
・最大圧力：143PSI(986kPa)
・吐出量：11.13L/min
・製品寸法：200×49×51mm
・製品重量：347g
・内蔵バッテリー：2000mAh
・充電時間：5V2A-約2時間

・長さ50mm ・伸び長さ90mm
・切幅4mm ・ゴム厚み1.5mm

充電式携帯空気入れ
PD-WP143

楽らくアンカーバンド

・長さ80mm ・伸び長さ140mm
・切幅5mm ・ゴム厚み2mm

・長さ100mm ・伸び長さ180mm
・切幅5mm ・ゴム厚み2mm

・長さ50mm ・伸び長さ90mm
・切幅4mm ・ゴム厚み1.5mm

・長さ180mm ・伸び長さ320mm
・切幅6mm ・ゴム厚み2.5mm

500mlのペットボトルよりも
軽くて小さい！
500mlのペットボトルよりも
軽くて小さい！

楽らく！スピーディ！
結束と誘引がこれ一つで！
楽らく！スピーディ！
結束と誘引がこれ一つで！

特
価￥4,800特
価￥4,800（税込￥5,280） 特

価各￥350特
価各￥350（税込 各￥385）

付属のノズルで車・バイク・自転車・
浮輪・サッカーボール等の空気入れに。

AK5 30g入り
コードNo. 361710

AK8 30g入り
コードNo. 361711

AK10 30g入り
コードNo. 361712

AK15 30g入り
コードNo. 361713

AK18 30g入り
コードNo. 361714

標準価格 各オープン

コードNo. 361667 標準価格 ￥8,800（税込）

NewNew

NewNew

NewNew

スネークスコープ
SS-13

※同社 SS-10 との比較

よりキレイに見える
高画質液晶！

このセットひとつで
お掃除が快適に！

特
価￥18,800特
価￥18,800

（税込￥20,680）
コードNo. 362260
標準価格 ￥27,280（税込）

エンジン式を超えた高速切断！ 数量限定の特別カラー！

お掃除コンボセット
KC36DA(XP) 特

価￥39,750特
価￥39,750

（税込￥43,725）
コードNo. 360805
標準価格 ￥58,300（税込）

・カメラ先端：φ5.2mm
・ケーブル長さ：約1m

【セット内容】
コードレスクリーナ R36DA本体、
マルチボルト蓄電池 BSL36A18×1個、
急速充電器 UC18YDL2、
コードレスブロワ RB36DB(NNB)、収納バッグ

NewNew

NewNew

NewNew

てんまるホルソーセット

VA線ストリッパー 6003VA

強力ミニ脚立 RM電動ハンマー用四角ランマ

埋め込みサイズ100の
ダウンライト穴加工に特化！

ワンタッチバー搭載！せまい場所での突き固めに！

特
価￥各23,700特
価￥各23,700

（税込各￥26,070）

●石こうボード・コンパネからサイディングまで穴あけ可能。
●壁や梁などのキワも穴あけできるスリム設計。
●軽天下地・梁等への三日月切削もスムーズに。
●刃先径サイズ：100mm
●防じんカバー付き

VVF線 (VA線 )、エコ電線の1.6φ×2芯・3芯、
2.0φ×2芯・3芯を簡単にストリップ可能です。

バッテリBL4050F×2本、
2口急速充電器DC40RB、
マックパックタイプ3のセット品

コードレスクリーナ―、ブロワとバッテリー、充電器、
まとめて収納できる大容量バッグのセットです。

●バーを持ち上げると開き止めを解除。
 片手で簡単に閉じることができます。
●天板に立って作業ができます。

この夏のイチオシ商品・新商品！

特
価￥8,800特
価￥8,800
（税込￥9,680）

特
価￥7,800特
価￥7,800
（税込￥8,580）

特
価￥6,800特
価￥6,800
（税込￥7,480）

特
価￥8,100特
価￥8,100
（税込￥8,910）

特
価￥12,400特
価￥12,400

（税込￥13,640）

特
価￥9,600特
価￥9,600
（税込￥10,560）

特
価￥10,400特
価￥10,400
（税込￥11,440）

標準価格 各￥43,450（税込）

TMH-100
（ストレートタイプ）
コードNo. 362250

TMZ-100
（SDSタイプ）
コードNo. 362251

特
価￥各8,400特
価￥各8,400

（税込 各￥9,240）

6003VA-22R （赤）コードNo. 362287

6003VA-22V （紫）コードNo. 362288

6003VA-22B （青）コードNo. 362289

6003VA-22W （白）コードNo. 362290

標準価格 各￥15,400（税込）

RM-75
コードNo. 362232 ・天板高さ：0.75m

・質量：2.7kg標準価格 ￥15,400（税込）

RM-50
コードNo.362231 ・天板高さ：0.50m

・質量：2.1kg標準価格 ￥13,200（税込）

コードNo. 360640
標準価格 ￥207,900（税込）

コードNo. 352706
標準価格 ￥120,340（税込）

特
価￥87,500特
価￥87,500

（税込￥96,250）

特
価￥151,200特
価￥151,200

（税込￥166,320）
パワーソースキットXGT6 A72039

充電式パワーカッタ CE001GZ
※バッテリ、充電器、刃物別売

RM-30
コードNo. 362230 ・天板高さ：0.30m

・質量：1.6kg標準価格 ￥12,100（税込）

六角軸17H 150幅×270 B-23
コードNo. 362283 標準価格 ￥13,096（税込）

六角軸17H 150幅×500 B-24
コードNo. 362284 標準価格 ￥16,764（税込）

SDSmax 150幅×270 B-92
コードNo. 362285 標準価格 ￥15,455（税込）

SDSmax 150幅×500 B-93
コードNo. 362286 標準価格 ￥19,905（税込）

紹介動画

製品情報

紹介動画

紹介動画

最大切込み深さ
127mm

（刃物径355mm）

ダイヤモンド
ホイール専用

作業効率がさらにアップ！ ハイブリッド完全複動！

ライトボーラー
ISK-LB30ST

特
価￥164,500特
価￥164,500

（税込￥180,950）
コードNo. 361619
標準価格 ￥258,500（税込）

複動ミニパンチャー
ISK-MP15F

特
価￥154,000特
価￥154,000

（税込￥169,400）
コードNo. 352377
標準価格 ￥253,000（税込）

コードレスパンチャー
ISK-BP20LF

特
価￥280,000特
価￥280,000

（税込￥308,000）
コードNo. 327625
標準価格 ￥473,000（税込）

・電源：AC100V 50/60Hz
・本体外形寸法：W119×L299×H229mm
・マグネット寸法：192×70mm
・最大磁力：5.5kN
・質量：9.0kg

