されます。

特
価￥1,950 （税込￥2,145）

特
価￥11,800 （税込￥12,980）

取付枠の垂直だしに便利！

電工職人用水平器 ND-951T
コードNo. 239593 標準価格 ￥3,300（税込）
衝撃に強いポリカーボネート製！

防雨・防塵型電工ドラム NPW-EB23
コードNo. 306102 標準価格 ￥32,340（税込）
雨の日や湿気の多い場所でも
安心の防雨型！

スネークスコープ
小型・軽量の工業用内視鏡！

特
価￥31,680 （税込￥34,848）

特
価￥35,700 （税込￥39,270）

デジタルケーブルメジャー DMJ-301A
コードNo. 320306 標準価格 ￥52,800（税込）
ケーブルの長さを素早く簡単に測れる！

４レンジ絶縁抵抗計

現場での測定スピードを最大限追求！

コンセントの

回路探査に

威力を発揮！

配線チェッカー 8510
コードNo. 310692 標準価格 ￥46,200（税込）
検出レベルの自動調整機能付きで
ボタン一つの簡単な操作性！

瞬時にコンセントの

極性判定が可能！

コンセントテスタ 4505
コンセントに挿し込み、測定ボタンを
押すだけの簡単操作。

・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：2ｍｍ

・用途：サイディング(窯業系・金属系)、ALC、
 ブロック、モルタル、木材、2×4材など
・チャック：ストレート10mm/SDS

※3月入荷予定

・有効長：約980mm
・先端部外径：φ8mm
・電源：単3乾電池×4個
・寸法：W88×H259×D45mm

・ミストダイヤカッターまたはミストダイヤカッター（ロング）
・アクアリサイクル用ブッシュ
・ミストダイヤワンタッチタイプボディ（有効長100mm用）
・ミストダイヤワンタッチタイプシャンクNo.1

※電動工具は付属していません。
※セットのみでは使用できません。
    下記4点が必要です（別売）。

タップ下穴あけにこの一本！

六角軸タップ下穴用ドリル

適合タップ：M4・M5・M6・3/8W
特
価￥1,580 （税込￥1,738）

LST-T4-3/8
コードNo. 327785
標準価格 ￥2,662（税込）

LST-T410

適合タップ：M4・M5・M6・M8・
3/8W・M10
特
価￥1,800 （税込￥1,980）

LST-T410
コードNo. 327784
標準価格 ￥3,080（税込）

サイズ：1.0～13.0mm 0.5mm間隔

チタンコーティングドリルセット

高能率

長寿命！

KST-25（25本組）コードNo. 316242
標準価格 ￥38,500（税込）

特
価￥21,000 （税込￥23,100）

サイズ：1.0～10.0mm 0.5mm間隔
KST-19（19本組）コードNo. 305005

標準価格 ￥21,670（税込）
特
価￥11,800 （税込￥12,980）

●ドリル先端形状にXRシンニング採用。
    ポンチ打ちやセンタリングの必要が無く、
    被削材へ良好な喰い付き。
●ステンレス鋼・鉄鋼・合成樹脂・
    木材等の穴あけ加工に。

●ゴンドラなどの限られた作業空間での
   外壁補修工事に最適。
●切粉を水で閉じ込めて
   （湿潤化）飛散防止。
●水循環式で吸水の手間が軽減でき
   作業効率アップ。

●引っ張り量がひと目で分かる引っ張りOK印
●1/2重ね巻ガイドライン
●漏水補修・エアー漏れ補修に

●１連から３連までけがきが出来る！
●検電テスター付

ステップドリル クワトロ
耐熱チタンコーティングで長寿命！

043. ユニカ

SPQ-422
コードNo. 355207
標準価格 ￥9,350（税込）

SPQ-412
コードNo. 355206
標準価格 ￥5,500（税込）

6.35mm六角軸シャンク
穴あけサイズ：4,5,6,7,8,9,10,11,12mm

4枚刃スパイラルにより工具の倒れを
防止し、軽い切れ味と抜群の安定感。

6.35mm六角軸シャンク
穴あけサイズ：4,6,8,10,12,14,16,18,20,22mm

10mmストレートシャンク
穴あけサイズ：6,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33mmSPQ-633ST

