
右記マーク付の商品を
お買い上げのお客様に、
景品Ａ～Ｃよりお好きな
景品を１点プレゼント！

セール期間
6月21日～8月20日

A B Ｃ

2019
サマーキャンペーン

伊藤園　
１日分の野菜190ml

アサヒ スーパードライ
ジャパンスペシャル

「涼夏の香り」 JL-3N

缶190ml
×30本
缶190ml
×30本

暑い夏に
ぴったりの
期間限定品です。
350ml
×12本入

暑い夏に
ぴったりの
期間限定品です。
350ml
×12本入

イヤホンマイクイヤホンマイク

ボトムベース
（充電器）

ボトムベース
（充電器）

Bluetooth® 機能搭載の
スマートフォン / 携帯電話
に対応しています。
ドライブも安心・安全。
音楽も聴くことが
できます。 

F.R.C　
Bluetoothイヤホンマイク

選べて嬉しい！景品付き商品あります！

1

四 校

古くなった全ネジカッターを
￥５,０００で下取りします

特
典

7. パナソニック7. パナソニック
Ｄ充電全ネジカッタ　ＥＺ４５Ａ８ＬＪ２ＧＢＤ充電全ネジカッタ　ＥＺ４５Ａ８ＬＪ２ＧＢ
コードNo. 324600 標準価格¥109,000

上向き作業に便利な機能を搭載！

・切り残し20mm
・引っ掛けフック搭載
・切りくずキャッチャー搭載

¥76,300特
価

チャック部先端から
冷却風を排出！

小型電動ブレーカー ＴＥ５００Ｘ（Ｇ０３）小型電動ブレーカー ＴＥ５００Ｘ（Ｇ０３）
コード No. 321988 標準価格￥64,000
革新的な冷却システム！

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

六角軸
１７

六角軸
１７

6. ヒルティ6. ヒルティ

￥５３,０００特
価

充電式ハンマドリル　ＨＲ１８２ＤＲＧＸＶ充電式ハンマドリル　ＨＲ１８２ＤＲＧＸＶ
コード No. 324562 標準価格￥90,300

別販売品の無線連動集じん機、
ワイヤレスユニット、集塵カップ、
グリップベースセット使用で無線連動集じんが可能。

・質量：3.4kg
・寸法：L431(最長)×W82×H285mm

１８Ｖ ６．０Ａｈ１８Ｖ ６．０Ａｈ
集塵システム搭載モデル！

￥７２,２００特
価

2.マキタ2.マキタ

特
価￥２４,５００

小型レシプロソー ＲＪＫ－１２０小型レシプロソー ＲＪＫ－１２０
コード No. 224704 標準価格￥35,000
操作性と安全性を高めた
スイッチとグリップ形状！

キワ作業に！

【切断能力】
・塩ビ管 ( 直径 )120mm
・木材 55mm
・軟鋼材 3.5mm

※イメージ

9. リョービ

特
価

19. リョービ19. リョービ
乾湿両用ポータブル集じん機ＶＣ－５１乾湿両用ポータブル集じん機ＶＣ－５１
コードNo. 309273コードNo. 309273 標準価格￥14,600標準価格￥14,600

￥１０,８００

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

隙間ノズル
肩掛けバンド
キャスター付

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

乾燥

集塵容量集塵容量

５Ｌ
液体５Ｌ

充電鋲打機 ＢＸ３ＭＥ
Ｐ２/３．０Ａｈコンボ
充電鋲打機 ＢＸ３ＭＥ
Ｐ２/３．０Ａｈコンボ

コードNo. 318455
標準価格￥192,000

世界初のバッテリー式鋲打機！

打撃力
８５Ｊ

適用ネイル長範囲
１４-３６ｍｍ

コードNo. 317899 標準価格￥72,000
専用ピン２０mm Ｘ－Ｐ２０Ｂ３ＭＸ ２０００本

コンクリート、充填ブロック、
鋼材などへの留付けに！

燃焼をともなわず、
使用後のガス缶や
空包の廃棄が不要！

・寸法：L473×W134×H280mm
・重量：3.33㎏
【セット内容】
本体、ケース、
3.0Ah バッテリ×2、充電器

特
価￥６１,２００ 特

価￥１９８,０００

特
価￥１５７,０００

15. ヒルティ 16.マックス
￥99,8００特
価

マンティス ＸＢ１２５・チェンバイス

切断精度と
安全性を追求！

チェーンバイス

コードNo. 219359 標準価格￥147,000

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

《標準付属品》
・帯のこ刃ハイス14山×１本
・六角棒レンチ５mm×１本

最大切断能力
φ１２５ｍｍ
φ１００ｍｍ

12. ＲＥＸ12. ＲＥＸ

特
価￥５８,０００

パワーソー ＰＳ－２００パワーソー ＰＳ－２００
コード No. 234547 標準価格￥79,000
鋼管５０Ａの切断はたったの１０秒！
スピーディー！
シャープ！
セーフティ！

【切断能力】
・鋼管・塩ビ管～ 200A
・ステンレス鋼管～100A
・耐火二層管～150A

・単相100V
・消費電力：1150W
・ストローク長さ：26mm
・質量：4.6kg

10. ＭＣＣ

画角が拡がり見逃しゼロ！

適応パイプ径
φ３０～１１０

ケーブル長
３０ｍ

・寸法：W350×D432×H153mm
・質量：6.3kg

Ｇラインスコープ ＧＬＳ－Ｖ２８３０Ｇラインスコープ ＧＬＳ－Ｖ２８３０
コード No. 323674 標準価格￥660,000

24. ＲＥＸ24. ＲＥＸ

￥４９５,０００特
価

￥１２８,７００特
価

インバーター発電機　ＩＥＧ２８０１Ｍインバーター発電機　ＩＥＧ２８０１Ｍ
コード No. 238499 標準価格￥388,000
軽くて丈夫な樹脂ボディ！

定格出力

２．８ｋＶＡ２．８ｋＶＡ

質量
６１．０

ｋｇ

超低騒音・防音構造！

635 466

562

・連続運転時間： 5.0h
・燃料タンク容量： 8.4L
・騒音値：無響音56～62dB
  （エコ発電時86dB）

￥２３０,０００特
価

29. 新ダイワ

￥１４０,０００特
価

インバータ発電機　ＨＰＧ２３００ｉＳインバータ発電機　ＨＰＧ２３００ｉＳ
コード No. 321273 標準価格オープン
静音設計なのにパワフル＆大容量！

467

565339

●エコノミースイッチで燃料を節約できる
　省エネタイプ！
●用途に合わせて２台での並列運転が可能。
　（別売専用コード使用時）

・連続運転時間：
  約7.0～3.2h
・排気量：149cc
・燃料：無鉛ガソリン
・燃料タンク容量：4.0L
・質量：27kg
・騒音値：82dB

定格出力

２．３ｋＶＡ２．３ｋＶＡ

28. ワキタ
￥３１,８００特
価

. ＲＥＸ23. ＲＥＸ
コードNo. 321129 標準価格￥39,000
ウオッシュキングＲＺ３　４４００６２

＜標準装備＞
ガン・ランス・高圧ホース8m・
ホースバンド・自給用ホース2m・
水道直結用ホース3m・
ノズルクリーナー

・周波数：50/60Hz
・ポンプ吐出圧：7.3MPa
・吐水量：5.5L/min
・質量：9.0kg
・寸法：L310×W290×
　　　H778mm

自吸機能・水道直結機能付！
大型ハンドルと車輪で
移動がラクラク！
使いやすい前面スイッチ

乾燥質量
２1．1

ｋｇ

26. ホンダ26. ホンダ
発電機　ＥＵ１８ｉ（ＪＮ）
コードNo. 321386 標準価格¥208,000

￥１58,０００特
価

・連続運転時間：約3.0h（定格負荷時）
・燃料タンク容量：3.6L

携帯性はそのままに出力を向上！

定格出力

１．8ｋＶＡ１．8ｋＶＡ

30. 新ダイワ
発電機兼用溶接機　ＥＧＷ１６０Ｍ－Ｉ発電機兼用溶接機　ＥＧＷ１６０Ｍ－Ｉ
コードNo. 320983　標準価格¥555,000

小型・軽量・ハイパワー！

●最大出力160A/定格出力145Aの
　クラストップの溶接能力！
●使用溶接棒：2.0～3.2mm
●3.2kVAインバータ発電付
●クラス最軽量79kg

¥270,000特
価

NETIS
登録商品

689㎜689㎜

625㎜625㎜

498㎜498㎜

27. ホンダ27. ホンダ

コードNo. 316325
標準価格￥198,000

発電機 ＥG２５ｉ（ＪＮ）発電機 ＥG２５ｉ（ＪＮ）

・寸法：全長430×全幅448×全高481㎜
・乾燥質量：29.9㎏
・連続運転可能時間：約12.1～約5.1h

・正弦波インバーター搭載
・周りに配慮した低騒音設計
・正弦波インバーター搭載
・周りに配慮した低騒音設計

高出力・軽量・
使いやすい！

古くなったハンマードリルを
￥１０,０００で下取りします。

特
典

1. パナソニック1. パナソニック
充電集塵ハンマードリル   EZ7881PC2V-R充電集塵ハンマードリル   EZ7881PC2V-R
コードNo. 326475 標準価格¥169,000

New圧倒的なパワーで
連続作業に強い！

・コンクリート穴あけ最大φ28㎜
・高容量3.4Ah電池2個付セット

¥１１８,０00特
価

７月発売
予定の
新カラー！

２８．８Ｖ　３．４Ａｈ２８．８Ｖ　３．４Ａｈ

持ち運びラクラク！

25. 新ダイワ25. 新ダイワ

￥158,000特
価

コードNo. 325584 標準価格¥230,000
   －インバータ一発電機   IEG1800M－Y

・寸法：
　L555×W300×H470㎜
・本体乾燥質量：25kg
・使用燃料：ガソリン
・燃料タンク容量：4.7L
・連続運転時間：約4.2時間
　(エコ運転時約10.5時間)

・寸法：
　L555×W300×H470㎜
・本体乾燥質量：25kg
・使用燃料：ガソリン
・燃料タンク容量：4.7L
・連続運転時間：約4.2時間
　(エコ運転時約10.5時間)