●ノス型ドリルを使えばφ8mmから穴あけ可能
●工具レス刃物交換
●高輝度LED搭載

・電源：AC100V 50/60Hz
・質量：8.0kg

●普段はばねの力でスピーディに戻り、
 噛みこみ時は油圧の力で戻るからストレスなし。
●フトコロ25mm
●φ11 ポンチ・ダイス付き

穴あけ
最大φ30mm
最小φ11.5mm

最大穴あけ能力
穴径：φ15mm
板厚：6mm

板厚
最大t35mm
最小t6mm

替刃サービス品付きの今がお買得！ 圧倒的なハイパワー！
現場の状況に合わせてヘッド角を調整。
障害物を回避して穴あけ可能！

●マルチボルトバッテリー使用
●フトコロ50mm
●軽量12.8kg(バッテリーパック含む)
●ハイブリッド完全複動
●「クイックガイド」付
　新型ストッププレート採用。
　簡単・スピーディな位置合わせを実現。 36Ｖ

今売れています！

NewNew
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ハイシーズンのエアコン工事用品

おすすめ電動工具

備えて安心！

特
価￥129,800特
価￥129,800（税込￥142,780）

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！冷却能力が格段に向上！

コードNo.326473 標準価格 ￥52,800（税込）

小型電動ブレーカー TE500X(G03)
革新的な冷却システム！革新的な冷却システム！

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！18V対応NEWカッターボーイ！
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！
セットのバッテリーの容量が
3.0Ah→4.0Ahにアップ！

インバーター発電機  iEG160０M-Y

コードNo. 227658 標準価格 ￥231,000（税込）

商用電源と同等、正弦波に近い
波形の良質な電気！

ポータブル電源
いつでもそばに、コンセント。

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！

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！
クラス最小・最軽量＆
クラスNo.1の低騒音・低振動！

特
価￥158,000特
価￥158,000 （税込￥173,800）

エコセーバー隼  ES8823

コードNo.326561 標準価格 ￥216,700（税込）

回収スピードは隼の如く！回収スピードは隼の如く！

サイズ：H350×L380×W270mm

特
価￥110,000特
価￥110,000 （税込￥121,000）

フロン回収機  TA110XZ

コードNo. 317233 標準価格 ￥170,500（税込）

新冷媒・従来冷媒対応。新冷媒・従来冷媒対応。

コンプレッサー：750Wツインオイルレス

ラチェット軽量フレアツール 700-RPA

特
価￥18,200特
価￥18,200（税込￥20,020）

コードNo. 318256 標準価格 ￥30,800（税込）

軽量フレアツールの
ラチェットタイプ！
軽量フレアツールの
ラチェットタイプ！

特
価￥15,700特
価￥15,700（税込￥17,270）

軽量ラチェットフレアツール  RF-806RU

コードNo. 312808 標準価格 ￥26,620（税込）

簡単に位置決めが可能！簡単に位置決めが可能！

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

特
価￥54,800特
価￥54,800（税込￥60,280）

電動スマートフレアツール TA550SF

コードNo. 354332 標準価格 ￥76,230（税込）

スマートに進化したフレアツール！スマートに進化したフレアツール！

特
価￥34,800特
価￥34,800（税込￥38,280）

ツーステージ真空ポンプ  TA150XD
シンプルデザインの
スタンダードモデル！
シンプルデザインの
スタンダードモデル！
ルームエアコン、家庭用冷蔵庫から
小型のパッケージエアコンまで対応。

コードNo. 305083 標準価格 ￥51,700（税込）

特
価￥30,500特
価￥30,500（税込￥33,550）

ハイブリッド式真空ポンプ  BB-210H
電源が確保できない現場では
電動ドライバーで作業出来ます。
電源が確保できない現場では
電動ドライバーで作業出来ます。

ラチェットトルクレンチ

独自構造のラチェットヘッド
採用で作業効率ＵＰ！
独自構造のラチェットヘッド
採用で作業効率ＵＰ！

コードNo.  305077 標準価格 ￥24,200（税込）

特
価￥14,300特
価￥14,300（税込￥15,730）

ラチェット式トルクレンチセットRTQS
狭い場所での正確な締め付け作業が
出来る、メガネタイプのラチェット式
トルクレンチのセット！

狭い場所での正確な締め付け作業が
出来る、メガネタイプのラチェット式
トルクレンチのセット！

特
価￥34,800特
価￥34,800 （税込￥38,280）

バンドソー MBS12-1

コードNo. 355166 標準価格 オープン

定置・ポータブル両用タイプ！定置・ポータブル両用タイプ！

特
価￥107,000特
価￥107,000（税込￥117,700）

充電式ハンマドリル
PJR266A-B2C/2550A

コードNo. 359412 標準価格 ￥163,900（税込）

デッキプレートでも高速穿孔！デッキプレートでも高速穿孔！

特
価￥61,800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！
充電式で２ステージ仕様の
真空ポンプ！

特
価￥5,200特
価￥5,200（税込￥5,720）

トルクレンチ  ATQ-550

コードNo. 211117 標準価格 ￥8,800（税込）

冷媒漏洩防止の必須アイテム！冷媒漏洩防止の必須アイテム！

特
価￥28,800特
価￥28,800 （税込￥31,680）

多機能型環境測定機
AHLT-102SD

コードNo. 232382 標準価格 ￥41,140（税込）

・最大切断能力（本体のみ）：丸パイプφ120mm
 角パイプ 120×120mm
・電源：100V（50/60Hz）
・本体寸法 () 内はバイス付：525×165(290)×290(390)mm
・質量：6.5kg( バイス付き 14.0kg)
・標準刃寸法・山数：L1140×W13×t0.65mm、10/14 山

※画像はHCC-19BL

・鉄工：φ13mm
・木工：φ30mm
・コンクリート：φ26mm
・サイズ：H255×W90×L335mm
・質量：4.0kg( 電池パック装着時 )

振動吸収効率の良い、マックス独自の低振動機構。

【付属品】25.2V・5.0Ah バッテリー×2個、
充電器、サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース

【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

・ナットサイズ：1/2 26mm
・締付トルク：55N・m(560kgf・cm)
・全長：245mm

・本体寸法：約W68×H177×D45mm
・質量：約 465g（電池含む）
・電源：単3形乾電池×6本 またはACアダプター（別売）

・排気量：50L/min
・吸気管径：5/16 フレア
・寸法：L233×W90×H192mm
・質量：3.8kg

真空到達度
3Pa

（22.5ミクロン）

2ステージ
真空到達度
40ミクロン

2ステージ

風速、照度、温度、
湿度の測定が可能！

特
価￥66,800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）

特
価￥18,550特
価￥18,550（税込￥20,405）

バルブマニホールドセット
EV-HMS

コードNo. 322799 標準価格 ￥29,150（税込）

特
価￥18,800特
価￥18,800（税込￥20,680）

ゲージマニホールドキット
TA122G-1

コードNo. 305074 標準価格 ￥26,730（税込）

使いやすいボールバルブ式！

特
価￥14,800特
価￥14,800（税込￥16,280）

デジタルミニ真空ゲージキット
TA142MD

コードNo. 307222 標準価格 ￥21,450（税込）

特
価￥22,500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！

特
価￥3,880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￥3,630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！

特
価￥64,800特
価￥64,800（税込￥71,280）

気密試験用Ｎ２加圧キット
TA385BG

コードNo. 311238 標準価格 ￥90,970（税込）

仕様圧力：5.0MPaまで
付属品：チッソ調整器・設置針付圧力計・Ｔ型アダプタ・
 接続用耐圧ホース・開閉バルブ・R410Aアダプタ・
 ガス漏れ検知液・銅管接続用フレアユニオン
 オンソケット・アルコール温度計・収納ケース

