
初校

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！

1月21日～3月19日1月21日～3月19日
A

選べて嬉しい！景品付き商品あります！

サッポロエビスセット
YE3D B2020202020202020 伊藤園・充実野菜

緑黄色ミックス930mlセール期間セール期間セール期間セール期間 にんじんを主体に
20種類の野菜と
りんごなど5種類の
果実をミックスした
野菜・果実混合飲料です。

にんじんを主体に
20種類の野菜と
りんごなど5種類の
果実をミックスした
野菜・果実混合飲料です。

麦芽100%
長期熟成に
こだわった
エビスビールの
ギフトセットです。

麦芽100%
長期熟成に
こだわった
エビスビールの
ギフトセットです。

350ml
×12缶 930ml

×12本 ご当地ラーメン詰め合わせ
15食分です。
ご当地ラーメン詰め合わせ
15食分です。

Ｃ 全日本ラーメン
味くらべ15食

1

初校

左右両方向測定対応！
メカニカルトルクレンチメカニカルトルクレンチ

28. スーパーツール28. スーパーツール

￥１７,５８０特
価

ＴＲＨ３０６０
コードNo. 318672コードNo. 318672
標準価格 ¥22,930標準価格 ¥22,930

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

￥１７,７００特
価

ＴＲＨ３１００
コードNo. 318673コードNo. 318673
標準価格 ¥23,130標準価格 ¥23,130

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

￥１９,６８０特
価

ＴＲＨ４２００
コードNo. 318674コードNo. 318674
標準価格 ¥25,650標準価格 ¥25,650

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

￥２６,４８０特
価

ＴＲＨ４３２０
コードNo. 318675コードNo. 318675
標準価格 ¥34,620標準価格 ¥34,620

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

●視認性の良い目盛表示です。
小窓部の目盛で細かい設定ができます。

●設定トルク値のロック機構がついています。
●ラチェットのギヤ数は、32山
（送り角度：11.25°）です。

※専用樹脂ケース付き

振動軽減システムＡＶＲが
驚きの低振動を実現！特

価￥21,300

特
価￥19,800

水道本管用トルクレンチ水道本管用トルクレンチ
水道本管フランジ部分のナット締付作業に！
単能型、防水ゴム仕様。

サイズ：M20(対辺30mm)

コードNo. 324273コードNo. 324273
TRB－３０TRB－３０

サイズ：M16(対辺24mm)

コードNo. 324272コードNo. 324272
標準価格￥29,000標準価格￥29,000

標準価格￥31,000標準価格￥31,000

TRB－２４TRB－２４

TRB-24

TRB-30

27. スエカゲツール

パワフル＆コンパクト！

パワークリア（Φ６×９ｍ付） ＃59148パワークリア（Φ６×９ｍ付） ＃59148
コードNo. 322321コードNo. 322321 標準価格￥36,100標準価格￥36,100

￥２９，８００特
価

・適用管径：φ19～38mm
・清掃距離：9m
・標準ケーブル径：φ6mm

ケーブル収納部が透明で、
どの程度送り出したか一目でわかる！

ケーブルの送り戻しが
ラクな2ウェイ
オートフィード！

26. リジッド26. リジッド

洗面台、シャワールーム、シンクなどの
排水管の清掃に！

25.リジッド25.リジッド
パワースピン＋　＃５７０４３パワースピン＋　＃５７０４３
コードNo. 323832 標準価格¥13,200

手動・電動どちらでも！

・適応管径：13～40mm
・清掃距離：7.6m
・ケーブル径：6mm

¥１０,８００特
価

・手動のほか、電動ドリルを取り付けての使用
も可能です。

・オートフィード機能付き。トリガーを引くと
ケーブルの送り、戻しが出来ます。

配管作業時のパイプ固定に！

チェーンバイススタンド6 ST061チェーンバイススタンド6 ST061
コードNo. 329203コードNo. 329203 標準価格￥39,000標準価格￥39,000