コードNo. 355208
標準価格 ￥17,600（税込）

特
価￥10,400 （税込￥11,440）

特
価￥5,500 （税込￥6,050）

特
価￥3,250 （税込￥3,575）

《主な被削材》
・薄鉄板 (2mm以下 )
・アルミ (2mm以下 )
・木材
・ステンレス
(2mm以下※633 は 1.5mm)
・プラスチック

紹介動画

紹介動画

NewNew

NewNew

スーパーカットプレミアム
業界トップクラスの高切断力と長寿命！

切断力重視の厚さ 1.0mm

ビデオ出力対応モデル

microSD録画機能搭載

耐久性重視の厚さ 1.5mm

RSCP105×1.0×15 コードNo. 361262
標準価格 ￥4,070（税込）

RSCP105×1.5×15 コードNo. 361263
標準価格 ￥6,050（税込）

特
価￥4,500 （税込￥4,950）

特
価￥3,000 （税込￥3,300）

●600V CV(mm2)：5.5,8,14,22,38,60,100,200,325
●電力線VVF(mm)：φ1.6、φ2.0、φ2.6
●電力線VCTF(mm2)：0.75、1.25、2.0
●同軸ケーブル：3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB

●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

切断速度・耐久性ＵＰ！
シャーパー弓型ブレード

●鋭いエッジでシャープに切れます。
●両面補強加工で高耐久性を実現。
●一般鋼・ステンレス用

鬼の切れ味！

切断砥石『鬼刃』

アルミナとジルコニアが混ざり合った
ZA砥粒タイプ。非常に靭性が高く、
耐摩耗性に優れています。
特
価￥2,550 （税込￥2,805）

KIBA-105Z
コードNo. 355373
標準価格￥4,972（税込）

コストパフォーマンス最高レベル。
特
価￥1,500 （税込￥1,650）

KIBA-105
コードNo. 355371
標準価格￥2,981（税込）

●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。

六角軸インローター 
RP-100 （六角軸一体型）
コードNo. 213693
標準価格 ￥27,500（税込）
特
価￥14,900 （税込￥16,390）

プラスインローター
KPI-100
（プラスビット着脱タイプ）
コードNo. 316871
標準価格 ￥19,800（税込）
特
価￥11,700 （税込￥12,870）

１８Ｖ　６．０Ａｈ

●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
【付属品】ポンチφ14mm、ダイス

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）

【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。

サイズ：95×50×11mm

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

超強力マグネット搭載！

プロテクトアーマーⅢ

PA3-B（黒）
PA3-R（赤）

コードNo. 316298
コードNo. 316299

標準価格 各￥3,025（税込）
特
価各￥1,780 （税込各￥1,958）

・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￥6,980 （税込￥7,678）

見やすいデジタル水平器！

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！

スプリング式防雨キャップ

・VCT2.0mm2×3芯
・アース付／
   アース・漏電保護専用
・15mA感度
・重量：6.0kg

特
価￥99,800 （税込￥109,780）

ラインドットポイント搭載！

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！

受光器・三脚付

特
価￥49,800 （税込￥54,780）

ドットポイント搭載！

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

【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

特
価￥77,000 （税込￥84,700）

水平専用！直径５００Ｍ！

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！

受光器・三脚付

・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

・倍率：24倍
・対物有効径：36mm
・最短視準距離：1.0m
・視界(100m)：2.1m
・質量：1.5kg

特
価￥2,700 （税込￥2,970）

土離れが良い！

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！

063. トンボ工業

・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！

特
価￥23,200 （税込￥25,520）

マルチ環境測定器 CN5005
コードNo. 222237 標準価格 ￥28,380（税込）
1台で風速・温度・湿度・熱電対温度・
Luxが測定可能な多機能型！
●最大値、最小値メモリー
●データホールド機能