特
価￥320,000特
価￥320,000（税込￥352,000）

電動ワイヤーアッパー UE40CW

コードNo. 360574 標準価格 ￥438,900（税込）

電動を更に使いやすく！

特
価￥3,880特
価￥3,880（税込￥4,268）

結露防止テープ ５ｍ

コードNo. 239383 標準価格 ￥5,500（税込）

夏の空調の吹き出し口に
溜まる結露水の吸収にも！

特
価￥54,800特
価￥54,800（税込￥60,280）

リークディテクター  TA430FR

コードNo. 360609 標準価格 ￥76,780（税込）

漏えい量に合わせて
先端LEDが点滅。

R410A等 (2種ナット)用です。

使いやすい機能を搭載した高性能
最新モデル！

製品情報

紹介動画

紹介動画

紹介動画

紹介動画

●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

１４．４Ｖ ５．０Ａｈ

【付属品】14.4V 電池パック×1個、
充電器、ケース

● 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

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

4.0Ah最新
バッテリー搭載！

【付属品】4.0Ah バッテリ×2、充電器、ケース

※バッテリ・充電器は別売です。

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

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

標準価格 各￥14,300（税込）

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１０．５～４．２ｈ約１０．５～４．２ｈ

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。

・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

●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

回収速度
270g/ 分

軽量
12kg

液回収速度
4,100g/ 分

●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。

●軽量ラチェット式！
 ワンタッチでラチェット切替！
●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。

衝撃の回収能力！

回収能力

240
g/min

・サイズ：H220×D280×W110mm
・質量：6.1kg

※垂直方向で作業してください。

ラチェットの切り替えがし易い、FOREC（フォレック）
リング採用。   切り替えが一目で判断できます。

・適用銅管サイズ：
 1/4   3/8   1/2   5/8（4サイズ）
・フレア角度：45°フレア
・質量：1050g

【付属品】
リチウムイオン電池、急速充電器、
クランプ(1/4",3/8",1/2")、収納ケース

・加工能力：なまし銅管
 1/4",3/8",1/2",5/8",3/4"
・電源：リチウムイオン電池（7.4V）
・サイズ：100×103×235mm
 （電池セット時）
・質量：1,380g（電池セット時）

簡単、綺麗、正確かつスピーディな
加工が可能な特許技術を採用した、
これまでにない充電式電動
フレアツールです。

【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

ミニサイズ！

●フックにマグネットが備わっており、
   室外機等の金属部に付けて使用可能。
●縦140mm×横130mmの
   超ミニサイズマニホールド！
●赤・青のチャージングホースの先端には
   コントロールバルブが標準装備！

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

サイトグラス付で冷媒の
状態が目視可能。

●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

●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。

操作が簡単なシンプル設計！

・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 ㎏

●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

テープサイズ
幅６０ｍｍ×長さ５ｍ×厚み２．５ｍｍ

1m2あたりの吸水量
2000～3000cc！

パイプの下側にユニ結露防止テープを貼って下さい。

貼るだけで…
結露水→吸水→自然蒸発！

排気量
40L/min

真空到達度
2.0Pa

オイル逆流
防止弁付

2ステージ

・排気速度…25L ／分（50L）・28L ／分（60L）
・真空到達度…40ミクロン（2ステージ）
・寸法…L240×W88×H155mm
・質量…4.0 ㎏

フレアサイズ：
1/4・3/8（新冷媒対応）

75260R(5/8)
コードNo.339189
標準価格 ￥16,390（税込）

特
価￥10,125特
価￥10,125（税込￥11,138）

75250R(1/2)
コードNo.339188
標準価格 ￥15,290（税込）

特
価￥9,675特
価￥9,675 （税込￥10,643）

75230R(3/8)
コードNo.339187
標準価格 ￥14,190（税込）

特
価￥8,963 特
価￥8,963 （税込￥9,859）

75220R(1/4)
コードNo.339186
標準価格 ￥13,090（税込）

特
価￥8,250特
価￥8,250（税込￥9,075）

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

超ミニサイズ！

●壁際での昇降作業を実現。
●壁からマスト中心まで最大26.5cm
●1脚を閉じても安全な昇降が
   可能な新設計モデル。

・電源：単相 100V 50/60Hz
・本体質量：43.5kg
・天板寸法：745×435mm
・天板高さ：1.19m~3.78m/
( 延長アダプタ使用時 )1.32~3.91m

特
価各￥9,800特
価各￥9,800（税込各￥10,780）

専用ピン20mm
X-P20B3MX 2000本
コードNo.317899

BX3ME P2/4.0A
コードNo.449992

ポータブル補助電源
PB-1500LA
コードNo.361419
標準価格 ￥140,800（税込）

特
価￥90,000特
価￥90,000
（税込￥99,000）

PB-1500A
コードNo.361418
標準価格 ￥199,100（税込）

特
価￥135,000特
価￥135,000
（税込￥148,500）

・D13 SD345 鉄筋の切断に対応
・3.0Ah バッテリ×1ケ、充電器付

・D19 SD390 鉄筋の切断に対応
・6.0Ah バッテリ×1ケ、充電器付

●マキタ製18Vバッテリー使用
●コードレスタイプで持ち運びが容易

HCC-19BL
コードNo.322355
標準価格 ￥292,270（税込）

特
価￥206,800特
価￥206,800

（税込￥227,480）

HCC-13DF
コードNo.310857
標準価格 ￥205,700（税込）

特
価￥145,500特
価￥145,500

（税込￥160,050）

充電鉄筋カッタ
高速切断で作業効率UP！高速切断で作業効率UP！

充電ハンマドリル DH36DPF(2XP)

コードNo. 353112 標準価格 ￥118,250（税込）

軽くてスリムなガンハンドルで
抜群の取り回し！
軽くてスリムなガンハンドルで
抜群の取り回し！

特
価￥80,600特
価￥80,600（税込￥88,660）

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

充電ハンマドリル EZ1HD1J18V-B

コードNo. 361190 標準価格 ￥130,130（税込）

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！
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！

特
価￥82,800特
価￥82,800（税込￥91,080）

【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

・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

SDS-plus

BN-RB10-C （1002Wh） 標準価格 ￥148,500（税込）

コードNo. 358091・質量：10.9kg
・充電池容量：278,400mAh/1,002Wh
・最大外形寸法：W333×H244×D234mm

特
価￥128,000特
価￥128,000
（税込￥140,800）

BN-RB62-C(626Wh) 標準価格 ￥74,800（税込）

コードNo. 358092・質量：6.5kg
・充電池容量：174,000mAh/626Wh
・最大外形寸法：W300×H192×D193mm

特
価￥64,000特
価￥64,000
（税込￥70,400）

BN-RB37-C (375Wh) 標準価格 ￥44,880（税込）

コードNo. 358094・質量：3.6kg
・充電池容量：104,400mAh/375Wh
・最大外形寸法：W231×H168×D134mm

特
価￥38,400特
価￥38,400
（税込￥42,240）

特
価￥59,800特
価￥59,800（税込￥65,780）

特
価￥128,000特
価￥128,000（税込￥140,800） 標準価格 ￥94,050（税込）

特
価￥68,000特
価￥68,000
（税込￥74,800）

標準価格 ￥259,600（税込）

特
価￥187,000特
価￥187,000
（税込￥205,700）

特
価￥120,000特
価￥120,000（税込￥132,000）

コードNo. 321988 標準価格 ￥80,520（税込）

２

空き
マストツール
ポータブル電源
PB-1500A

新ダイワ
インバーター発電機

IEG1600M-Y

マックス
充電式ハンマドリル

PJR266A-
B2C/2550A

HiKOKI
コードレスブロワ
RB36DB(NN)