￥30,800特
価

24. アサダ24. アサダ

●天井突張りボルトに1"パイプを取付け
バイスの固定が可能。

適合パイプサイズ
1/8"～6"

適応配管：鋼管

・設置寸法
810×1,180×1,120mm
・質量：19kg

23. ＲＥＸ23. ＲＥＸ
コードNo. 320524 標準価格¥237,000
パイプマシン　Ｆ２５ＡⅢ　２０５１２５

￥１７８,０００特
価

片手で持てるパイプマシン！
クラス最大のモーターパワー、
２５Ａのねじ加工が楽々１６秒

1/2-3/4チェーザ
1組サービス

特
典

・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

あらゆる配管検査に！

クリアスコープ2820 TH2820クリアスコープ2820 TH2820
コードNo. 328552コードNo. 328552 標準価格￥240,000標準価格￥240,000

￥188,000特
価

22. アサダ22. アサダ

・電源：リチウム・ポリマーバッテリ/ACアダプタ・電源：リチウム・ポリマーバッテリ/ACアダプタ

●詰まり箇所の特定が
しやすい距離カウンター機能。

●断線しても修理可能
（断線した部分にカメラを取付可能）

ヘッド外径：φ28mm
ケーブル長：20m
適応管径
φ40mm～100mm

デジタルズーム2倍

広角度カメラ
対角：150°
高解像度640×480pixel

21．マクセルイズミ

狭い場所での作業に便利なストレート型！
作業負担を大幅軽減！

14.4V
14～60㎟

￥１54,０００特
価

充電式圧着工具 REC－Li1460M充電式圧着工具 REC－Li1460M
コードNo. 320744 標準価格￥224,000

・寸法：329×107×84　
・質量：2.1kg（バッテリ・ダイス含む）
・セット内容：工具本体、ダイスオス
  14-38、60、ダイスメス14-60、
  バッテリBP-1420LN×1、
  充電器、アルミケース

Ｌｉ
１４．４Ｖ

¥２７２,０００特
価

20.マクセルイズミ20.マクセルイズミ
コードNo. 321258コードNo. 321258 標準価格￥398,000
充電圧着工具　ＲＥＣＬｉ３２５Ｍ標準セット

＜セット内容＞
工具本体・圧着ダイスオス150-200,250,325
圧着ダイスメス150,200,250,325・バッテリ×1・
充電器・ケース・肩掛けベルト