ｋＶＡ1.8ｋＶＡ
定格出力
New

超低騒音型

ロゴ入りディパックサービス特
典

乾燥質量
２9．9

ｋｇ
定格出力

２．５ｋＶＡ２．５ｋＶＡ

●対角１８０°の広角レンズを採用（水中９６°）し、
    死角部分が減少！
●９０°エルボ２箇所の通過（Φ４０ｍｍ以上）が
    可能！（管内の状況による）

￥２１５,０００特
価

13. 新ダイワ13. 新ダイワ
バンドソーＲＢ１８０ＦＶ－ＨＡ・平バイス
コードNo. 306295 標準価格￥380,000
快速･快適･高精度切断とカット数ＵＰを実現！

オイル
シリンダー採用

クラス最大の切断能力！
200×100mm
Ｈ鋼を一発切断！

便利なコンター機能付！

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

デッキプレートでも高速穿孔デッキプレートでも高速穿孔速い
マックス独自の低振動機構で負担を減らす！マックス独自の低振動機構で負担を減らす！優しい
強靭な耐環境性能「マックス イージス」強靭な耐環境性能「マックス イージス」強い

3.マックス3.マックス
充電ハンマドリル　ＰＪＲ２６６Ａ－Ｂ２Ｃ／２５４０Ａ充電ハンマドリル　ＰＪＲ２６６Ａ－Ｂ２Ｃ／２５４０Ａ
コードNo. 324997 標準価格¥146,000

・鉄工：φ13mm
・木工：φ30mm
・コンクリート：φ26mm

¥105,000特
価

25.2V 4.0Ah25.2V 4.0Ah

古くなったハンマードリルを
6,000円で下取りします

特
典

8. HiKOKI8. HiKOKI
セーバーソー　ＣＲ－１３ＶＥＹセーバーソー　ＣＲ－１３ＶＥＹ
コードNo. 325476 標準価格¥49,600

より速く！より軽く！
作業がはかどる！

＜切断能力＞
・パイプ：軟鋼パイプ /塩ビパイプ　外径130mm
・木材：厚さ120mm
・軟鋼材：厚さ19mm

¥３７,２００特
価

3.9Kg

クラス最軽量

※2019年1月現在

※2019年1月現在
・ACブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー！
・クラス最速の切断スピード！

￥５,０００特
価

11. アサダ11. アサダ

￥３５,８００特
価

充電式バンドソー　Ｈ６０Ｅｃｏ ＢＨ６０充電式バンドソー　Ｈ６０Ｅｃｏ ＢＨ６０
コード No. 231411 標準価格￥45,000
Φ６３．５ｍｍが切断可能！

コードNo. 319249
標準価格￥7,400（2枚）

Ｈ６０用のこ刃バイメタル ７１０９８（１箱２枚入り）

片手で楽々
超小型！
３．５Ｋｇ

１８Ｖ
Ｌｉ－ｉｏｎ

２個付

¥130,000特
価

14.マックス14.マックス
ガスネイラ　ＧＳ－７３８Ｃ２ガスネイラ　ＧＳ－７３８Ｃ２
コードNo. 324728 標準価格¥155,000

片手でさらに使いやすく！
●ハイパワーで、
　軽量3.7kg
●操作性向上！
　片手でラクラク！
　（押し付け短く、
　スリムな先端形状）
●10種類の豊富な
　ピンのラインナップ

●ハイパワーで、
　軽量3.7kg
●操作性向上！
　片手でラクラク！
　（押し付け短く、
　スリムな先端形状）
●10種類の豊富な
　ピンのラインナップ

・ピン装填数：22本（20本＋2本）
・ピン足長さ(mm)
　13・15・17・18・19・21・22・25・32・38
・サイズ：H380×W123×L328mm

集じん容量集じん容量

750mL

質量質量

1.4Kg

カプセル式

21.マキタ21.マキタ
充電式クリーナ　ＣＬ２８０ＦＤＦＣＷ充電式クリーナ　ＣＬ２８０ＦＤＦＣＷ
コードNo. 325339 標準価格¥44,900

プロ仕様が、さらに進化！
業界初、ブラシレスモーターを搭載した
スティッククリーナー！
業界初、ブラシレスモーターを搭載した
スティッククリーナー！

・バッテリBL1830B、
　充電器DC18RF付属

¥３５,８００特
価

ロック付サイクロン
アタッチメント付

ロック付サイクロン
アタッチメント付

Li-ion
18V
Li-ion

18V

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

３つの新機構を搭載！
330mm330mm

295mm295mm

【付属品】リチウムイオン電池パック×2、充電器、
六角棒スパナ、取扱説明書、保証書、キャリングケース

120mm120mm

１. ツインタイア機構
2 本のワイヤで、
結束スピード
130％にアップ
２. 引き戻し機構
送ったワイヤを
引き戻すことで、
結束力を1.5 倍にアップ
３. 先端折り曲げ機構
コンクリートの
カブリ厚が少ない
現場にも対応

5. HiKOKI5. HiKOKI
ハンマー　 H－41SEハンマー　 H－41SE
コードNo. 323655 標準価格¥68,400

狙い通りにハツリ作業！

●樹脂製シリンダケースカバー装着で保持しやすい。
●防振ハンドル搭載で疲れにくい。
●プッシュボタン式定速度・変速制御内蔵。
　打撃数が調整できる。
●しっかり狙えるソフトスタート。
・使用電源：100V 50/60Hz　・打撃エネルギー：10J
・機体寸法：L389×H211×W95㎜

¥５１,３００特
価

17. 育良精機17. 育良精機
コードレスパンチャー　ISK－MP15LFコードレスパンチャー　ISK－MP15LF
コードNo. 325654 標準価格¥280,000

圧倒的ハイパワー！

●「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。

¥１９０,０００特
価 ¥８９,６００特

価

36V
マルチボルトバッテリー使用マルチボルトバッテリー使用

●最軽量7.8kg
　(バッテリーパック含む)
●最軽量7.8kg
　(バッテリーパック含む)

●フトコロ25㎜●フトコロ25㎜

最大穴あけ能力
SS400相当 φ15 t=6㎜
SU304相当 φ15 t=6㎜

最大穴あけ能力
SS400相当 φ15 t=6㎜
SU304相当 φ15 t=6㎜

360°
モーター部

回転

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

乾湿両用型バキューム＆ブロワ！

・定格電圧：AC100V
・消費電力：弱500W/強1100W

¥８,０００特
価

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

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

18. 育良精機18. 育良精機

替刃
１組サービス

特
典

14φ替刃
１組サービス

特
典

・切断能力：D6～16(SD345相当）
・ストローク：18㎜
・切断時間：約2秒
・質量:5.3㎏

スーパーミニ鉄筋カッター
ＩＳ－ＭＣ１６Ｅ 
コードNo.233967 標準価格￥128,000
小型軽量モーター採用で軽量コンパクト！
持ち運びも楽々   

22. パオック22. パオック
手押しスイーパ　Pro RS－920Pro手押しスイーパ　Pro RS－920Pro
コードNo. 326499 標準価格¥77,500

New

ほうき清掃を効率化！
電気不要。押して歩くだけで倉庫、屋外の清掃に使えます。
砂、砂利、埃、落葉などの回収に便利です。
電気不要。押して歩くだけで倉庫、屋外の清掃に使えます。
砂、砂利、埃、落葉などの回収に便利です。

・清掃幅：920㎜
・清掃能力：3,680㎡/h
・集じん容量：40L
・本体サイズ：

約980×970×360㎜
・本体質量：約21kg

※液体、湿ったもの、大きいもの
　（ペットボトル・空き缶等）、
　重いもの、糸・ロープなど
　紐状のもの、ガラス・針・
　刃物など尖ったものは
　回収できません。

¥４６,５００特
価

4. ボッシュ
充電ハンマードリル ＧＢＨ３６Ｖ－ＰＬＵＳ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！

バッテリー２個付バッテリー２個付

￥８９,８００特
価

・コンクリート：28㎜φ
・鉄工：13㎜φ
・木工：30㎜φ
・質量：4.5㎏

・コンクリート：28㎜φ
・鉄工：13㎜φ
・木工：30㎜φ
・質量：4.5㎏

３６Ｖ ４．０Ａｈ３６Ｖ ４．０Ａｈ
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￥１３４,０００特
価 ￥１６０,０００特

価

32.マクセルイズミ
充電式ケーブルカッタ 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。
【付属品】
バッテリパックBP-2120、充電器、ケース

【切断能力】
硬銅より線：
150mm2 単心 (φ21)、
600V-CV：
150mmm23 芯 (φ46) 等

Ｌｉ-ｉｏｎＬｉ-ｉｏｎ

２１．６Ｖ２１．６Ｖ

オートリバース搭載！

Ｓ７－Ｋ５０Ｓ７－Ｋ５０
コードNo. 324605コードNo. 324605
標準価格￥192,000標準価格￥192,000

【切断能力】
軟銅より線：
150mm2 単心 (φ21)、
600V-CV：
150mmm23 芯 (φ46) 等

Ｓ７－Ｋ５０ＹＳ７－Ｋ５０Ｙ
コードNo. 324606コードNo. 324606
標準価格￥229,000標準価格￥229,000

43. ホーザン43. ホーザン
電気工事士技能試験セット　ＤＫ－２８電気工事士技能試験セット　ＤＫ－２８
コードNo. 325365 標準価格¥15,800

基本工具＋ＶＶＦストリッパーのセット！

（セット内容 8点）
プラスドライバー（＋）No.2／マイナスドライバー（－）5.5／
ペンチ：P-43-175／ウォーターポンププライヤー：P-244／
圧着工具：P-737／VVFストリッパー：P-958／電工ナイフ／布尺
・ツールポーチ、技能試験対策ハンドブック付

¥１３,４００特
価￥４,３８０特

価

使い勝手がさらに向上！

ミニ圧着工具　ＡＫ－１ＭＡ２ミニ圧着工具　ＡＫ－１ＭＡ２
コード No. 324485 標準価格￥5,780

172mm

54mm

・裸圧着端子、裸スリーブ用
・適用サイズ：1.25/2/5.5mm2

・新 JIS 認証取得
・質量：260g

42. ロブテックス

50. 新亀製作所49. アネックス47 ベッセル
ロングジョイント
ドライバービットを
簡単に延長できる！

奥まった箇所や
届きにくい
箇所に最適！

奥まった箇所や
届きにくい
箇所に最適！

ＪＲＬ－２００

￥970特
価

コードNo. 312304
標準価格￥1,300

サイズ：２００㎜

ＪＲＬ－１５０

￥750特
価

コードNo. 308116
標準価格￥1,000

サイズ：１５０㎜

ＪＲＬ－１２０

￥670特
価

コードNo. 308115
標準価格￥900

サイズ：１２０㎜

※使用例

ＳＤＳロングアダプター ＫＳＤ－８８０ＳＤＳロングアダプター ＫＳＤ－８８０
コード No. 217859 標準価格￥17,000
１本のＳＤＳロングアダプターで各サイズの
ＳＤＳプラスビットが装着可能！