ワキタ
バンドソー
MBS12-1

発電機類 3点

ヒルティ
充電鋲打機

BX3ME・P2/4Aコ
ンボ

電動工具 9~10点

ヒルティ
小型電動ブレーカー
TE500X(G03)

フレアツール 3点

BBK
ラチェット軽量フレア

ツール
700-RPA

ユニ
結露防止テープ5m

トルクレンチ 3点

BBK
ラチェット式トルクレン

チセット
RTQS

その他 10~12点

BBK
エアコンサービスキッ

ト
ESK-NSS2

フロン回収機 3点
真空ポンプ 3点空調工具

BBK
デジタルフロンガス回

収機
RM350

アサダ
エコセーバー隼

ES8823
空き

BBK
充電真空ポンプ

RP-225L

BBK
バルブマニホールド

セット
EV-HMS

カスタム
多機能型環境測定

機
AHLT-102SD
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156

特
価￥3,580特
価￥3,580
（税込￥3,938）

特
価￥3,250特
価￥3,250
（税込￥3,575）

特
価￥2,540特
価￥2,540
（税込￥2,794）

特
価￥1,690特
価￥1,690
（税込￥1,859）

特
価￥145,000特
価￥145,000（税込￥159,500）

ナット回し、電ドル用品など！

墨出し器・レーザーレベル・水平器

計測器コーナー 共立電気計器 Bluetoothシリーズ

穴あけ・切断用 消耗品はコチラ！

六角軸パイプタップ

簡易接地抵抗計 4300BT

スパイラル形状のパイプタップ！スパイラル形状のパイプタップ！

マルチビット3本組 ステップドリル クワトロ

特
価￥3,580特
価￥3,580
（税込￥3,938）

特
価￥3,250特
価￥3,250
（税込￥3,575）

特
価￥2,540特
価￥2,540
（税込￥2,794）

特
価￥1,690特
価￥1,690
（税込￥1,859）

・テーパー
・呼び：1/8PT
・山数：28

HPT001
コードNo. 360851
標準価格 ￥2,860（税込）

・テーパー
・呼び：1/4PT
・山数：19

HPT002
コードNo. 360853
標準価格 ￥4,290（税込）

・テーパー
・呼び：3/8PT
・山数：19

HPT003
コードNo. 360854
標準価格 ￥5,500（税込）

・テーパー
・呼び：1/2PT
・山数：14

HPT004
コードNo. 360857
標準価格 ￥6,050（税込）

用途：鉄板・アルミ・木材・モルタル・
プラスチック・陶器タイル etc.

SMB3S34090
(3.4mm×3本パック) コードNo. 319098

標準価格 各￥2,750（税込）

SMB3S35090
(3.5mm×3本パック) コードNo. 321112
SMB3S43095
(4.3mm×3本パック) コードNo. 319099

・ストレート
・呼び：1/8PS
・山数：28

HPS001
コードNo. 360858
標準価格 ￥2,860（税込）

・ストレート
・呼び：1/4PS
・山数：19

HPS002
コードNo.360859
標準価格 ￥4,290（税込）

・ストレート
・呼び：3/8PS
・山数：19

HPS003
コードNo. 360860
標準価格 ￥5,500（税込）

・ストレート
・呼び：1/2PS
・山数：14

HPS004
コードNo. 360864
標準価格 ￥6,050（税込）

材質：HSS

・使用電池：単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2
・外形寸法：L232×W51×D42mm
・質量：約220g(電池を含む)

特
価￥34,000特
価￥34,000（税込￥37,400）

コードNo. 324004
標準価格 ￥44,000（税込）

特
価￥38,200特
価￥38,200（税込￥42,020）

コードNo. 331042
標準価格 ￥49，500（税込）

簡易接地抵抗測定(2極法)に
特化した簡単測定器！
簡易接地抵抗測定(2極法)に
特化した簡単測定器！

コンセントテスタ 4505BT
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。
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。

赤外線サーモグラフィ GTC400C

コードNo. 321376
標準価格 ￥214,500（税込）

温度の違いを即座に視覚化し、
スマートに記録！
温度の違いを即座に視覚化し、
スマートに記録！

特
価￥23,000特
価￥23,000（税込￥25,300）

バッテリーテスター DS-5

コードNo. 361487
標準価格 ￥29,700（税込）

特
価￥34,850特
価￥34,850（税込￥38,335）

コードNo. 309467
標準価格 ￥45,100（税込）

あらゆるバッテリー測定シーンに対応！あらゆるバッテリー測定シーンに対応！
太陽光発電システム用絶縁抵抗計
IR4053-11
ＰＶの絶縁抵抗を安全に正確に
素早く測定！
ＰＶの絶縁抵抗を安全に正確に
素早く測定！

特
価￥31,680特
価￥31,680（税込￥34,848）

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！ケーブルの長さを素早く簡単に測れる！

特
価￥49,800特
価￥49,800（税込￥54,780）

グリンレーザー  LST-MO60セット

コードNo. 362249 標準価格 オープン

高輝度ドットポイント搭載レーザー！

スイッチ付リード仕様

6レンジデジタル絶縁抵抗計 3552BT

特
価￥42,400特
価￥42,400（税込￥46,640）

コードNo. 324003
標準価格 ￥55,000（税込）

業界最速の測定スピードを実現（約0.5秒）業界最速の測定スピードを実現（約0.5秒）
４レンジ絶縁抵抗計 3441BT

特
価￥38,800特
価￥38,800（税込￥42,680）

コードNo. 320316
標準価格 ￥50,600（税込）

IoT時代のアナログメガ！IoT時代のアナログメガ！

●Bluetooth®通信機能搭載
●200/2000Ω 2レンジオート
●AC/DC電圧測定（ACは真の実効値）

4×おおがね・
水平・鉛直・地墨

・ 質量︓約 490g(電池含む )

・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 490g(電池含む )

●Bluetooth®通信機能搭載
●絶縁抵抗測定全6レンジ搭載
 （50/100/125/250/500/1000V）
●最大1000件の測定結果を保存
●JIS C 1302:2018認証品