《測定範囲》
・風速：0.4～30m/秒
・温度：0～50℃
・湿度：10～95%RH
・Lux：0～20,000Lux
・熱電対温度：-100℃～1300℃

・使用電池：単3形乾電池LR6/R6（1.5V）×4本
・外形寸法：L97×W156×D46mm
・質量：約430g（電池含む）

●リモートスイッチ付プローブ標準装備
●取り出し・収納が簡単な携帯用ケース付属

定格測定電圧：125V/250V/500V/1000V

定格測定電圧：25V/50V/125V/250V

※画像は3441

KEW3441

KEW3442
コードNo. 309209

コードNo. 309211
標準価格 各￥39,600（税込）
特
価各￥30,600 （税込各￥33,660）

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

・測定範囲：80～260V
・電源：単3形アルカリ乾電池×2本
・寸法：L212×W56×D36mm
・質量：約250g

6.35mm六角軸シャンク
有効長：12mm

《主な被削材》
薄鉄板（2mm以下）・
アルミ板（2mm以下）・
木材・塩ビ板・樹脂板・FRP等などに

【セット内容】
21mm×2本
27mm×2本
33mm×1本

充電ハイスホルソー電材セット TB-29
コードNo. 351602 標準価格 ￥18,040（税込）
刃厚わずか0.5mmで鋭い切れ味!