ビッグマルチの決定版！

使用範囲
圧着：150-325［8-100（OP）］
Ｔ形圧縮：T11-T365（OP）
六角圧縮：C12-C42（OP）

暗所での作
業に便利な
ＬＥＤライト

作業確認が容易な
ＬＥＤ表示機能

充電式圧着工具
19.マクセルイズミ19.マクセルイズミ

予備バッテリー 
（BP－2120）
×１個サービス　

特
典 ￥２４５,０００特

価

￥２３５,０００特
価

２１．６Ｖ ２．０Ａｈ２１．６Ｖ ２．０Ａｈ
●２１．６Ｖバッテリ搭載！
●作業効率を上げる
　 オートリターン機能搭載！

パワフル&スピーディ！

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

Ｓ７Ｇ－Ｍ２５０ＲＳ７Ｇ－Ｍ２５０Ｒ
コードNo. 322915コードNo. 322915
標準価格￥357,000標準価格￥357,000

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

Ｓ７Ｇ－Ｍ２００ＲＳ７Ｇ－Ｍ２００Ｒ
コードNo. 322914コードNo. 322914
標準価格￥345,000標準価格￥345,000

￥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

18.ワキタ
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

17. 新ダイワ16. 新ダイワ16. 新ダイワ

￥168,000特
価

コードNo. 311792コードNo. 311792
標準価格￥287,000標準価格￥287,000

エンジンカッターエンジンカッター

ＥＣ７４１４Ｓ（１４インチ）ＥＣ７４１４Ｓ（１４インチ）

小型・軽量の
スタンダードタイプ！

寸法：L663×W240×H401㎜　乾燥質量：10.1㎏（ブレード除く）

￥158,000特
価

コードNo. 311790コードNo. 311790
標準価格￥270,000標準価格￥270,000

ＥＣ７４１２Ｓ（１２インチ）ＥＣ７４１２Ｓ（１２インチ）
寸法：L639×W240×H376㎜　乾燥質量：9.7㎏（ブレード除く）

（画像は
 EC7412S）

（画像は
 EC7412S）

高性能エアクリーナ搭載！

特
価￥１９８,０００

15.マックス
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

¥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

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￥75,000
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￥１５７,０００

13. ヒルティ

12. REX12. REX

各￥８７,５００特
価

ＸＢ６５Ａ（鋼管切断仕様）４７５１６５ＸＢ６５Ａ（鋼管切断仕様）４７５１６５
コード No. 323966
ＸＢ６５ＡＳＵ（薄肉ステンレス管切断仕様）４７５１６６ＸＢ６５ＡＳＵ（薄肉ステンレス管切断仕様）４７５１６６
コード No. 323967 標準価格 各￥125,000

マンティス ＸＢ６５Ａマンティス ＸＢ６５Ａ

＜切断能力＞
・丸パイプ：φ65
・角パイプ：□60
・丸棒（軟鋼材）：φ40

小型・パワフル・超軽量！コンター機能付の
ベストセラー！

バンドソー RB－120バンドソー RB－120

RB120FV（平バイス型）RB120FV（平バイス型）

￥110,000特
価

￥118,000特
価

11. 新ダイワ11. 新ダイワ

※画像はRB120FV※画像はRB120FV

コードNo. 208736
標準価格￥208,000
コードNo. 208736
標準価格￥208,000
RB120CV（チェンバイス型）RB120CV（チェンバイス型）
コードNo. 207958
標準価格￥194,000
コードNo. 207958
標準価格￥194,000

発売記念のお得なセット！

充電式ホットエアガン DHAG180セット充電式ホットエアガン DHAG180セット
コードNo. 329844コードNo. 329844 標準価格￥42,300標準価格￥42,300

￥15,800特
価

10. 京セラ10. 京セラ

＜セット内容＞
・18V充電式ホットエアガン×1台
・18V4,000mAh電池パック×1個

・18V充電器×1台
●風量：200L/min
●熱風温度：500℃

New
世界初！
コードレスの鉄筋カットベンダ！

充電鉄筋カットベンダ VB3616DAXP充電鉄筋カットベンダ VB3616DAXP
コードNo. 329271コードNo. 329271 標準価格￥219,500標準価格￥219,500

￥164,800特
価

・能力：材質SD295、SD345 鉄筋D10、D13、D16
・曲げ角度：0～180°(無段階)
・質量：18.6kg(バッテリ装着時)

9. HiKOKI9. HiKOKI

＜付属品＞
36Vマルチボルトバッテリ×1ケ

充電器

※2019年10月現在

●曲げ・切断の1台2役！
●指定の角度への曲げと曲げ角度の微調整ができる！

New

ＡＣ機以上のパワー＆スピード！

充電チップソー CD3607DA（WP）充電チップソー CD3607DA（WP）
コードNo. 329246コードNo. 329246 標準価格￥89,700標準価格￥89,700

￥67,300特
価

・のこ刃：外径180mm/穴径20mm
・最大切込み深さ：60.5mm
・質量：4.5kg(バッテリ装着時)

8. HiKOKI8. HiKOKI

＜付属品＞
36Vマルチボルトバッテリ×1個
充電器・ケース・チップソー

●コードレスで最大の切込み深さ！
●キックバック軽減システム搭載！

New
※2019年10月現在

ＡＣ機を超える切断能力！

充電ディスクグラインダー GA001GRDX充電ディスクグラインダー GA001GRDX
コードNo. 329118コードNo. 329118 標準価格￥73,100標準価格￥73,100