漏電流クランプメーター2433RBT

特
価￥39,100特
価￥39,100（税込￥43,010）

コードNo. 323998
標準価格 ￥50,600（税込）

漏れ電流測定値を現場でスマートフォンや
タブレットに保存！
漏れ電流測定値を現場でスマートフォンや
タブレットに保存！

紹介動画
操作方法・解説動画

メーカーサイト

紹介動画

紹介動画

紹介動画

紹介動画

・測定範囲：-10℃～ 400℃
・防じん・防水性能：IP53
・質量：0.54kg
【付属品】単 3アルカリ乾電池×4本、アダプター

高切削性＆長寿命の
高性能ドリルビット！

耐熱チタンコーティングで長寿命！

NewNew
・電源：単 3アルカリ乾電池×4本、
 リチウムバッテリー、AC100V
・サイズ：W110×H190mm
・質量：約 1.0kg

特
価￥188,000特
価￥188,000（税込￥206,800）

プラチナグリンレーザー LTC-RZ9X

コードNo. 361628 標準価格 ￥451,000（税込）

超高精度・超高輝度電子整準フルライン！

特
価￥90,000特
価￥90,000（税込￥99,000）

レーザーレベル MJ-300
受光器２個三脚付

コードNo. 305096 標準価格 ￥205,700（税込）

水平出し、造成、基礎の天端出しに。

特
価￥110,000特
価￥110,000（税込￥121,000）

レーザーレベル  MJ-300S

コードNo. 355370 標準価格 ￥223,300（税込）

自動整準機構搭載！
デジタル受光器付き！

特
価￥8,100特
価￥8,100（税込￥8,910）

コードNo. 339159 標準価格 ￥14,850（税込）

１人でレベル出し可能！

特
価￥12,900特
価￥12,900（税込￥14,190）

防水型デジタル水平器
DWL-280PRO

コードNo. 308177 標準価格 ￥23,650（税込）

IP67の防塵防水タイプ！
明るいLED表示！

4×おおがね・
水平360°・地墨

・電源：単 3アルカリ乾電池
 ( 別売オプション使用時 )、
 リチウムバッテリー、AC100V
・サイズ：W130×H203mm
・質量：約 1.4kg

●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
 ナット取付位置を設定可能です。

・最大深さ：250mm 
・全長：386mm  ・質量：345g

・最大深さ：450mm 
・全長：586mm  ・質量：470g

《セット内容》
・スペアソケット（6角）/8mm
・スペアソケット（12角）/
10・11・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27mm
・ラチェットハンドル/4RH250RG
・クロスバー/4CB250
・スピンナーハンドル/4SH350
・ユニバーサルジョイント/4UJ
・エクステンションバー/4EX150A

1/2”(12.7mm)13コマ19点セット！

ステンレス鋼・鉄鋼・合成樹脂・
木材等の穴あけ加工に。

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

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：6,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33mm

《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

●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。

●替刃交換式のツバ無し
   バイメタルホルソーセットです。
●シャンク形状：6.35mm六角軸
   （軸のみ交換可能） NewNew

・ドリル加工範囲：φ3.0~φ13.0mm
・電源：100V 50/60Hz
・本体サイズ：320×180×190mm
・重量：10.0kg

・測定範囲半径 300m
・簡単設置の自動整準機構
・軽量コンパクトボディ
専用三脚・受光器×2・
ロッドクランプ×2・収納ケース付

受光器＆ロッドクランプ
２セット付属！

振動用(V)、複合材用(F)、
乾式ダイヤ(D)のカッターとシャンク、
センタードリルのセットです。

・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 【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

底面強力マグネット付き

Bluetooth®接続でスマホと連携

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）

●瞬時にコンセントの
 極性判定が可能！
●Bluetooth®通信機能搭載

・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

Bluetooth搭載！
●iOS,Androidの両OSに対応
●AC 40/400mA/400Aの
　3レンジ切替
●データホールド機能付
●歪んだ波形でも正確に測定できる
　真の実効値測定
・サイズ：L185×W81×D32mm
・質量：約270g（電池含む）
・電源：単4形乾電池R3（1.5V）×2

●面倒な本体設定は不要。アプリだけで簡単接続！
●Bluetooth smart搭載
●125V/250V/500V/1000Vの4レンジメガ

・電源：単3形乾電池LR6/R6（1.5V）×4

●2輪・4輪 (大型含 )・小型特殊車両・大型建機バッテリー・
    水上バイク等まで対応する全能テスター。
●全天候防水設計(IPX6)。
●胸ポケットに収まる極薄・軽量・コンパクト。
・本体寸法：約143×95×18mm
・質量：約240g

5レンジ：
50/125/250/500/1000V

PV専用ファンクションで
正確な抵抗値を測定！

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

特
価￥6,600特
価￥6,600（税込￥7,260）

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

特
価￥5,800特
価￥5,800（税込￥6,380）

【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TB-57J

コードNo.353825
標準価格 ￥24，750（税込）

特
価￥14,600特
価￥14,600（税込￥16,060）

TB-55J
コードNo.353823
標準価格 ￥22，715（税込）

特
価￥13,400特
価￥13,400（税込￥14,740）

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特
価￥11,700（税込￥12,870）

サイズ：1.0～10.0mm 0.5mm間隔

サイズ：1.0～13.0mm 0.5mm間隔KST-25（25 本組）
コードNo.316242
標準価格 ￥38,500（税込）

特
価￥21,000特
価￥21,000（税込￥23,100）

KST-19（19 本組）
コードNo.305005
標準価格 ￥21,670（税込）

特
価￥11,800特
価￥11,800（税込￥12,980）

軽天Ｗソケット
２サイズ使用 可能！２サイズ使用 可能！

チタンコーティングドリルセット
高能率長寿命！

特
価￥9,800特
価￥9,800（税込￥10,780）

六角軸月光ドリルセット 6GK10P

コードNo. 317143 標準価格 ￥13,475（税込）

現場作業に最適の六角軸セット！
これ１つで用途多彩！

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！

シャーパー弓型ブレード
切断速度・耐久性ＵＰ！

インローター
ビニールパイプの内面切断に！

バイメタルコンボツールボックス
1アクションでボディ交換！

多機能コア クリアケースセット
エアコン工事に最適なコアセット！

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！

特
価￥148,000特
価￥148,000 （税込￥162,800）

ストレートドリル研磨機
KID-213N

コードNo.362244 標準価格 ￥265,100（税込）

KIドリルから新登場！

特
価￥19,200特
価￥19,200（税込￥21,120）

ソケットレンチセット
SN419M-ISO

コードNo. 306413 標準価格 ￥35,156（税込）

特
価￥12,000特
価￥12,000（税込￥13,200）

電ドル用強軸ソケットセット
ETS-824S

コードNo. 360628 標準価格 ￥22,000税込）

軸折れしにくく長寿命！軸折れしにくく長寿命！

特
価￥3,280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！
万がイチ、ビットが折れても
大丈夫！