・測定範囲：5～300m
・使用電池：単3形アルカリ乾電池×2（別売）
・サイズ：W80×H150×D29mm
・質量：200g（本体のみ、乾電池含む）

SS-11 コードNo. 315139
標準価格 ￥20,570（税込）

SS-12 コードNo. 315140
標準価格 ￥27,500（税込）

特
価￥19,800 （税込￥21,780）

特
価￥14,800 （税込￥16,280）

SPYｰ2014
コードNo. 330812
・全長200mm  ・山数14山

SPYｰ1614
コードNo. 330810
・全長160mm  ・山数14山

SPYｰ2514
コードNo. 330814
・全長250mm  ・山数14山

標準価格 各オープン

特
価￥3,800 （税込￥4,180）

特
価￥3,000 （税込￥3,300）

特
価￥2,700 （税込￥2,970）

4505 コードNo. 331041
標準価格 ￥38，500（税込）

4505BT（Bluetooth搭載）コードNo. 331042
標準価格 ￥49，500（税込）

特
価￥38,250 （税込￥42,075）

特
価￥29,750 （税込￥32,725）

047.KI ドリル 048. ハウスビーエム

050. ミヤナガ 051. スリーエム 052. オグラ 053.JPF

054. アカツキ製作所 057. 日動工業 058. カスタム

062. ライカ

064. ジェフコム 066. 共立電気計器 067. 共立電気計器 068. 共立電気計器

041. ライト精機

切削・
測定工具

042.KI ドリル

046. レヂボン

044. 河部鋸刃

045. ユ・ニーズ

055. アカツキ製作所 056. マイゾックス

059.LTC 060.LTC 061.LTC

065. マルチ計測器

３
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特
価￥3,000 （税込￥3,300）

特
価￥11,700 （税込￥12,870）

丈夫で長持ち！！

ガラ袋厚口 #80紐付き
丈夫な厚口のガラ袋です。

吸水シート ダッシュシート DBS10
コードNo. 358948 標準価格 ￥3,630（税込）
置くだけで水を素早く吸い取る！

充電式LEDヘッドライト GH-100RG
コードNo. 326574 標準価格 ￥19,800（税込）
高出力ハイブリッドモデル！

LEDテープライト 使用場所に合わせて
フレキシブルに曲げられるLED照明！

脚部伸縮脚立 RYZB
サイズ豊富な伸縮式脚立！

クラス最小・最軽量！

トランシーバー DJ-PB20

特
価￥12,800 （税込￥14,080）

特
価￥60,000 （税込￥66,000）

特
価￥88,000 （税込￥96,800）

二輪にも四輪にもトランスフォーム！

フラットカート F-CART2×4
コードNo. 351039 標準価格 ￥16,500（税込）
収納時は薄さ13センチのコンパクト形状に！

カット位置が見える！
DINレールカッター

●強力倍力機構で軽く切断
●軽量で持ち運びらくらく
●バリ取り不要
●火花、切粉がでません
●電源不要

上でやるやつ！

伸縮足場台　 作業スペースに合わせて調整できる
伸縮天板・伸縮脚付き足場台！

ファスナー付きミッドカットモデル！

安全靴 バザード
ストリートにも馴染むミニマルなデザイン。

LED投光機  HTL305LF-M
コードNo. 357526 標準価格 ￥79,200（税込）
全く新しいLEDバッテリー投光器！

使いやすいスタンダードタイプ！

2連はしごスーパーコスモス

驚くほど小さな力で

移動できる！

サイレントマスタ運搬台車
静かで滑らかな動きの微音キャスターを採用。

台車と簡易棚１台２役！

ミニタナー1200
コードNo. 361438 標準価格 オープン

ライト類・
仮設機材他

サイズ：600×900mm

・吸水前サイズ：縦600mm×横360mm×高さ3mm 重量0.1kg
・吸水後サイズ：縦600mm×横360mm×高さ60mm 重量10kg

・電源：専用リチウムイオン充電池または単3形アルカリ電池×4本
・本体寸法：W65×H60.5×D62mm（ヘッド部）
・本体質量：約384g（電池含む）

・電源：専用リチウムイオン充電池
・本体寸法：W75×H53×D55mm（ヘッド部）
・本体質量：約380g（電池含む）

・電源：専用リチウムイオン充電池
・本体寸法：W70×H45×D40mm（ヘッド部)
・本体質量：約243g

・電源：専用リチウムイオン充電池
・本体寸法：直径53×全長150mm
・本体質量：415g

・電源：専用リチウムイオン充電池、
   または単4形アルカリ電池×3本
・本体寸法：直径43.1×全長178.2mm
・本体質量：286g（電池含む）

●約5分で10L吸水します。
●地下室への浸水、天井からの漏水、グラウンドの
   水たまり、ドアや窓からの雨水の侵入、
   排水管の破損など緊急時の対応に。
●1パッケージ10枚入り

●サークルビームでキレイな円形照射
●ユーザー登録により5年保証

紹介動画

紹介動画

紹介動画

紹介動画

専用充電池・
乾電池兼用
専用充電池・
乾電池兼用
専用充電池・
乾電池兼用

専用充電池・
乾電池兼用
専用充電池・
乾電池兼用
専用充電池・
乾電池兼用

特
価￥7,480 （税込￥8,228）

本体に直接チャージ！

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

●専用充電池だけでなく、付属のバッテリーカートリッジで
   単4形乾電池も使用可能。
●マグネット充電式

●最大2500ルーメンの明るさを無段階に調整可能。
●電池の取り外しが不要なマグネット式充電。

●ジェントス初のtypeC端子を採用。
●充電池単体でも充電可能なため、ライトを使用中に
   サブバッテリーの充電も可能。
●明るさ（約）：（強）650lm/（中）300lm/（弱）20lm

●最大50mまで連結可能
●全光束： 両面発光1400lm
 片面発光900lm
●消費電力：11w/m
●色温度：5000K

●段差で役立つロングストローク
   （最大31cm）の伸縮脚。
●幅広踏ざん（60mm）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。

●小回り抜群で移動が楽です。
●狭い現場内でスムーズな移動ができます。
●作業机としての利用も可能です。
●積載荷重：静止時各段150kg以下/
 移動時各段75kg以下

●最長投光距離約500メートル
●緊急時にスマホに給電できるパワーバンク機能搭載。
●トップライト・ボトムライトの2種類のライトを装備。

【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

※別途ユーザー登録が必要です。

・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

特
価￥17,800 （税込￥19,580）

充電式ヘッドライトH15RCore 502123
コードNo. 354848 標準価格 オープン
パワー重視のハードユーザーモデル！

特
価￥9,750 （税込￥10,725）

充電式LEDヘッドライト GH-118RG
コードNo. 359796 標準価格 ￥16,500（税込）
プロユースを意識した本格ヘッドライト！

074. ジェントス

特
価￥9,000 （税込￥9,900）

驚異のパワー３，０００ルーメン！

充電式強力LEDライト SP-07PRO
コードNo. 361259 標準価格 ￥16,500（税込）

特
価￥11,000 （税込￥12,100）

充電式ライト P7RCore 502181
コードNo. 352598 標準価格 オープン
パワー重視のユーザーモデル！
●ワイド・スポット照射が自在に調整できます。
●電池を取り出さずに充電可能です。