・全長：880mm
・使用条件： 回転＋振動
・SDSビット 6.4mm 以上
   14.5mm 以下のサイズで
   ご使用下さい。
・本製品は1ｍでの使用目的と
   している為、1ｍ以上での
   ご使用はしないで下さい。

場所をとらず、
経済的！

51. ＫＩドリル

￥１０,２００特
価

52. ＫＩドリル

￥１１,７００特
価

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

●プラスビットに着脱可能。簡単に充電ドリルに取付けられます。
●ロングビットも使用可能。（２００㎜以下でご使用ください）
●インパクトドライバー・ドリル対応・回転のみでご使用ください

プラスビットに直接ワンタッチ！
ＶＵ

４０～２００
ＶＰ

４０～１００

￥９,５８０特
価

充電ツバナシＢＯＸ　ＢＩＮＳＪＤＢＯＸ１充電ツバナシＢＯＸ　ＢＩＮＳＪＤＢＯＸ１
コード No. 323974 標準価格￥15,300

角スタッド等の貫通作業に最適！

・刃厚1mmでスムーズな切れ味。
・ストッパー部の無いツバ無しタイプ。
   ふところ深さ40mmで角スタッドの貫通作業に便利。

【セット内容】21mm×2本、27mm×2本、33mm×1本

6.35mm

67. ミヤナガ

チタンコーティングドリルセット
ＫＳＴ－１９
チタンコーティングドリルセット
ＫＳＴ－１９
コード No. 305005 標準価格￥16,700
高靭性ハイスに
ＴｉＮコーティングを
しているので
高能率、長寿命！

1.0～10.0mm
（0.5mm 間隔）

57. ＫＩドリル

￥９,９９０特
価

64. ＯＭＩ

￥９,２４０特
価

￥６,６００特
価

スパイラルタケノコドリル
穴あけスピード2倍以上！
寿命3倍以上！

４０％
ＯＦＦ

ＴＫＳ４２２ＥＧ
コードNo. 220581
標準価格￥15,400

ＴＫＳ４１２ＥＧ
コードNo. 220580
標準価格￥11,000

《穴あけサイズ》
・TKS412EG：4～12mmφ
・TKS422EG：4～22mmφ

コバルトハイス＆
チタンコーティング

・シャンク ：6.35 六角軸

刃寿命
＆切れ味
格段に向上！

１８Ｖ対応

65. トップ65. トップ
タップ下穴用ステップドリル　ＥＳＤ４１２Ｔタップ下穴用ステップドリル　ＥＳＤ４１２Ｔ
コードNo. 323814 標準価格¥12,450

タップの下穴用に！
抜け防止ストッパー抜け防止ストッパー

13.0mm
（M12の下穴
面取り用）

10.3mm（M12）
8.5mm（M10）

6.8mm（M8）
5.0mm（M6）

4.2mm（M5）
3.3mm（M4）

¥７,４８０特
価

・正確な穴あけが可能なストレート刃
・適応被削材：鉄板（3.0mm程度）・ステンレス板
（2.0mm程度）・アルミ板・プラスチック・木材など

１８Ｖ対応

66. トップ66. トップ
ボルト下穴用ステップドリル　ＥＳＤ５１２Ｂボルト下穴用ステップドリル　ＥＳＤ５１２Ｂ
コードNo. 323815 標準価格¥12,550

ボルトの下穴用に！
抜け防止ストッパー抜け防止ストッパー

13.0mm（M12）
10.5mm（M10）

8.4mm（M8）
6.4mm（M6）

5.3mm（M5）

¥７,５５０特
価

・喰い付きが良く軽い切れ味のスパイラル刃
・適応被削材：鉄板（3.0mm程度）・ステンレス板
（2.0mm程度）・アルミ板・プラスチック・木材など

￥２,２４０特
価

￥６,９３０特
価

￥６,８６０特
価

￥３,５００特
価

￥３,５００特
価

￥３,７１０特
価

￥４,０６０特
価

￥４,６２０特
価

￥６,１６０特
価

充電ダイヤコアビット「セミドライ」充電ダイヤコアビット「セミドライ」

ＤＪＷー１５.０×６０ＳＤＪＷー１５.０×６０Ｓ
コード No. 313610
標準価格￥6,600
ＤＪＷー２５.０×７６ＳＤＪＷー２５.０×７６Ｓ
コード No. 313612
標準価格￥8,800

ＤＪＷー３２.０×７６ＳＤＪＷー３２.０×７６Ｓ
コード No. 313614
標準価格￥9,800

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

ＤＪＷー５.０×６０ＳＤＪＷー５.０×６０Ｓ
コード No. 310614
標準価格￥5,000
ＤＪＷー６.０×６０ＳＤＪＷー６.０×６０Ｓ
コード No. 310615
標準価格￥5,000
ＤＪＷー８.０×６０ＳＤＪＷー８.０×６０Ｓ
コード No. 310618
標準価格￥5,300
ＤＪＷー１０.０×６０ＳＤＪＷー１０.０×６０Ｓ
コード No. 310619
標準価格￥5,800

セラミックタイルを水なし穿孔！

ＤＪＷー３５.０×７６ＳＤＪＷー３５.０×７６Ｓ
コード No. 313615
標準価格￥9,900

コア取り簡単！
セミドライ
ワックス付

《特許出願中》

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

ビット先端に付属の「セミドライワックス」を塗布するだけ！

68. ユニカ

￥5,5８０特
価

￥5,38０特
価

ZM80－225(225mm)
コードNo. 321305

ZM80－200(200mm)
コードNo. 321304
標準価格￥6,700

標準価格￥6,960

37. ビクタープラス
偏芯ペンチ
最高級品質の
偏芯ペンチ！

落下防止用コード
取付穴

厳選された材料と最新の
焼き入れにより鋭い切れ
味、高い耐久性を実現！

￥5,54０特
価

￥5,22０特
価

ZS80－200(200mm)
コードNo. 321313

ZS80－175(175mm)
コードNo. 321312
標準価格￥6,520

標準価格￥6,920

38. ビクタープラス
偏芯強力ニッパ
最高級品質の
偏芯強力ニッパー！

落下防止用コード
取付穴

厳選された材料と
最新の焼き入れに
より鋭い切れ味、高
い耐久性を実現！

53. ライト精機53. ライト精機

46. ベッセル
コードNo. 316671
標準価格￥12,500

ウッディソケットレンチセット　ＨＲＷ２００１Ｍ－Ｗ

【セット内容】
・ウッディラチェットハンドル1/4"sq.
・ウッディスタビーハンドル1/4"sq.
・ユニバーサルソケットアダプター1/4"sq.
・エクステンションバー全長100㎜ 1/4"sq.
・ビットソケットアダプター1/4"sq.⇔1/4"hex.
・1/4"ソケット：4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14㎜
・ビット：⊖4、⊖6、⊕1、⊕2、⊕3、H1.5、H2、H2.5、H3、H4、H5、
　　　　T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40

究極の
ノン・スリップ！

￥7,980特
価

超小型ヘッド
72ギア

独自の
ウッディハンドル

48. アネックス
クイックホルダー３ＰＣＳ ＡＱＨ－Ｓ１
コードNo. 321227 標準価格¥2,100

超軽量プラスチック製！
多数掛けに最適な軽量ホルダー！

¥1,280特
価

超軽量超軽量

（１ケ）（１ケ）
８ｇ

・6.35mm 六角軸の各種
先端工具を取り付けで
きます。

・ソケットやビットの持ち
運びに便利

・工具取付荷重500gまで

61. 大宝ダイヤ
フランジ付ダイヤモンドカッター
サイレントマルチ（リム消音タイプ）
取り付け、取り外しワンタッチ！
ホイールナットが不要なので簡単！

切断音が
静かな消音タイプ！

￥７,５００特
価

￥９,０００特
価

１０５替刃
コードNo. 305522
標準価格￥16,500

１０５フランジ付
コードNo. 305521
標準価格￥20,000

切断はもちろん、コーナーカット、面取りも出来ます！

外径105mm
刃厚2.2mm
穴径20mm

36. ジェフコム36. ジェフコム
スムーズハイポーチスムーズハイポーチ
ツールの抜き差しスムーズ！

New

￥３,２５０特
価

ＮＤＳ－８６０－ＫＢＢ

コードNo. 326453
標準価格 ¥5,000

・サイズ：W240×D130×H250㎜
・質量：320g

●使いやすいスタンダードタイプ
●スムーズポケット7カ所

￥３,７７０特
価

ＮＤＳ－８６４－ＫＢＢ

コードNo. 326456
標準価格 ¥5,800

・サイズ：W240×D150×H250㎜
・質量：390g

●多量のパーツが入る広々ポケット3段式
●スムーズポケット5カ所

41. フジ矢41. フジ矢
電工ペンチミ二(裸端子用)  FA202電工ペンチミ二(裸端子用)  FA202
コードNo. 322785 標準価格¥4,200

切る・剥く・圧着をこれ１本で！

・機械、自動車、電気器具などの配線、ご家庭のソケットや
コンセントの補修・配線に最適です。

・適応電線サイズ：0.75/0.9/1.25/2.0/3.5㎟
・全長：175㎜　・質量：158g

・機械、自動車、電気器具などの配線、ご家庭のソケットや
コンセントの補修・配線に最適です。

・適応電線サイズ：0.75/0.9/1.25/2.0/3.5㎟
・全長：175㎜　・質量：158g

¥２,２８０特
価 New

先端部分で裸端子、絶縁端子の
圧着が可能です。（0.75～5.5㎟）

本体中央部分で
ケーブルのカットと
ストリップ作業が可能です。

44. 土牛産業44. 土牛産業
パイプ柄掘削ハンマー   KH－27 (01688)パイプ柄掘削ハンマー   KH－27 (01688)
コードNo. 326395 標準価格¥3,000