・メタルケース：433×145×50mm
・重量：3.9kg

SPQ-633ST
コードNo.355208
標準価格 ￥17,600（税込）

特
価￥10,400特
価￥10,400（税込￥11,440）

SPQ-422
コードNo.355207
標準価格 ￥9,350（税込）

特
価￥5,500特
価￥5,500 （税込￥6,050）

SPQ-412
コードNo.355206
標準価格 ￥5,500（税込）

特
価￥3,250 特
価￥3,250 （税込￥3,575）

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￥1,370特
価￥1,370 （税込￥1,507）

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） 特

価￥1,100 特
価￥1,100 （税込￥1,210）

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

特
価￥3,800特
価￥3,800（税込￥4,180）

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

特
価￥3,000 特
価￥3,000 （税込￥3,300）

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

特
価￥2,700 特
価￥2,700 （税込￥2,970）

SDS・口径 65mmセット

SDS・口径 70mmセット
UR21-VFD070SD
コードNo.334123
標準価格 ￥77,000（税込）

特
価￥42,000 特
価￥42,000 
（税込￥46,200）

UR21-VFD065SD
コードNo.334119
標準価格 ￥71,610税込）

特
価￥39,000特
価￥39,000
（税込￥42,900）

ストレート・口径65mmセット

ストレート・口径70mmセット
UR21-VFD070ST
コードNo.334124
標準価格 ￥77,000（税込）

特
価￥42,000 特
価￥42,000 
（税込￥46,200）

UR21-VFD065ST
コードNo.334120
標準価格 ￥71,610（税込）

特
価￥39,000特
価￥39,000
（税込￥42,900）

特
価￥17,100特
価￥17,100
（税込￥18,810）

特
価￥22,600特
価￥22,600
（税込￥24,860）

特
価￥2,380 特
価￥2,380 
（税込￥2,618）

特
価￥11,200特
価￥11,200
（税込￥12,320）

特
価￥13,400特
価￥13,400
（税込￥14,740）

特
価￥14,800特
価￥14,800
（税込￥16,280）

・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）

●汎用性の高い9サイズを揃えたセット品
●40V対応
●7.2~18Vいずれも対応

【セット内容】
ETS-8/10/12/13/14/17/19/21/24

●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

驚愕の切れ味！

【用途】ステンレス、一般鋼、銅、真鍮、鉄、プラスチック
【セット内容】φ2.0、φ2.5、φ3.0、φ3.2、φ3.5×2、φ4.0、φ4.5、
 φ5.0、φ6.0、樹脂ケース

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！

●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

標準価格 各オープン

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

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

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

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

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

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

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。

※シャンクは別途お買い求めください。

紹介動画

特
価各￥1,500特
価各￥1,500（税込各￥1,650）

デジタル水平器 DWL-90PRO

３



荷揚げ工具現場を明るく！各種ＬＥＤライト

お気軽にご用命ください

※使用例

足場台
軽量でコンパクトな
折りたたみ式足場台！

特
価￥40,800特
価￥40,800（税込￥44,880）

デジタルトランシーバー VXD-30

コードNo. 354908
標準価格 ￥63,580（税込）

5Wハイパワーデジタルトランシーバー！

特
価￥17,000特
価￥17,000 （税込￥18,700）

超強力防草シート

コードNo. 357216
標準価格 オープン

敷くだけで簡単な雑草対策！

特
価￥41,800特
価￥41,800（税込￥45,980）

トランシーバー DJ-DPS70KA

コードNo. 324608
標準価格 ￥52,580（税込）

業務に、レジャーに、そして防災にも！

特
価￥3,000特
価￥3,000（税込￥3,300）

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！

アルコール除菌スプレー
VC-300

コードNo. 334075
標準価格 オープン

コードNo. 321198
標準価格  ￥3,300（税込）

アルコールでウイルス、
菌を除去！

・アルコール 75%、精製水 25%
・内容量：300ml

4本吊ワイヤスリング

コードNo. 361555標準価格 各オープン

すぐ使いたい方に
最適なスリング
セット！

すぐ使いたい方に
最適なスリング
セット！

特
価￥450特
価￥450（税込￥495）

防雨・防塵型電工ドラム
NPW-EB23

コードNo. 306102
標準価格 ￥35,640（税込）

雨の日や湿気の多い場所でも
安心の防雨型！

・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￥13,500特
価￥13,500 （税込￥14,850）

高圧洗浄機 NJC110B-10M

コードNo. 355935
標準価格 ￥37,400（税込）

特
価￥15,800特
価￥15,800 （税込￥17,380）

らくらくボードアンカー
RBA412CB

コードNo. 300675
標準価格 ￥25,410（税込）

特殊先端形状採用！下穴不要！

特
価￥13,860特
価￥13,860 （税込￥15,246）

吸引式蚊取り器『蚊取り・先攻』 
KTS-1

コードNo. 327606
標準価格 ￥7,700（税込）

UV光源で蚊や虫を誘引！

・電源：AC100V(50/60Hz)
・寸法：φ132×H220mm
・質量：0.6kg

特
価￥4,800特
価￥4,800 （税込￥5,280）

止水バイス（緊急用止水工具）

コードNo. 239281
標準価格 ￥12,430（税込）

ハンドル付きで狭い場所での
止水作業に最適！

特
価￥7,910特
価￥7,910 （税込￥8,701）

キャタツアンダーバッグ
KB-30-BK（ブラック）
脚立に取付ける便利袋！

特
価￥1,980特
価￥1,980（税込￥2,178）

イットン台車  NAC4-1275SUSタップスターキット

コードNo. 312559
標準価格 ￥153,120（税込）

様々な現場で大活躍！

・荷台寸法：L1180×W730×H265mm
・質量：21.0kg

特
価￥84,800特
価￥84,800 （税込￥93,280）

特
価 各￥11,000特
価 各￥11,000

（税込各￥12,100）

特
価￥21,000特
価￥21,000 （税込￥23,100）

4WR1.6TX2 (1.6t用×2m)

コードNo. 361554特
価￥20,200特
価￥20,200（税込￥22,220）

4WR1.6TX1.5 (1.6t用×1.5m)

コードNo. 361553特
価￥19,500特
価￥19,500 （税込￥21,450）

特
価￥14,500特
価￥14,500（税込￥15,950）

特
価￥11,500特
価￥11,500

（税込￥12,650）

特
価￥10,800特
価￥10,800（税込￥11,880）

4WR1.6TX1 (1.6t用×1m)

●ワイヤロープは6×24 0/0、
 シンブル入りロック止め加工です。
●使用荷重は60°の吊り角度を基準としています。

●アルミで軽量、サビにくい。
●単管パイプ(φ48.6mm)を
 四隅に差し込める設計です。

●EEからEEEEまでの足囲に対応するVWS（ヴァリアス・ウィズ・システム）
●BOAフィットシステム搭載。
●堅牢に爪先周りをガード！TPUソール＆ラバートゥガード。
●暗闇でも存在をアピール！蓄光＆再帰反射のバックスタイル。

紹介動画

点灯パターン

メーカーチラシ紹介動画
メーカーサイト

紹介動画

紹介動画

紹介動画

紹介動画

点灯パターン

点灯パターン

PK-672
(グリーン+オレンジ+ブラック)

PK-832
(グレー+レッド+ブラック)