・本体寸法：φ35×158mm
・本体質量：約202g（電池含む）
・使用電池：専用充電池(Li-ion)
・光束： ブースト1400lm/パワー1000lm/
 ミドル440lm/ロー15lm

特
価￥14,300 （税込￥15,730）

充電式LEDライト GF-114RGSET
コードNo. 359797 標準価格 ￥24,200（税込）
業界初の「5年保証」を実現！

077. ジェントス

DA－15
シリーズ

DA－14
シリーズ

カメダデンキ

TH-2型

TH-1型

モクバ型式
PFP100N
PFP50N

オムロン

BAA1000

IDEK

IODA

IXDA IIDB

JAPPY

JXDB（短穴）
JXDD（長穴）
JXDA・JXDC・

TXDA2 
TXDA2AM

春日電機

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！ 特定小電力無線／交互通話専用

DJ-PB20R （レッド）
コードNo. 310588

DJ-PB20W （ホワイト）
コードNo. 307139

DJ-PB20Y （イエロー）
コードNo. 307137

DJ-PB20B （ブラック）
コードNo. 307136

標準価格 各￥15,400（税込）
特
価 各￥8,300 （税込各￥9,130）

標準価格 各￥10,780（税込）
特
価 各￥9,800 （税込各￥10,780）

・サイズ：W900×D600mm
・車輪：125mmグレーゴム
・折りたたみハンドル

・寸法：L1320×H1210×W660mm
・本体質量：自重 64kg（本体 34kg）

簡単操作で車輪がロックするブレーキ付き

ブレーキなし

軽量
樹脂先芯

BZ-111（白）

BZ-221（黒）

25.0cm
25.5cm
26.0cm
26.5cm
27.0cm

コードNo. 354984
コードNo. 354985
コードNo. 354986
コードNo. 354987
コードNo. 354988

25.0cm
25.5cm
26.0cm
26.5cm
27.0cm

コードNo. 354991
コードNo. 354992
コードNo. 354993
コードNo. 354994
コードNo. 354995

紹介動画

・伸縮ロープがたるまないエンドレス機構
・JIS1000 形規格品

【サイズ】
・折りたたみ時：W385×D640×H130mm
・二輪台車時：W385×D250（有効225）
   ハンドル高さ：H1100,1220,1340mm（3段階）
・四輪台車時：W385×D630×H200mm 
   ハンドル高さ：H670,790,910mm（3段階）
・本体質量：7.4kg