New
土、泥の掻き出しに！

・全長：約315㎜
・頭の全長：約115㎜
・口径：約27×27㎜
・全質量：約700g¥２,１00特

価

●配管掘削、メーターマス、ボックス内の土、
　泥の掻き出しに最適です。

59. ボッシュ59. ボッシュ
超硬セーバーソーブレード超硬セーバーソーブレード
重作業の現場を強力にサポート！

標準価格 各￥5,200

各￥3,3８０特
価

バイメタル刃では切れなかった作業も超硬刃ならＯＫ！しかも10倍長持ち！

1枚お買い上げにつき、
同じブレードを1枚サービス。

特
典

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

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

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

Ｓ１１５５ＣＨＭ コードNo. 315602
厚物の難切断材の解体に。鋳鉄管、ステンレスパイプ、高張力鋼等。

（鋳鉄管はモルタルライニング無しの物のみ）
・全長：225㎜  ・有効長：205㎜  ・刃厚：1.25㎜  ・山数：8山

39. エンジ二ア39. エンジ二ア
ネジザウルス EL     PZ－78ネジザウルス EL     PZ－78
コードNo. 325996 標準価格¥3,600

New

２ＷＡＹタイプの電設ペンチ！

¥２,９８０特
価

【切断能力】
VVF：φ2.6㎜×3芯
軟鉄線：φ3.2㎜
ステンレス線：φ2.0㎜
銅線：φ4.0㎜
撚り線：8㎟

・全長：225㎜
・質量：350g

しっかりネジを掴める
タテ溝

結束バンドなども
確実に掴めるヨコ溝

33. パナソニック
コードNo. 320236コードNo. 320236 標準価格¥169,800標準価格¥169,800
充電ケーブルカッター本体　ＥＺ４５Ａ７Ｘ－Ｂ充電ケーブルカッター本体　ＥＺ４５Ａ７Ｘ－Ｂ

¥118,800特
価

※電池パック・
充電器は別売です

小型・軽量で取り回しがラク！
291㎜291㎜

●先端部分が回転するので、どの向き
でも切断がラク。

●最大切断能力　CV：250㎟　IV：
325㎟

古くなったケーブルカッターを
￥５,０００で下取りします

特
典

34. 西田製作所34. 西田製作所
ストリッピングマシンストリッピングマシン
業界初！空冷ファン搭載！

標準価格￥680,000

￥４００,０００特
価

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

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

￥３８８,０００特
価

ＮＣ－ＣＶ３２５－６
コードNo. 321399

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

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

ＮＣ－ＣＶ２００－２
コードNo. 321398
標準価格￥580,000

60．ＯＭＩ60．ＯＭＩ 62. 三京ダイヤ62. 三京ダイヤ

各￥３,６００特
価 ￥６,３００特

価

マルチエコカッターマルチエコカッター
F110N／コードNo. 239729F110N／コードNo. 239729
F135N／コードNo. 239737F135N／コードNo. 239737
F165N／コードNo. 239738F165N／コードNo. 239738
F180N／コードNo. 237449F180N／コードNo. 237449

標準価格 各￥6,000標準価格 各￥6,000

金属から木材まで
多種多様な切断に！

高低刃＋
レベルカット刃で
切れ味・寿命ＵＰ！

ステンレス、鉄板、木材、
サイディングまで幅広い
材料の切断が可能！

ダイヤモンドブレード ＦＳ－Ｍ４ダイヤモンドブレード ＦＳ－Ｍ４

・外径：105mm
・刃厚：2.1mm
・内径：20mm

・外径：105mm
・刃厚：2.1mm
・内径：20mm

この一枚で瓦、薄鉄板（1mm以下）、
大理石、ストレート、
塩ビ、タイル、ＦＲＰ、
窯業系サイディング
など切断可能！

この一枚で瓦、薄鉄板（1mm以下）、
大理石、ストレート、
塩ビ、タイル、ＦＲＰ、
窯業系サイディング
など切断可能！

コード No. 300644 標準価格￥11,400
鋳鉄専用に開発した溶融金属法による
ダイヤ刃先でハイスピードに切断！

ドラマワール ＤＲ－４５０Ｎドラマワール ＤＲ－４５０Ｎ
コードNo. 219267コードNo. 219267 標準価格￥18,200標準価格￥18,200
乗せる物を選ばない万能型ドラマワール。

・500 ㎏までのドラムを楽々回転。
・小型、軽量、偏平型で取扱いやすく携帯便利。
・回転部がベアリングで、がたつきがなくよく回ります。
・質量 3.0 ㎏

・500 ㎏までのドラムを楽々回転。
・小型、軽量、偏平型で取扱いやすく携帯便利。
・回転部がベアリングで、がたつきがなくよく回ります。
・質量 3.0 ㎏

ネジラー ＺＡ１８５
コードNo. 314682 標準価格￥4,960
つぶれたネジ、錆びたネジの取り外し、締付に！

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

本体部で中ネジ・
大ネジの頭を
しっかり
保持します

先端部で
小ネジの頭を
しっかり
保持します

偏心テコ原理で取り外しがラクに！
頭部に２２°の角度がつけてあります。

クイックキャッチャー　ＱＢ限定セットクイックキャッチャー　ＱＢ限定セット
コードNo. 313603 標準価格 オープン
片手で抜差しＯＫ！
差し込むだけでオートロック！

【セット内容】
・クイックキャッチャー
   （レッド、ブルー、イエロー、ブラック）×各 1個
・キーアダプター×1個
・カラナビ（ブラック）×1個

クイックボール７２Ｒラチェットドライバー 
ＮＯ．３９７－Ｄ
クイックボール７２Ｒラチェットドライバー 
ＮＯ．３９７－Ｄ
コードNo. 324651 標準価格￥2,500

⊕2×⊖6×135mm 両頭ビット標準付属

指先で回しやすい早回しハンドル指先で回しやすい早回しハンドル

電動用ビット使用可能
（対辺６.３５ｍｍ）
電動用ビット使用可能

（対辺６.３５ｍｍ）
片手で簡単にスイッチ切替が可能片手で簡単にスイッチ切替が可能

軽く素早く回せる７２枚ギア！

先端ビット差替式！

パイプ用エキストラクター＆タップセットパイプ用エキストラクター＆タップセット
パイプソケット
抜き取りに必要な
便利セット！

コードNo. 313641
標準価格￥10,560

パイプ専用タップハンドル

コードNo. 226142
標準価格￥25,850

パイプ用エキストラクター＆タップセット

※専用タップ
　ハンドルは別売

¥１１,８３０特
価

35. ジェフコム

￥２,９８０特
価

40. メリー

￥２,８００特
価 ￥１,６００特

価

￥６,３８０特
価

￥１５,５００特
価

.31.マクセルイズミ

￥２４８,０００特
価

Ｓ７Ｇ－Ｍ２００Ｍ
コードNo. 326605
標準価格￥355,000

圧着用オス・メスダイス、バッテリ、充電器、ケース付

￥２５８,０００特
価

Ｓ７Ｇ－Ｍ２５０Ｍ
コードNo. 326606
標準価格￥367,000

圧着用オス・メスダイス、バッテリ、充電器、ケース付

充電式圧着工具充電式圧着工具
ｍａｋｉｔａ１８Ｖバッテリ仕様！

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

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

※S7G-M250M※S7G-M250M

S7G-M200M
適用

公称出力
圧着範囲

寸法（電池・ダイス含）
重量（電池・ダイス含）

マルチ
112kN

14～200mm2

346×317×82mm
4.4kg

S7G-M250M
マルチ
127kN

14～250mm2

346×328×82mm
4.7kg

１０枚入

63. ノリタケ63. ノリタケ
コードNo. 326452コードNo. 326452 標準価格 標準価格 オープン
スーパーリトル 105x1.0 防湿パック

¥195/枚特
価

長期間品質を保持できる！

・砥石サイズ：
外径105×
厚さ1.0×
内径15㎜

●湿気などによる経時劣化を抑制し、長期間品質を保持できる防湿パック入り。
●工具費の削減はもとより、使用済み砥石の廃棄量も減らすことができる、
　環境配慮型製品です。

●湿気などによる経時劣化を抑制し、長期間品質を保持できる防湿パック入り。
●工具費の削減はもとより、使用済み砥石の廃棄量も減らすことができる、
　環境配慮型製品です。

New

４０％
ＯＦＦ

４5％
ＯＦＦ

45. スターエム
ポキポキＢＯＬＴ　５０３０ポキポキＢＯＬＴ　５０３０
コード No. 324293 標準価格￥14,000

●テコの原理を利用した手動の
   アンカーボルト切断具です。
●持ち手側にハンマーヘッドが
   付いており、切断後の
   突起残部分を叩いて
   沈めることが可能です。

●テコの原理を利用した手動の
   アンカーボルト切断具です。
●持ち手側にハンマーヘッドが
   付いており、切断後の
   突起残部分を叩いて
   沈めることが可能です。

アンカーボルトを素早く切断！

・芯棒打込み式アンカーボルト
   ( オールアンカー等 ) 専用
・M12 用アダプター付
   (M8・M10 用アダプター別売 )

※使用イメージ

￥１０,５００特
価

￥３１,９００特
価

ラジワン換気コアマルチキット
ＲＯＭＱＦ－１１１６
コード No. 220860 標準価格￥58,000
ツバなし機構、壁貫通らくらく！

１６０φ

１１０φ

窯業系／鉄板系サイディング・
モルタル・ブロック・鉄筋入ＡＬＣ・
木材・塩ビ等幅広い素材に！

56. ハウスＢＭ

￥２４,０００特
価

￥２３,５００特
価

Ａロットねじ　90mm
コードNo. 326913
標準価格 ￥34,000

M27 ねじ　90mm
コードNo. 314949
標準価格 ￥33,000

55. シブヤ55. シブヤ
デッキプレート用コアビットデッキプレート用コアビット

チップ飛びを防ぎ、震動を抑える専用設計。チップ飛びを防ぎ、震動を抑える専用設計。

デッキ、コンクリ両方ともＯＫ！
デッキプレートをスムーズに穴あけ！

その他サイズも特価にて！

58.58. 神王工業
－六角軸ステンドリルセット  TCH－10S

コードNo. 326965 標準価格¥11,000

独自の刃先形状で
切れ味良好！

¥６,６00特
価

New

特殊接合によりドリルの空回りを防止！

●耐摩耗性に優れた
　TiN(窒化チタン)コーティング
●六角軸6.35mm
●被削材
　ステンレス、鉄鋼、アルミ、
　木材、プラスチック etc

●セット内容
2.5/3.0/3.2/3.3/3.5/4.0/
4.2/5.0/5.2/6.0各1本

54.マーベル

￥３,０００特
価

コードNo. 317595 標準価格￥5,000
全ネジソケット　ＭＺＲ－３４Ｓ

全長：73㎜
質量：130g
最大径：φ30㎜

・着脱がワンタッチ

・全ネジ・吊りボルトの
  ネジ山をつぶさずに、
  ネジ込み、取り外し
  （逆転）が可能。

W3/8・W1/2 兼用！
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デジタル式フロン回収機 ＲＭ－３３０デジタル式フロン回収機 ＲＭ－３３０
コード No.320747 標準価格￥165,000
一目で値が分かるデジタル式！