25.0cm
25.5cm
26.0cm
26.5cm
27.0cm

コードNo. 361681
コードNo. 361682
コードNo. 361683
コードNo. 361684
コードNo. 361685

25.0cm
25.5cm
26.0cm
26.5cm
27.0cm

コードNo. 361688
コードNo. 361689
コードNo. 361690
コードNo. 361691
コードNo. 361692

安全スニーカー パラキート
新たなフィールドへ！

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）

アルミ二連梯子

標準価格 ￥32,450（税込）

STP850BK コードNo. 362262
標準価格  各オープン

・M8×50 アンカー 200本
・ソケット BLH-4S 4本
・ドリル SDS-plus 7.5×160 1本

●インパクトドライバーで下穴にねじ込むだけ
●あとで取り外せるおねじアンカー

特
価￥23,500特
価￥23,500
（税込￥25,850）

STP1060BK コードNo. 362263

・M10×60 アンカー 200本
・ソケット BLH-5S 4本
・ドリル SDS-plus 9.5×160 1本

特
価￥34,500特
価￥34,500
（税込￥37,950）

STP1270BK コードNo.362264
・M12×70 アンカー 100本
・ソケット BLH-6S 2本
・ドリル SDS-plus 11.0×160 1本

特
価￥29,800特
価￥29,800
（税込￥32,780）

PXGV-510BK
コードNo. 362265

・質量：4.7kg  ・天板高さ：0.55m
・天板寸法：300×881mm
特
価￥11,800特
価￥11,800（税込￥12,980）

標準価格 ￥36,300（税込）

PXGV-910BK
コードNo. 362266

・質量：5.3kg  ・天板高さ：0.8m
・天板寸法：300×881mm
特
価￥12,800特
価￥12,800（税込￥14,080）

GTR2500（マグネットマウント無し）
コードNo. 362258 特

価￥13,500特
価￥13,500（税込￥14,850）

GTR2500S（マグネットマウントセット）
コードNo.362259

標準価格 オープン

標準価格 オープン

UBZ-LS20B（黒）
コードNo. 355149

UBZ-LS20Y（黄）
コードNo. 355150

UBZ-LS20RD（赤）
コードNo. 355820

UBZ-LS20SL（銀）
コードNo. 355821

標準価格 各オープン

特
価￥14,850特
価￥14,850（税込￥16,335）

ロープのたるみを防止する
エンドレス構造！

アルミ製パイプ足場 超軽量、安定感抜群！

軽量専用脚立 便軽
格の違いを感じる軽さ、丈夫さ！

コードNo. 223511
標準価格 ￥113,300（税込）

SX-61D

SX-54D

コードNo. 223512
標準価格 ￥122,650（税込）

・全長：6.05m ・縮長：3.98m ・質量：14.7kg

・全長：5.36m ・縮長：3.63m ・質量：13.4kg

SX-74D
コードNo. 223513
標準価格 ￥132,000（税込）

・全長：7.43m ・縮長：4.67m ・質量：18.5kg

SX-81D
コードNo.223514
標準価格 ￥150,700（税込）

・全長：8.12m ・縮長：5.01m ・質量：20.2kg

SX-95D
コードNo. 223515
標準価格 ￥198,000（税込）

・全長：9.50m ・縮長：5.70m ・質量：23.6kg

SX-103D
コードNo. 223516
標準価格 ￥212,300（税込）

・全長：10.19m ・縮長：6.05m ・質量：26.3kg

特
価￥32,800特
価￥32,800（税込￥36,080）

特
価￥34,800特
価￥34,800（税込￥38,280）

特
価￥39,800特
価￥39,800（税込￥43,780）
特
価￥42,800特
価￥42,800（税込￥47,080）

特
価￥55,800特
価￥55,800（税込￥61,380）
特
価￥59,800特
価￥59,800（税込￥65,780）

ATL-2BJS
（スタンダード2段セット）
コードNo. 362269
標準価格 オープン

・作業床寸法：950×485mm
・作業床高さ：3.18~3.48m　・質量：51.0kg

・キャスター4個付属
・キャスターセットを取り付けた場合、高さは127mm高くなります。

ATL-3BJS
（スタンダード3段セット）
コードNo. 355375
標準価格 オープン

・作業床寸法：950×485mm
・作業床高さ：4.70~5.00m　・質量：64.0kg

ATL-2WBJS
（ワイド2段セット）
コードNo. 362270
標準価格 オープン

・作業床寸法：1250×485mm
・作業床高さ：3.18~3.48m　・質量：58.0kg

ATL-3WBJS
（ワイド3段セット）
コードNo. 355376
標準価格 オープン

・作業床寸法：1250×485mm
・作業床高さ：4.70~5.00m　・質量：75.0kg

特
価￥228,000特
価￥228,000（税込￥250,800）

特
価￥278,000特
価￥278,000 （税込￥305,800）

特
価￥308,000特
価￥308,000（税込￥338,800）

特
価￥348,000特
価￥348,000（税込￥382,800）

コードNo. 362276
標準価格 オープン

LM-180YD

LM-150YD

コードNo. 362277
標準価格 オープン

・天板高さ：1.68m　・質量：5.8kg

・天板高さ：1.39m　・質量：4.8kg

LM-210YD
コードNo. 362278
標準価格 オープン

・天板高さ：1.98m　・質量：6.9kg

LM-240YD
コードNo.362279
標準価格 オープン

・天板高さ：2.27m　・質量：8.1kg

LM-270YD
コードNo. 362281
標準価格 オープン

・天板高さ：2.56m　・質量：9.4kg

LM-300YD
コードNo. 362282
標準価格 オープン

・天板高さ：2.85m　・質量：11.1kg

特
価￥13,800特
価￥13,800（税込￥15,180）

特
価￥16,800特
価￥16,800（税込￥18,480）

コードNo. 362274
標準価格 オープン

LM-120YD

LM-90YD

コードNo. 362275
標準価格 オープン

・天板高さ：1.10m　・質量：3.7kg

・天板高さ：0.81m　・質量：3.1kg

・天板寸法：300×152mm

特
価￥8,800特
価￥8,800 （税込￥9,680）

特
価￥10,800特
価￥10,800（税込￥11,880）

特
価￥19,800特
価￥19,800（税込￥21,780）

特
価￥29,800特
価￥29,800（税込￥32,780）
特
価￥33,800特
価￥33,800（税込￥37,180）
特
価￥37,800特
価￥37,800（税込￥41,580）

PRW90FX
コードNo. 314359
標準価格 ￥38,500（税込）

天板高さ：0.70～1.00 質量：5.6kg

PRW120FX
コードNo. 314361
標準価格 ￥42,350（税込）

天板高さ：1.00～1.30 質量：6.5kg

PRW150FX
コードNo. 314362
標準価格 ￥50,050（税込）

天板高さ：1.29～1.59 質量：7.5kg

PRW180FX
コードNo. 314364
標準価格 ￥56,100（税込）

天板高さ：1.59～1.89 質量：9.1kg

PRW210FX
コードNo. 314365
標準価格 ￥66,000（税込）

天板高さ：1.88～2.18 質量：10.5kg

特
価￥14,800特
価￥14,800（税込￥16,280）
特
価￥15,800特
価￥15,800（税込￥17,380）
特
価￥16,800特
価￥16,800（税込￥18,480）
特
価￥19,800特
価￥19,800（税込￥21,780）
特
価￥21,800特
価￥21,800（税込￥23,980）

※103D を除く

●ベストセラーであるP5Rの後継機種。
●電池を取り出さずに充電可能。 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！