※離島・個人宅へ発送の場合は別途送料がかかります。

※別途送料がかかります。

伸縮天板

収納時

※画像は VSX-1409R

251ｍｍ
1409R/1709R/
2609R

389ｍｍ
1713R/2613R

耐荷重

紹介動画

お気軽にご用命ください

10枚入り

25枚入り

コードNo. 324290
標準価格 オープン

コードNo. 324291
標準価格 オープン

特
価￥2,100 （税込￥2,310）

特
価￥900 （税込￥990）

LTP-5S
コードNo. 358250
標準価格 ￥24,200（税込）

特
価￥15,400 （税込￥16,940）
片面発光タイプ 5mセット

LTP-10S
コードNo. 358251
標準価格 ￥41,140（税込）

特
価￥26,180 （税込￥28,798）
片面発光タイプ 10mセット

LTP-20S
コードNo. 358252
標準価格 ￥79,200（税込）

特
価￥50,400 （税込￥55,440）
片面発光タイプ 20mセット

LTP-5DS
コードNo. 361425
標準価格 ￥34,100（税込）

特
価￥21,700 （税込￥23,870）
両面発光タイプ 5mセット

LTP-10DS
コードNo. 361426
標準価格 ￥57,200（税込）

特
価￥36,400 （税込￥40,040）
両面発光タイプ 10mセット

LTP-20DS
コードNo. 361427
標準価格 ￥107,800（税込）

特
価￥68,600 （税込￥75,460）
両面発光タイプ 20mセット

・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

紹介動画

TH-2型
コードNo. 317164
標準価格 オープン

特
価￥75,500 （税込￥83,050）

TH-1型
コードNo. 317163
標準価格 オープン

特
価￥73,500 （税込￥80,850）

DSK-301
コードNo. 218113
標準価格 オープン

特
価￥15,500 （税込￥17,050）

DSK-301B2
コードNo. 237454
標準価格 オープン

特
価￥17,800 （税込￥19,580）

RYZB-30
コードNo. 360995
標準価格 ￥90,200（税込）

特
価￥35,800 （税込￥39,380）
【専用脚立】・天板高さ：2.82～3.13ｍ・質量：15.4kg

RYZB-27
コードNo. 360994
標準価格 ￥72,050（税込）

特
価￥30,800 （税込￥33,880）
【専用脚立】 ・天板高さ：2.51～2.82m ・質量：13.2kg

RYZB-24
コードNo. 360993
標準価格 ￥63,580（税込）

特
価￥28,800 （税込￥31,680）
【専用脚立】 ・天板高さ：2.21～2.52m ・質量：12.2kg

RYZB-21
コードNo. 360992
標準価格 ￥56,320（税込）

特
価￥23,800 （税込￥26,180）
【兼用脚立】 ・天板高さ：1.91～2.22m ・質量：11.1kg

RYZB-18
コードNo. 360990
標準価格 ￥49,060（税込）

特
価￥20,800 （税込￥22,880）
【兼用脚立】・天板高さ：1.61～1.92m ・質量：10.0kg

RYZB-15
コードNo. 360989
標準価格 ￥43,010（税込）

特
価￥18,800 （税込￥20,680）
【兼用脚立】 ・天板高さ：1.31～1.63m ・質量：8.3kg

RYZB-12
コードNo. 360988
標準価格 ￥36,960（税込）

特
価￥15,800 （税込￥17,380）
【兼用脚立】 ・天板高さ：1.02～1.33m ・質量：7.1kg

RYZB-09
コードNo. 360987
標準価格 ￥33,330（税込）

特
価￥14,800 （税込￥16,280）
【兼用脚立】 ・天板高さ：0.72～1.03m ・質量：6.0kg

2CSM-67
コードNo. 357175
標準価格 ￥93,500（税込）

2CSM-74
コードNo. 357176
標準価格 ￥99,660（税込）

特
価￥29,800 （税込￥32,780）

2CSM-60
コードNo. 357174
標準価格 ￥85,800（税込）

特
価￥25,800 （税込￥28,380）

特
価￥31,800 （税込￥34,980）

・全長：5.95m ・縮長：3.57m ・質量：12.8kg

・全長：6.63m ・縮長：3.91m ・質量：14.8kg

・全長：7.31m ・縮長：4.25m ・質量：16.3kg

VSX-1409R
コードNo. 361471
標準価格 ￥92,400（税込）

特
価￥34,000 （税込￥37,400）

・天板高さ：596～847mm  ・質量：12.3kg
・天板寸法：236×1033～1453mm

VSX-1709R
コードNo. 361472
標準価格 ￥99,000（税込）

特
価￥36,000 （税込￥39,600）

・天板高さ：596～847mm  ・質量：12.9kg
・天板寸法：236×1183～1753mm

VSX-1713R
コードNo. 361473
標準価格 ￥103,400（税込）

特
価￥38,000 （税込￥41,800）

・天板高さ：849～1238mm  ・質量：14.7kg
・天板寸法：236×1183～1753mm

標準価格 ￥121,000（税込）

VSX-2609R
コードNo. 361474 特

価￥44,000 （税込￥48,400）

・天板高さ：596～847mm  ・質量：15.1kg
・天板寸法：236×1633～2653mm

VSX-2613R
コードNo. 361475
標準価格 ￥126,500（税込）

特
価￥46,000 （税込￥50,600）

・天板高さ：849～1238mm  ・質量：17.0kg
・天板寸法：236×1633～2653mm

【収納時】

【二輪時】

069. 林商事 070. トンボ工業 071. ジェントス

078. ハタヤ

081. アルインコ

084. 長谷川工業

087. 花岡車輌

079. 新ダイワ

082. ナンシン

085. ピカコーポレイション

088. マルサ

080. モクバ

083. ディアドラ

086. アルインコ

072. グランツ

073. レッドレンザー 075. アイガーツール 076. レッドレンザー

４


	20211214A1-3.0 2022お買い得フェア【1】【4】
	20211214A1-3.0 2022お買い得フェア【2】【3】