タッチパネル式の
次世代回収機！

●１バルブ操作で回収作業がすべて完了。
●３Ｐボンベ・４Ｐボンベ用の２種類のコードを付属。
●Ｒ３２冷媒対応。

回収能力
Ｒ４１０Ａ（気体）

Ｒ３２（気体）
２７０ｇ/ｍｉｎ

・サイズ：W380×D240×H350mm
・質量：11.0kg

69. ＢＢＫ

￥１０５,０００特
価 ￥５６,５００特

価￥２６,８００特
価

コードレスフレア ＲＦ－２０Ｓ ４２４９０１コードレスフレア ＲＦ－２０Ｓ ４２４９０１
コード No. 237872 標準価格￥79,000
リチウムイオン
バッテリー搭載！

Ｌｉ-ｉｏｎＬｉ-ｉｏｎ
１０．８Ｖ１０．８Ｖ

・加工能力：1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
　（※5/8、3/4 はオプション）
・フレア形状：新冷媒２種対応
　（R410A 対応）
・寸法：L131×W66×H214mm
・重量：1,345g（電池セット時）

73. ＲＥＸ

標準価格¥24,000

75. ＴＡＳＣＯ75. ＴＡＳＣＯ

74. ＢＢＫ74. ＢＢＫ

アルミ製フレアツール　ＴＡ５５０ＡＨアルミ製フレアツール　ＴＡ５５０ＡＨ
コードNo. 324910

人気のクイックハンドル式！

¥1８,８00特
価

¥1７,５00特
価

・ラチェット方式のように
ハンドルを左右に動か
すだけで締めこみ・も
どし作業ができます。

・ハンドルを押し込んだ
状態だと右回り（フレ
ア加工）・引き上げると
左回り（もどす時）とな
ります。

・クランプバーの位置合
わせがしやすいプラン
ジャー機構を採用。

・適合サイズ：1/4"・
3/8"・1/2"・5/8"

￥18,000特
価

79．ロビネア
チャージングスケール
ＴＩＦ９０２０Ａ－Ｊ

コードNo. 305171
標準価格￥30,000

軽量型＆
省スペース！ 操作が簡単な

シンプル設計！
・精度：±0.5%
・電源：9V電池
・表示分解能力：4g or 20g

・精度：±0.5%
・電源：9V電池
・表示分解能力：4g or 20g

最大計量値最大計量値

１００ｋｇ１００ｋｇ

￥66,8００特
価

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

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

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

80. ＢＢＫ

85. 若井産業85. 若井産業

￥１,５８０特
価

￥２,９８０特
価

かべロックスケルトンかべロックスケルトン
きれいな仕上がり！

※画像は100本入り
   ホルダーパック

●小さな頭（１２ｍｍ）ではみ出しにくい
●太いねじでも共回りしにくい
●透明ボディ
●専用ドリル付（下穴が必要な場合にご使用ください）

コードNo. 313836
標準価格￥2,300

ＬＳＴ３６ＶＰ バリューパック（５０本入り）ＬＳＴ３６ＶＰ バリューパック（５０本入り）

コードNo. 313834
標準価格￥4,300

ＬＳＴ３６ＨＰ ホルダーパック（１００本入り）ＬＳＴ３６ＨＰ ホルダーパック（１００本入り）

￥９,８００特
価

ユニコンアンカーバケツセット ＵＢ－２１ユニコンアンカーバケツセット ＵＢ－２１
コード No. 315052 標準価格￥27,900
大好評クイックホルダービット付属！
専用ビットで、下穴径・深さを間違えない！
打込みホルダーはＯリング機構で確実ロック！
クロス刃でデッキプレートも真円に近い穴あけ！

ラクに
安全施工！

【内容】
・ユニコンアンカー               UC－3030B×500本
・クイックホルダービット　　 UC－3030－SDS×1本

86. ユニカ

88. ＬＴＣ88. ＬＴＣ
グリンレーザー　ＬＳＴ－ＥＧ６０セットグリンレーザー　ＬＳＴ－ＥＧ６０セット
コードNo. 323021 標準価格 オープン

４×おおがねグリーンレーザーが
この価格！

・４×おおがね・水平・地墨
・高輝度グリーンレーザー
・充電池・ACアダプター付
・全周微調整機能付

受光器付

¥４９,９００特
価

ファインレーザー　ＬＳＴ－ＥＢ６０
限定セット
ファインレーザー　ＬＳＴ－ＥＢ６０
限定セット

89. ＬＴＣ89. ＬＴＣ

￥3９,８００特
価

コードNo. 310654コードNo. 310654 標準価格 オープン標準価格 オープン

受光器付受光器付

明るい高輝度
レーザー！

・4×おおがね・水平・地墨
・受光器・三脚付の限定セット
・ライン精度7.5M±1㎜
・全周微調整付 （三脚別売）

￥２３１,０００特
価

87. タジマツール
ゼロブルーＺＥＲＯＢＬＳＮ－ＫＪＣＳＥＴゼロブルーＺＥＲＯＢＬＳＮ－ＫＪＣＳＥＴ
コード No.324125 標準価格￥350,000

・本体電源：専用リチウムイオン充電池/AC100V
                       （AC アダプター別売）
・NAVI/リモコン機構部電源：単 3 形乾電池×2 本

ギラつかない！ブルーグリーンレーザー！
受光器・三脚付！・1人で地墨自動合わせができる

   NAVI 機能付き！
・現場の揺れ・振動に強い
   センサー制御方式！

￥１２０,０００特
価

自動整準レベルプレーナ ＬＰ５１５自動整準レベルプレーナ ＬＰ５１５
コード No. 311188 標準価格 オープン
信頼のハイスピード自動整準！

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

軽量コンパクト！

勾配設定がキー操作で
効率アップ！

防塵・耐水
ＩＰ５６

90. ソキア

￥４９,８００特
価 ￥２９,８００特

価

オートレベル　ＴＫ－８２４オートレベル　ＴＫ－８２４
コード No. 321897 標準価格￥123,000

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

倍率２８倍！高耐久・高精度タイプ！

高耐久の２４倍
オートレベル！

・精度（1km 標準往復偏差）：±2.0mm
・対物レンズ有効径：36mm
・最短合焦距離：0.3mm

・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

91. ＬＴＣ 92. サンポウ光学

￥３５,８００特
価

93. ボッシュ93. ボッシュ
レーザー距離計 ＧＬＭ１５０Ｃ
コード No. 321375 標準価格￥49,000
屋外測定もカンタン！

【付属品】ストラップ、キャリングバッグ、
単 3 アルカリ乾電池×3 本（テスト用）

・電源：単 3 アルカリ電池×3 本
・質量：約 210g（乾電池含む）
・サイズ：H142×W64×D28mm

●測定ポイントを画像で確認できます。
●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に転送できます。

最大測定深度

１５０ｍｍ

￥６０,０００特
価

￥４９,８００特
価

￥３５,７００特
価

ディジタル絶縁抵抗計　ＭＹ６００ディジタル絶縁抵抗計　ＭＹ６００
コード No. 322373 標準価格￥52,000

保守・点検作業の効率アップ！

・電圧測定：交流…2.0 ～ 600V/ 直流…±(2.0 ～ 600)V
・抵抗測定範囲：40/400/4000Ω（オートレンジ切替）
・電源：LR6×4（アルカリ単 3 電池×4 本）
・寸法：W156×H46×D97mm
・質量：約 490g

●測定結果の
良否を色で判定。
●絶縁抵抗の
測定時間が
約０.５秒と高速。
●専用ＵＳＢ通信
アダプタ（別売）で
ＰＣとの通信が可能。

97. 横河

￥１１１,２００特
価

レタツインＬＭ－５５０ＷレタツインＬＭ－５５０Ｗ
コード No. 316399 標準価格￥139,000
全てを備えたオールインワン！

（チューブウォーマー・ＰＣリンク・ケース付き）

（別売アタッチメントが必要）

・φ1.5～8.0ｍｍまでの
  チューブ、 5、9、12mmの
  テープに 印字可。
・市販充電池（弊社指定品）
  で現場でも使用可能
  [コードレス可！]
・デバイスラベル、記名板
  にも直接印字できる
  （別売アタッチメントが必要）

104.マックス

￥３,８８０特
価

結露防止テープ ５ｍ結露防止テープ ５ｍ
コード No. 239383 標準価格￥5,000
夏の空調の吹き出し口に
溜まる結露水の吸収にも！

テープサイズ
幅６０ｍｍ×長さ５ｍ

× 厚み２．５ｍｍ

1m2 あたりの吸水量
2000～3000cc！

貼るだけで…
結露水→吸水→自然蒸発！

パイプの下側にユニ結露防止テープを貼って下さい。

108. ユニ

￥９８０特
価

￥２,６８０特
価

￥４,９８０特
価

強力自己融着シリコーンテープ ＨＤＴ２強力自己融着シリコーンテープ ＨＤＴ２

厚さ1mm×幅32mm×長さ9.0mＨＤＴ２－９００ＨＤＴ２－９００
コードNo. 321256
標準価格 オープン

厚さ1mm×幅32mm×長さ4.5mＨＤＴ２－４５０ＨＤＴ２－４５０
コードNo. 321254
標準価格 オープン

厚さ1mm×幅32mm×長さ1.5mＨＤＴ２－１５０ＨＤＴ２－１５０
コードNo. 321253
標準価格 オープン

引っ張りＯＫ印付き！
テープ引っ張り量が
ひと目でわかる
引っ張りＯＫ印

１/２重ね巻きが
ひと目でわかる
センターライン付

●高温１８０℃対応。
●漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、
   絶縁、滑り止め、結束・固定などに。
●１/２重ねで３往復以上巻けば２５Ａの
   配管における０．７Ｍｐａの耐圧層を形成。