￥58,480特
価

・切断砥石寸法：外径100×厚さ6×内径15mm
・本体サイズ：L391×W117×H151mm
・質量：2.6kg

7. マキタ7. マキタ

40Vmax

回転数8,500(回転/分) 
BLモータのパワーを
余すことなく発揮。
重負荷時の連続作業量アップ！
（同社18V機比約2倍）

●回転数8,500(回転/分) 
BLモータのパワーを
余すことなく発揮。

●重負荷時の連続作業量アップ！
（同社18V機比約2倍）

＜セット内容＞
バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース

New

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

6. リョービ

驚愕の切断スピード！

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

￥64,800特
価

・本体サイズ：L457×W88×H233mm
・質量：4.2kg

5. マキタ5. マキタ

40Vmax
最大切断能力：パイプφ130mm
最大切断能力：木材 厚さ255mm

●最大切断能力：パイプφ130mm
●最大切断能力：木材 厚さ255mm

＜セット内容＞
バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース

New古くなった全ネジカッターを
￥１０,０００で下取りします

特
典

W1/2（軟鋼）対応！

D充電全ネジカッタ EZ45A9LJ2G-BD充電全ネジカッタ EZ45A9LJ2G-B
コードNo. 329099コードNo. 329099 標準価格￥168,800標準価格￥168,800

￥118,000特
価

4. パナソニック4. パナソニック

New

スペーサーを使用すれば、
W3/8全ネジの切断も可能。

＜付属品＞
18V5.0Ah電池EZ9L54×2個
充電器EZ0L81
プラスチックケースEZ9674

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

3. ヒルティ3. ヒルティ

￥５３,０００特
価

古くなったハンマードリルを
￥１０,０００で下取りします。

特
典

2. パナソニック2. 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

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

２８．８Ｖ
３．４Ａｈ
２８．８Ｖ

３．４Ａｈ

・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

1.マックス1.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
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43.トップ43.トップ
エンビパイプカッター　ＴＶＰ－６３エンビパイプカッター　ＴＶＰ－６３
コードNo. 326372 標準価格¥16,500

引き切り効果でラクラク切断！

●切り込みに適した形状(R刃)で
　管の「割れ」「凹み」を抑える！
●カッターの切り欠き部に管を押し付け、
　回転させることで呼び40・50の面取りが可能。

●切り込みに適した形状(R刃)で
　管の「割れ」「凹み」を抑える！
●カッターの切り欠き部に管を押し付け、
　回転させることで呼び40・50の面取りが可能。
・切断能力：外径φ63㎜まで　・質量：540g

¥９,９００特
価

42. メリー42. メリー

特
価￥９,９８０

コードNo. 315923コードNo. 315923 標準価格￥16,640標準価格￥16,640
エンビパイプカッター　ＰＩＰ６３

コンパクト設計で握りやすい！

・硬質塩ビパイプが片手で切断できる
・切断能力：硬質塩ビパイプ外径φ63㎜まで
・質量：490g

41. ＭＣＣ
ワンタッチ式フックで
素早く確実な脱着

４枚刃パイプカッター４枚刃パイプカッター

・抜群の切れ味と
   耐久性を兼ね備えた
  ４枚刃パイプカッター！

・狭所作業で大活躍！

￥２４,７００特
価

ＰＣＦＢ－２５ＰＣＦＢ－２５
コード No. 312414
標準価格￥42,990

￥２９,４００特
価

ＰＣＦＢ－５０ＰＣＦＢ－５０
コード No. 308292
標準価格￥51,190

特
価￥７,２００
特
価￥８,３７０

アルミＰＷスリムワイドアルミＰＷスリムワイド

※画像はPWTDA300※画像はPWTDA300

●歯幅は僅か１３ｍｍ。３０％以上スリムに！
●溝中、壁際、天井等の狭所はもちろん、短ニップルや
　エルボ継手などの掴み代の狭い継手の締付、
   エルボ返し等あらゆる現場で大活躍！