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

軽くて丈夫なレバーホイスト！軽くて丈夫なレバーホイスト！
レバーホイスト

●片手で使える軽さ！
●日本国内の公立検査機関から
   強度テストをおこなっております。

1.0t

コードNo. 361496

1.6t

コードNo. 361497

0.5t

コードNo. 361494

・質量：4.0kg  ・定格荷重：0.5t  ・手にかかる力：35kg
・揚程：1.5m  ・チェーン径：5.0mm

最強コストパフォーマンスの軽量タイプ

破損やサビに強い高品質、最新型デザイン

破損やサビに強い高品質、最新型デザイン  

・質量：5.6kg  ・定格荷重：1.0t  ・手にかかる力：24kg
・揚程：1.5m  ・チェーン径：6.0mm

・質量：8.6kg  ・定格荷重：1.6t  ・手にかかる力：30kg
・揚程：1.5m  ・チェーン径：7.1mm

標準価格 各オープン特
価￥60,000特
価￥60,000（税込￥66,000）

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！

・ハイブリッド充電システム
・サイズ：L710×W350×H200mm(※収納時 )
・作業時高さ：870 ～ 2,100mm
・本体質量：5.7kg
・IP 保護等級：IP44

充電LEDワークライト
AC100Vでも使用可能！

特
価￥9,800特
価￥9,800（税込￥10,780）

充電式ワークライト GZ-306-C

コードNo. 361974 標準価格 ￥13,200（税込）

3色調色可能コンパクト投光器！

・USB で充電・給電可能
・本体サイズ：W145×H82×D28mm
・本体質量：約 295g（電池含む）
・明るさ最大：1100lm 
・防塵・防水：IP66

・充電スタンドに差すだけの簡単充電
・本体サイズ：W39.1×H352×D33.5mm
・本体質量：約 360g

特
価￥11,000特
価￥11,000（税込￥12,100）

充電式ワークライト GZ-613

コードNo. 359685
標準価格 ￥16,500（税込）

3つの面発光(COB)LED
による超ワイドな照射！

特
価￥6,480特
価￥6,480（税込￥7,128）

充電式ライトP5RCore

コードNo. 354852 標準価格 オープン

軽量コンパクト！

【付属品】・専用充電池・ストラップ・USB ケーブル
（マグネットチャージャー）

特
価￥9,800特
価￥9,800（税込￥10,780）

充電LEDヘッドライト H5RWork

コードNo. 354838 標準価格 オープン

プロフェッショナルのコンパクトモデル！

・使用電池：専用充電池 (Li-Ion/ 内蔵 )
・色温度：3700~4400K

特
価￥9,800特
価￥9,800（税込￥10,780）

特
価各￥10,800特
価各￥10,800（税込 各￥11,880）

充電ヘッドライト H7RCore

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！
新しいスタンダードモデル！

特
価￥7,980特
価￥7,980（税込￥8,778）

充電式LEDヘッドライト NRX-520H-C

コードNo. 361975 標準価格 オープン

・USB 充電式
・単 3電池×4本（別売）も使用可能
・明るさ最大：450lm 
・防塵・防水：IP64

・電源：専用充電池(Li-ion)
・本体寸法：φ29×123mm
・本体質量：約106g

NewNew

真横にまで光が拡散する
超ワイドな照射！

落下を未然に防止する
感知板採用

足場台
安全機能『足裏感知板』で
転落を未然に防止！

標準価格 ￥36,300（税込）

PXGK-910W
コードNo.361959

・質量：7.1kg  ・天板高さ：0.82m
・天板寸法：400×881mm
特
価￥15,800特
価￥15,800（税込￥17,380）

標準価格 ￥46,200（税込）

PXGK-1212W
コードNo.361960

・質量：8.9kg  ・天板高さ：1.11m
・天板寸法：400×1200mm
特
価￥19,800特
価￥19,800（税込￥21,780）

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

130mm

270mm
270mm

脚伸縮式兼用脚立
簡単！安心！便利！
●操作しやすい伸縮操作レバー（6mmピッチ）
●昇降しやすい幅広踏ざん（60mm）
●交換しやすいボルト式支柱端具

スタンダード ワイド

スプリング式防雨キャップ
・屋内・屋外兼用型
・防水規格：IPX5
・電源：AC100V(50/60Hz)
・常用水圧：7.5MPa/ 最大水圧：11MPa
・サイズ：W227×D268×H431mm
・質量：4.9kg

●高圧のジェット水流で、車や家の外壁を洗浄。
●付属のノズルで集中噴射・トルネード噴射が
 可能です。

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！

近紫外線、ブラックボディで誘引し、
内蔵ファンで吸引、死滅させます。

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

資格不要

登録局申請
必要

●技術基準適合証明取得機種
●デジタル 30 チャンネル
●防塵・防水 IP67

資格不要

登録局申請
必要

誰でも簡単に使えるモデル！
トランシーバー UBZ-LS20

・電源：単3乾電池×3本
・寸法：W55.5×H104.2×D26.1mm

●総務省技術基準適合品
●ゆとりの 20ch 対応

免許・資格不要

・電源：専用リチウムイオン電池パック
・本体寸法：W56×H100×D31mm
・本体重量：約260g

・周波数範囲(送受信)：351.2000MHz~
 351.38125MHz/30ch
・耐塵・防浸IP67
・外形寸法(突起物除く)：W55.8×H95.8×D32.5mm
・質量：約244g

●出力は 5W/2W/1W の切り替え式。
●標準バッテリー EBP-98、アンテナ、ベルトクリップ、
   ハンドストラップまでついたオールインワンパッケージ。

7634
（サイズ1m×50m）

特
価￥6,800特
価￥6,800（税込￥7,480）

コードNo. 357215
標準価格 オープン

7633
（サイズ1m×20m）

従来品に比べ約１．５倍の厚みを持ち、
耐久性・耐候性が２倍にアップ（同社国産従来品比）。
防草効果がさらに向上しました。

・厚さ：0.65mm
・遮光率：約99.9%
・材質：ポリプロピレン
・日本製
・20cm格子ライン入り

※送料別途・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

・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。

脚立・はしご・足場台

洗浄作業を簡単にする強力パワー！

20m

ソケット・ドリル付きのお得なセット！

４

グランツ
充電LEDワークライ

ト
GTR2500

荷揚工具類 2点ライト類 7~8点

FAREAST
レバーホイスト

新ダイワ
LED投光機

HTL305LF-M

大洋製器
4本吊ワイヤスリング

トランシーバー 3点

アルインコ
トランシーバー

DJ-DPS70KA

副資材類 2点

トンボ工業
吸水ダッシュシート

DBS10

キンボシ
超強力防草シート

長谷川工業
イットン台車4輪
NAC4-1275

JPF
SUSタップスターキッ

ト
STP

その他 10~12点

防雨・防じん型電工
ドラム

NPW-EB23

ディアドラ
安全靴パラキート

神王工業
アルコール除菌スプ

レー
VC-300

ジェフコム
キャタツアンダーバッ

グ
KB-30-BK

仮設機材 4~5点

アルインコ
脚伸縮式兼用脚立

PRW

アルインコ
アルミ二連梯子

SX
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