109. スリーエム

70．ロビネア 72. ＴＡＳＣＯ72. ＴＡＳＣＯ
フロン回収機 ＲＧ３０００Ｊフロン回収機 ＲＧ３０００Ｊ
コードNo. 301622 標準価格￥99,700
ビックリするくらいコンパクトで
収納・持ち運びが簡単！

￥59,800特
価

《本体寸法》
240×175×320mm

《適応冷媒》
R12/22/500/502/
134a/404A/404C/
410A/507A

軽量８ｋｇで
持ち運びがラク！ 回収能力

１２０
ｇ／ｍｉｎ

・マグネット付測定面とＶ溝付測定面と
どちらも使えます！

W 測定面仕様の
優れもの！

105. アカツキ製作所105. アカツキ製作所

￥１１,０００特
価

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

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

（任意の）角度をお知らせ！

・サイズ：600㎜
・質量：560g
・使用電池：CR2032×2個

￥22,800特
価

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

《検知方式》
半導体ガスセンサ／拡散式

《対応ガス》
R22/R502/R123/R23/R134a/
404A/407C/410A/R32/
R600a/R507A等

《感度》
3g/y（R404A，R407C，R410A）
6g/y（R134A）,6g（R22）,
8g（R12）

連続使用40時間の
省電力エコ設計！

校正証明書
検査成績書
トレサビリティ体系図付

. 81. ＦＵＳＯ

77. B B K77. B B K
デジタルマニホールド  WD3－32Eデジタルマニホールド  WD3－32E
コードNo. 326500 標準価格¥39,000

New
エコバルブホース付きセット！

¥２３,８00特
価

●R-32対応
　スリムミニマニホールドの
　ホース・ケース付セット。
●ホースの先端にコントロール
　バルブが付いたエコバルブ
　ホース付属。
　(黄色は通常のチャージングホース)

●R-32対応
　スリムミニマニホールドの
　ホース・ケース付セット。
●ホースの先端にコントロール
　バルブが付いたエコバルブ
　ホース付属。
　(黄色は通常のチャージングホース)

78. タスコ78. タスコ
トルクレンチセット校正証明書付  TA771ST-23Sトルクレンチセット校正証明書付  TA771ST-23S
コードNo. 326451 標準価格¥12,800

New

コストパフォーマンス抜群！

¥９,８００特
価

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

・校正証明書付

単位:㎜

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

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

・吊りボルトのねじ込みが完了すると
ボルトチェッカーが押し出されます。

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

２つの
施工完了を目視で 簡単確認！

EZI-3025CN
W3/8 10 10.5 14

EZI-3045CN
69
89

35
55

品番 ねじ呼び径 アンカー外径 全長 穿孔径 穿孔深さ 二面幅

84. サンコーテクノ

￥１６０/本特
価

￥１５０/本特
価

イージーアイアンカー

コードNo. 324264
標準価格 ¥210/本

EZI-3025CN

コードNo. 324265
標準価格 ¥220/本

EZI-3045CN

※出荷単位30本

New

圧倒的な挟みやすさ！

96. 日置電機
ＡＣ／ＤＣクランプメータ

●非常に薄いセンサで
　ケーブルの隙間に入れやすい設計
●交流/直流を自動で判別、
　1000Aまで測定可能
●直流電圧は1500Vまで測定可能
●突入電流(INRUSH)の実効値と
　波形ピークを同時表示
●使用温度範囲：-25℃～65℃
●CM4376はBluetooth®無線技術で、
　スマホやタブレットに測定値を送信、
　表示

￥３８,２５０特
価

CM4375
(Bluetooth®非対応)
コードNo. 323608
CM4375
(Bluetooth®対応)
コードNo. 323609

標準価格￥45,000

￥４２,５００特
価

標準価格￥50,000

94. カスタム94. カスタム
デジタルマルチメータ   M－02FBデジタルマルチメータ   M－02FB
コードNo. 325567 標準価格¥3,500

薄型手帳サイズ！

・測定機能：直流・交流電圧、抵抗、ダイオードチェック、
導通チェック、コンデンサチェック等

・寸法：約W56×H112×D11㎜　・質量：約70g（電池含む）
・電源：CR2032リチウム電池×1個

¥２,９８0特
価

・DCVレンジ
200mV/2V/20V/
200V/600V

・ACVレンジ
2V/20V/200V/
600V

・抵抗レンジ
200Ω/2kΩ/20kΩ/
2MΩ/20MΩ

107. 日動工業107. 日動工業
ポータブル電源   LPE－R250Lポータブル電源   LPE－R250L
コードNo. 326497 標準価格¥67,000

New

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

¥３５,８00特
価

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。
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。

106. ハタヤ106. ハタヤ

￥9,200特
価

コードNo. 326472 標準価格¥13,600
USB ポート付コードリール   S－30U4

ＵＳＢポートを装備！
30m30m
AC100V×2

防塵シャッター付
AC100V×2

防塵シャッター付

USB×4
防塵カバー付

USB×4
防塵カバー付

最大2A
4ポート合計4A

最大2A
4ポート合計4A

New

・質量：5.7kg
●100Vコンセントを使用しながらスマホや
　タブレットなどを同時に充電できる
　USBポート搭載！
●防災備蓄用品にオススメです。

95. 共立電気計器95. 共立電気計器
漏電流クランプメーター　２４３３ＲＢＴ漏電流クランプメーター　２４３３ＲＢＴ
コードNo. 323998 標準価格¥46,000

Bluetooth 搭載！
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！
●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

●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

¥39,100特
価

98. 共立電気計器98. 共立電気計器
４レンジ絶縁抵抗計　３４４１ＢＴ４レンジ絶縁抵抗計　３４４１ＢＴ
コードNo. 320316 標準価格¥46,000

ＩｏＴ時代のアナログメガ！

●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

●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

¥３９,１００特
価

9797

156156

巻き取りに便利なコードリール付！

100. 共立電気計器

￥３５,７００特
価

コードNo. 316520 標準価格￥42,000
デジタル接地抵抗計　４１０５ＤＬ

補助接地抵抗100KΩまでOK

●ノイズに強い！地電圧25Vまで許容（旧モデルの6倍）
●頑強で折れない接地棒　熱間鍛造　●防水タイプ

ツーステージ真空ポンプ ＴＡ１５０ＳＷツーステージ真空ポンプ ＴＡ１５０ＳＷ
コード No. 321152 標準価格￥33,000
コンパクト × 高真空 × 高機能！

160mm

245mm
100mm

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

軽量フレアツール　７００－ＤＰＣ
コードNo. 320793 標準価格￥28,000
シリンダーを装着した
７００－ＤＰＡの進化版！
加工時のロックを防止し、
スムーズなフレア加工
作業が行えます。

作業がさらに
スムーズに！

適合銅管：一般冷媒配管用銅管
フレア角度：45 度フレア
サイズ：インチサイズ 4 穴仕様 1/4,3/8,1/2,5/8

103. 土牛産業103. 土牛産業

※使用例

漏水探知マイク ＤＧ－００漏水探知マイク ＤＧ－００
コードNo. 307631コードNo. 307631 標準価格標準価格￥100,000
地中に埋設されている水道管の水漏れ調査に！

【セット内容】
・漏水マイク・イヤフォン・アンプ
・アルカリ９V 電池（アンプ搭載済み）

●漏水マイクコード長さ：920mm
●アンプ外寸：76 ×56×21mm
●アンプ重量：134g（電池含む)

アルミ
ケース付

漏水箇所から伝播する微小な音を聴き分け、
漏水位置を特定するのに役立ちます！

99. 日置電機99. 日置電機
接地抵抗計 ＦＴ６０３１－０３
コード No. 307874 標準価格￥42,000
現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性！
国際保護等級ＩＰ６７！

準備・測定・片付け作業時間を
大幅に短縮できる！

汚れても
洗える！

4,100g/ 分

液回収速度

12kg

軽量

270g/ 分

回収速度

71. アサダ

￥１４９,８００特
価

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

回収スピードは隼の如く！

New・サイズ：H350×L380×W270㎜

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

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

￥１２,８００特
価

￥１１,２００特
価

ＡＩ１９０
コードNo. 324992
標準価格 ￥16,000

ＡＩ１８５
コードNo. 324991
標準価格 ￥14,000

76. アサダ76. アサダ
ミニマニホールドセットミニマニホールドセット
小型・軽量！

※キャリングケースは別売です。

サイトグラス付きで
本体重量わずか593g！
サイトグラス付きで
本体重量わずか593g！

R410AR32

152cm チャージホース×3 本付

92cm チャージホース×3 本付

83. アイデック

￥２０,０００特
価

コードNo. 311965 標準価格￥23,800
カルマーＰＲＯ・標準刃 ＡＳＫ－Ｖ２３

ほとんどの刈払機に取付け可能な刈払機用アタッチメントです。
●飛散を抑え安全！
●キックバックを抑え安全！
●ブレーキ機能で安全！

・寸法：D230×L258×H101㎜
・本体重量：1.8㎏

NETIS

草刈りの安全を追求！

エンジン回転入力を
１／２０に減速

上下刃逆回転だから
低速でも草が刈れる

逆回転ハサミ刈り

標準価格¥82,000

リジッド101. リジッド
検査カメラ CA350　#55908検査カメラ CA350　#55908
コードNo. 326517

見えづらい場所の検査に！

¥６５,８00特
価 New

●写真・動画を撮影し、
　SD カードへ保存可能。
●シースネイクシリーズ
　のモニターとしても使
　用可能です。

・ディスプレイ：3.5"(90mm) カラー TFT
・カメラ径：17mm　
・ケーブル長：90cm　
　( 最長 9mまで延長可能 )
・外部メモリ：SD カード最大 32GB
・電源：充電式 12Vリチウムイオン電池
＜標準付属品＞
17mm カメラヘッドケーブル、バッテリー、
充電器、USB ケーブル、先端ツールセット、
RCA ケーブル、マイク付ヘッドホン、
8GB SD カード

３角度から
アプローチ可能！

82. モクバ

￥5,500特
価

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

・重量：1350g

鉄筋曲げの
作業性ＵＰ！

１度に大きく
曲げられる！

740㎜740㎜

102. リジッド102. リジッド

￥７４,８００特
価

コードNo. 313961 標準価格￥93,600
陶管カッター ２３８－Ｐ ＃４２８７８

狭いスペースでの使用に
便利！

●手動かつバッテリー
式、ＡＣ電源式、もし
くはニューマティッ
ク式のインパクトド
ライバーでも使用で
きます。

　（定格トルクが 271N・
m以上のものをご使
用ください）

●陶 管、排 水 鋳 鉄 管、
セメント管の切断に。

●切断能力：2～ 8イン
チ（50～200㎜）

●全長：292㎜
●質量：6.1㎏
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四 校

お気軽にご用命ください

ACアダプター
×１個サービス

特
典

充電池式ＬＥＤヘッドライト
ＥＬ２８００Ｔ
充電池式ＬＥＤヘッドライト
ＥＬ２８００Ｔ
コードNo. 308063コードNo. 308063 標準価格￥16,500標準価格￥16,500
10Wで600ルーメンの明るさ！10Wで600ルーメンの明るさ！

￥９,５００特
価

・ヘッドサイズ：10×10×7cm
・重量：210g（電池含まず）

《連続点灯時間》
約60分（電池2本の場合）

使用時に電池ケースが赤色で
点灯するので後方からの安全確認に役立つ！

《付属品》
10V充電器1台
3.7V充電リチウム電池2個

明るさ

６００
ルーメン

110. アイガーツール110. アイガーツール
充電ヘッドライトＨ８Ｒ ５００８５３充電ヘッドライトＨ８Ｒ ５００８５３
コード No. 317369 標準価格￥12,000

●３段階（Ｈｉ→Ｍｉｄ→Ｌｏ）のシンプル設計
●３時間で８０％まで充電可能

驚異の６００ルーメン！

明るさ
６００
ルーメン

【付属品】専用充電池、USB ケーブル
重量：約158g

￥７,８００特
価

111. レッドレンザー111. レッドレンザー 115. グランツ115. グランツ
充電式ＬＥＤライト　ＲＦＴ０７Ｒ充電式ＬＥＤライト　ＲＦＴ０７Ｒ
コードNo. 325242 標準価格 オープン

ハンドライト最大級の明るさ！

・ボディサイズ：φ30×145mm
・質量：約180g（電池含む）
・電源：専用リチウムイオン充電池
・microUSB充電
・防水防塵IP66取得

¥8,800特
価

1000lm1000lm
パワーモード明るさ

500lm500lm
ハイモード明るさ

約800
ルーメン

113. ジェントス113. ジェントス
充電式ＬＥＤライト　ＲＸ－０８６ＰＳ充電式ＬＥＤライト　ＲＸ－０８６ＰＳ
コードNo. 324483 標準価格 オープン

給電も可能なＬＥＤライト！
USBケーブルを使用して給電も可能な、
充電式LEDライト！
USBケーブルを使用して給電も可能な、
充電式LEDライト！

・本体サイズ：φ29.5×149.5mm
・質量：185g
・点灯時間：約7時間
・ストラップ・マイクロUSBケーブル付属

¥6,000特
価

116. ハタヤ116. ハタヤ

￥20,800特
価

コードNo. 321890 標準価格¥31,000
充電式 LED 吊り下げ灯　LTL－20B

使い方いろいろ３ウェイタイプ！
吊り下げて・持って・置いて!

充電式コードレス　点灯時間
Hi時：連続約6時間
Low時：連続約12時間

明るさ切り替え式
Hi時：1,800Lm
Low時：900Lm

明るさ切り替え式
Hi時：1,800Lm
Low時：900Lm

防塵・防滴　IP65防塵・防滴　IP65

￥３,８００特
価

118. ナンシン118. ナンシン

122. リングスター122. リングスター
スピーディボックススピーディボックス
片手で簡単！オープン＆クローズ！

・使いやすいワンバックル！
・スーパー強度！　耐荷重：870kgf　取手引張強度：102kgf
・サイズ：L475×W280×H220mm　・質量：2.0kg

￥２,７８０特
価

ＳＤＢ－４７５・レッド
コードNo. 323649

ＳＤＢ－４７５・ブルー
コードNo. 323648 標準価格 各オープン

標準価格 オープン

標準価格 オープン

126. トンボ工業126. トンボ工業

￥２,３００特
価

￥２,２００特
価

優れた強靱性！
軽いパイプ製！

グリップ部分にローレット加工！
( 滑り止め)
軽量かつ強靭なハイテン鋼パイプ

シルバーＲＧショベル

《角》
コードNo. 238593

《丸》
コードNo. 238592

100Kg

最大使用質量

60ｍｍ

幅広踏ざん

137. アルインコ137. アルインコ
伸縮脚立ＧＡＵＤＩ伸縮脚立ＧＡＵＤＩ
立ったまま調整できる上部操作型！
伸縮調整は黒レバーを
引き下げるだけ！
伸縮調整は黒レバーを
引き下げるだけ！

￥２５,８００特
価

ＧＵＤ－２１０
コードNo. 325117コードNo. 325117
標準価格￥50,000標準価格￥50,000

￥２３,８００特
価

ＧＵＤ－１８０
コードNo. 325116コードNo. 325116
標準価格￥46,000標準価格￥46,000

￥２０,８００特
価

ＧＵＤ－１５０
コードNo. 325115コードNo. 325115
標準価格￥40,000標準価格￥40,000

￥１８,８００特
価

ＧＵＤ－１２０
コードNo. 325114コードNo. 325114
標準価格￥36,000標準価格￥36,000

収納寸法（幅×奥行×高さ） 質量
2.05～2.95m
はしごの長さ

GUD-120 8.1kg481×169×1039mm
2.66～3.57mGUD-150 9.5kg534×169×1347mm
3.28～4.19mGUD-180 11.1kg585×169×1656mm
3.90～4.81mGUD-210 13.3kg637×169×1965mm

型式

※ブレーキ無 ※ブレーキ付

120. 浅香工業120. 浅香工業
プラメッシュカー　ＰＭ－２００
立て掛けても転がし移動できる！
荷物の転倒防止策として台座前方に緩やかな
傾斜をつけています

壁を傷つけず、立て掛けてそのまま転がし移動できる
ローラーバンパーを標準装備

サイズ：810×490×900㎜
重量：11.0㎏

￥１２,８００特
価

ＰＭ－２００ブレーキ付

コードNo. 318286コードNo. 318286
標準価格オープン標準価格オープン

サイズ：780×490×900㎜
重量：9.5㎏

￥９,８００特
価

ＰＭ－２００

コードNo. 318285コードNo. 318285
標準価格オープン標準価格オープン

125. 林商事125. 林商事
自立式クロス袋自立式クロス袋

ラミネート加工で水洗いＯＫ！
ＦＲＰ芯採用で自立可能！
底面の吊りベルトで反転ラクラク！

※Ｌサイズ

使用後は折り畳んでコンパクトに収納できます。

￥１,２００特
価

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

￥８６０特
価

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

￥１,８００特
価

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

標準価格 各オープン

128. トンボ工業128. トンボ工業 129. フローバル129. フローバル

※イメージ※イメージ

にぎり手のレバーを引いて
ショベル部分の角度を調整！
掘る！すくう！かき集める！堅穴掘りに便利！

可変式ショベル「スコッパー」可変式ショベル「スコッパー」

丸／ミニ丸
・全長：1000mm／810mm
・重量： 2.1kg／1.4kg

￥９,０００特
価

￥９,８００特
価

《ミニ丸》《ミニ丸》
コードNo. 307993

《丸》《丸》
コードNo. 307989

標準価格 各オープン
新案特許
取得済

１丁３役！

アルミ製パイプ式足場

壁当て＆アウトリガー
（伸縮無）標準装備

超軽量！安定感抜群！

ＡＴＬ－２ＡＪＳ
ＡＴＬ－３ＡＪＳ
ＡＴＬ－２ＷＡＪＳ
ＡＴＬ－３ＷＡＪＳ

485×950
485×950
485×1250
485×1250

作業寸法（mm）
4.33～4.63
5.85～6.15
4.33～4.63
5.85～6.15

全高（ｍ）
3.18～3.48
4.70～5.00
3.18～3.48
4.70～5.00

作業床の高さ（ｍ）
50.0
63.0
57.0
74.0

質量（kg）

139. ピカコーポレイション

ＡＴＬ－２ＡＪＳ
コードNo. 313634コードNo. 313634
ＡＴＬ－３ＡＪＳ
コードNo. 313635コードNo. 313635
ＡＴＬ－２ＷＡＪＳ
コードNo. 305843コードNo. 305843
ＡＴＬ－３ＷＡＪＳ
コードNo. 305844コードNo. 305844

標準価格 各オープン

￥1７8,0００特
価

￥２１8,0００特
価

￥2３8,0００特
価

￥2７8,0００特
価

リニューアルして再登場！
簡単充電で420ルーメンの高出力モデル

114. レッドレンザー

・本体寸法：φ26×117mm
・本体質量：約75g(電池含)
・付属品：専用充電池、チャージングブラケット、ストラップ、
  USB充電ケーブル、ポーチ

￥８,１００特
価

コードNo. 320443 標準価格 ¥12,000

小さくても高出力！

充電式LEDライトP5R 500897

最大光束

420
ルーメン

123. ＺＡＴ123. ＺＡＴ
無縫製マルチケースブラック　G200－7726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

水から守る・水で洗える！
防水素材の無縫製バッグ！防水素材の無縫製バッグ！

¥１,４００特
価

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)

【重量】 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！

119. アルインコ119. アルインコ
折りたたみキャリー   MTC-100R折りたたみキャリー   MTC-100R
コードNo. 239837 標準価格 オープン

使いたいときにすぐ使用できる！

¥１２,８００特
価

最大積載質量：100kg
本体質量：6.8kg

収納寸法：W484×D72×L790 ㎜

ワンタッチで折りたたみができ、
保管場所にも困らない薄型台車です。

10711071
790790

無縫製バッグ　トートショルダー付無縫製バッグ　トートショルダー付
124. ＺＡＴ124. ＺＡＴ

迷彩グレー迷彩グレー
コードNo. 326330

迷彩迷彩
コードNo. 326331

水から守る・水で洗える！

迷彩グレー

迷彩

標準価格 各¥3,000

各￥２,１５０特
価

防水
素材

丸洗い
ＯＫ

防水素材の無縫製バッグ！防水素材の無縫製バッグ！

【寸法】(閉口時)H410×W430(上部)
　　   W335(底部)×D180mm

【重量】 約 577g
【容量】 約 15L

970970

929929

127. 浅香工業127. 浅香工業
パンチャーショベル角A丙パンチャーショベル角A丙
コードNo. 324652 標準価格 オープン

すくい作業に最適！

¥３,４８０特
価

・質量：約1.6kg

●頭部の穴あき加工により、
　土離れ、雪離れが良好です。

●同サイズの鉄製角ショベルに
　比べ、約400gほど軽量です。

●土木・舗装・水産・除雪作業
　などに。

255255

2301  プライムレッド×ホワイト
25.0cm
25.5cm
26.0cm
26.5cm
27.0cm
27.5cm
28.0cm

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

5004  インシグニアブルー×ゴールドフュージョン
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

134. アシックス134. アシックス
安全靴ウィンジョブ CP301安全靴ウィンジョブ CP301
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

各￥８,８００特
価

●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。

132. ディアドラ132. ディアドラ131. ディアドラ131. ディアドラ

SW-242（黒＋青＋黒）25.0cm
25.5cm
26.0cm
26.5cm
27.0cm
27.5cm
28.0cm

コード No. 325811
コード No. 325812
コード No. 325813
コード No. 325814
コード No. 325815
コード No. 325817
コード No. 325818

マジックテープタイプ
JSAA A種合格品

標準価格 各￥7,800

各￥７,０００特
価

安全靴SWALLOW安全靴SWALLOW
爽快に働く！

●通気性の高いドライメッシュ採用で長時間快適に作業できます。
●ソールは球体ヒール形状のため、ペダリング操作が容易且つ正確にできます。

WF-112（白＋白＋黒）25.0cm
25.5cm
26.0cm
26.5cm
27.0cm
27.5cm
28.0cm

コード No. 325819
コード No. 325820
コード No. 325821
コード No. 325822
コード No. 325824
コード No. 325825
コード No. 325826

靴ひもタイプ
JSAA A種合格品

New New

標準価格 各￥7,800

各￥７,０００特
価

安全靴WATERFOWL安全靴WATERFOWL
爽快に働く！

●通気性の高いドライメッシュ採用で長時間快適に作業できます。
●ソールは球体ヒール形状のため、ペダリング操作が容易且つ正確にできます。

●水分や空気を通さない防
水素材。濡らしたくない
物、汚れた衣類、スポーツ
ギア等を持ち歩く時にオ
ススメです。

121. アサダ121. アサダ
昇降台車 DEKITER　UE120昇降台車 DEKITER　UE120
コードNo. 324993 標準価格¥124,000

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

・サイズ：
H1,050×L930×
W540㎜

¥９９,８００特
価

作業現場の人手不足・高齢化を解消！

100Kg

最大積載荷重

130. アルインコ

各￥９,８００特
価

ＤＪ－Ｐ２２１－Ｍ
トランシーバー本体

コードNo. 308122
ＤＪ－Ｐ２２１－Ｌ
コードNo. 308123

標準価格 各￥19,800

￥２,７００特
価

イヤホンマイク　ＥＭＥ－７６４ＭＡ
コードNo. 326598
標準価格￥3,000

トランシーバー　DJ－P221トランシーバー　DJ－P221
コンパクト＆ハイスペック！

通話距離重視の
Ｌタイプ

（アンテナ約16cm）

通話距離重視の
Ｌタイプ

（アンテナ約16cm）
IP67 相当

47ch 中継対応 防浸型

特定小電力無線/交互通話専用特定小電力無線/交互通話専用

安価な消耗品タイプ
（修理不可）
安価な消耗品タイプ

（修理不可）

便利なイヤホン
マイクもご一緒に！
便利なイヤホン
マイクもご一緒に！

携帯性に優れた
Ｍタイプ

（アンテナ約7.5cm）

携帯性に優れた
Ｍタイプ

（アンテナ約7.5cm）

136. 長谷川工業

￥３４,８００特
価

ＲＹＨ－２４
コードNo. 324224
標準価格￥58,000

天板高さ：2.21～2.52m 質量：12.6kg

￥３８,８００特
価

ＲＹＨ－２７
コードNo. 324225
標準価格￥65,000

天板高さ：2.51～2.82m 質量：13.6kg

￥４２,８００特
価

ＲＹＨ－３０
コードNo. 324226
標準価格￥72,000

天板高さ：2.82～3.13m 質量：15.8kg

脚部伸縮式専用脚立　ニューラビット脚部伸縮式専用脚立　ニューラビット
立ったまま伸縮操作ができる！

最大３１cm
高さ調整

100Kg

最大使用質量

100Kg

最大使用質量

●レバー操作で片脚、両脚伸縮可能
●60㎜の幅広踏ざん
●レバー操作で片脚、両脚伸縮可能
●60㎜の幅広踏ざん

※RYH-24※RYH-24 ※RYH-27※RYH-27

138. 長谷川工業

￥１９,８００特
価

ＳＳＦ１.０－２７０
コードNo. 312293
標準価格￥50,000

全長：2.72m 縮長：1.65m 質量：9.5kg

￥２１,８００特
価

ＳＳＦ１.０－３６０
コードNo. 312294
標準価格￥60,000

全長：3.60m 縮長：2.09m 質量：11.6kg

￥２４,８００特
価

ＳＳＦ１.０－４００
コードNo. 312295
標準価格￥70,000

全長：4.00m 縮長：2.50m 質量：13.6kg

スライドステージスライドステージ
水や異物が溜まりにくいスノコ構造！

120Kg

最大使用質量

●コンパクトに収納できる伸縮式足場板。
●両面使用可能です。
●コンパクトに収納できる伸縮式足場板。
●両面使用可能です。

持ち手＆コーナーカバー持ち手＆コーナーカバー 無段階調節のフリーストッパー無段階調節のフリーストッパー

2点支持

樹脂連結ドーリー ＰＤ－４２７－３Ｎ樹脂連結ドーリー ＰＤ－４２７－３Ｎ
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！

133. サンダンス

各￥３,６８０特
価

セーフティースニーカー

●簡単に紐が締められます　●屈曲ソールで作業も快適
●ハーフミドルカットで足首のホールドＵＰ

〈アウトソール〉ＥＶＡ・合成ゴム〈アッパー材質〉ナイロンメッシュ・ニット素材・デニム素材・合成皮革

快適なナイロンメッシュ！ 先芯：鋼鉄製
（ＪＩＳ規格Ｓ級相当）

標準価格 各オープン

24.5cm
25.0cm
25.5cm
26.0cm
26.5cm
27.0cm
28.0cm

コード No. 318291
コード No. 318292
コード No. 318293
コード No. 318294
コード No. 318295
コード No. 318296
コード No. 318297

ＲＺ－１　ライトニング
24.5cm
25.0cm
25.5cm
26.0cm
26.5cm
27.0cm
28.0cm

コード No. 318298
コード No. 318299
コード No. 318300
コード No. 318301
コード No. 318302
コード No. 318303
コード No. 318304

ＲＺ－２　ブラック／レッド
24.5cm
25.0cm
25.5cm
26.0cm
26.5cm
27.0cm
28.0cm

コード No. 318305
コード No. 318306
コード No. 318307
コード No. 318308
コード No. 318309
コード No. 318310
コード No. 318311

ＲＺ－３　インディゴ

100Kg

最大積載質量 200Kg

最大使用質量 φ１００
静音キャスター

養生クッションマット養生クッションマット
さまざまな養生シーンで活躍！

コードNo. 322821
サイズ：120cm×240cm
標準価格￥3,400

ＰＱＭ１２２４

コードNo. 322820
サイズ：120cm×180cm
標準価格￥2,450

ＰＱＭ１２１８

コードNo. 322819
サイズ：90cm×180cm
標準価格￥1,850

ＰＱＭ０９１８

●運搬時の荷物保護に！
●作業時の床面保護に！
●作業道具置き場に！
●車のトランク養生に！

・表/裏生地：ポリエステル100%
・中綿生地：綿50%  ポリエステル50%
・色：ネイビー（表）  ブルー（裏）

￥２,２００特
価

￥１,５８０特
価

￥１,２００特
価

・乾電池 ( 単 4×3 本 )/
専用充電池 ( 別売 ) 兼用

・60°可動式ヘッド

＜付属品＞
ヘッドバンド
テスト用電池

標準価格 オープン

112. ジェントス112. ジェントス
充電式 LED ヘッドライ卜　WS－243HDSET充電式 LED ヘッドライ卜　WS－243HDSET
コードNo. 326613

サブ赤色ＬＥＤ搭載！

¥４,０00特
価 New

580ルーメン580ルーメン
Ｈｉモード時明るさ

充電式キーライト
×１個サービス

特
典

117. タジマツール
コードNo. 324517 標準価格¥65,000
コンボイ工レキテルセッ卜　CNVEJSET

￥３５,８００特
価

＜セット内容＞
本体・7.2V充電池・
キャリーケース・
充電用ACアダプタ・
エレキテル用ピストン

疲れ知らずの電動式！

適合コーキング材サイズ：330ml
使い慣れた手動式感覚の電動コーキングガンセット！

New

130Kg

最大使用質量

ピカコーポレイション135. ピカコーポレイション
軽量専用脚立　便軽軽量専用脚立　便軽

New
格の違いを感じる軽さ、丈夫さ！

＜天板寸法＞
300×152mm 

幅広踏ざん55mm 

￥２９,８００特
価

ＬＭ－３００ＰＫＳ
コードNo. 326860コードNo. 326860
標準価格 オープン標準価格 オープン

￥２７,８００特
価

ＬＭ－２７０ＰＫＳ
コードNo. 326859コードNo. 326859
標準価格 オープン標準価格 オープン

￥２４,８００特
価

ＬＭ－２４０ＰＫＳ
コードNo. 326858コードNo. 326858
標準価格 オープン標準価格 オープン

2.27m
2.56m
2.85m

天板高さ
LM-240
LM-270
LM-300

型式
8.1kg
9.4kg
11.1kg

質量

脚立ソックス1組サービス特
典