●歯幅は僅か１３ｍｍ。３０％以上スリムに！
●溝中、壁際、天井等の狭所はもちろん、短ニップルや
　エルボ継手などの掴み代の狭い継手の締付、
   エルボ返し等あらゆる現場で大活躍！

軽量・薄型・ワイドな口開き！

サイズ350　口開き幅：～61mmサイズ350　口開き幅：～61mm
コードNo. 315533コードNo. 315533
標準価格￥12,890標準価格￥12,890

ＰＷＴＤＡ３５０ＰＷＴＤＡ３５０

サイズ300　口開き幅：～49mmサイズ300　口開き幅：～49mm
コードNo. 312413コードNo. 312413
標準価格￥11,090標準価格￥11,090

ＰＷＴＤＡ３００ＰＷＴＤＡ３００

40. ＭＣＣ40. ＭＣＣ

30.アサダ30.アサダ

4,100g/分
液回収速度

12kg
軽量

270g/分
回収速度

￥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！

・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。

標準価格￥54,000標準価格￥54,000

,800

“広い視野”
180°パノラマワイドパネル
“鮮明な視界”
EU規格最高評価取得
高性能液晶ブルーフィルタ
“高い作業効率”
新型ワンタッチヘッドギア

99. スター電器99. スター電器

New

93．ＫＩドリル93．ＫＩドリル

,２８０

ＯＦＦ

標準価格￥8,800標準価格￥8,800

標準価格￥6,750標準価格￥6,750

,050

88. 神王工業88. 神王工業

New
【被削材】
磁器タイル・

押出成形セメント版・
PC板・ガラス・
アクリル板etc
【セット内容】
3.4・4.0・5.0・
6.0・8.0各1本

79. 共立電気計器

,５００

標準価格￥4,100標準価格￥4,100

,55０
×1本

84. カスタム84. カスタム

,０００

74.ボッシュ74. ボッシュ
コードNo. 230910コードNo. 230910
標準価格￥150,000標準価格￥150,000

最大測定深度

１５０ｍｍ

,０００

68.タジマツール
標準価格￥350,000

専用リチウムイオン充電池/AC100V

受光器・三脚付

67. 浅香工業67. 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

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

※ブレーキ無 ※ブレーキ付

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

200Kg
最大使用質量

φ１００
静音キャスター

合版ドーリー合版ドーリー
標準価格 各オープン標準価格 各オープン

66. ナンシン66. ナンシン

持ち運びし易い
取手穴付き！

WD-609-4WD-609-4
コードNo. 305763コードNo. 305763

軽量で頑丈な木製台ドーリー

￥7,90０特
価

WD-609-3WD-609-3
コードNo. 305762コードNo. 305762

￥6,50０特
価

WD-456WD-456
コードNo. 305760コードNo. 305760

￥4,55０特
価

WD-456

WD-609-3

WD-456
WD-609-3
WD-609-4

600×450×17t
900×600×20t
900×600×20t

150kg
150kg
200kg

積載面 積載荷重

トンボ工業65. トンボ工業
スチール製板レーキ Ｇ００１０６     

・刃先は平らなスチール製
・板厚 2 ㎜、先巾 600 ㎜、
  高さ 60 ㎜、全長 1800 ㎜  

実績が作る
確かな品質。

特
価￥２,6００

コード No. 238605
標準価格オープン

￥３,９８０特
価

複式ショベル複式ショベル
コード No. 355873 標準価格 オープン
縦穴を掘る時の強い味方！
植木の移植作業に最適！

深い穴もラクに
掘れます！

・全長：1400mm
・穴径：155mm
・質量：4kg

64. 浅香工業

土離れが
良い！

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

￥2,4００特
価

・全長：970mm
・刃巾×刃長：205×295mm
・質量：1.6kg

63. トンボ工業63. トンボ工業

配管工事の狭い場所での
掘削作業用ショベル！
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！

New

コンクリートの下地に
効かせるので安心！

GLビス5×60プラグ付　GL05600GLビス5×60プラグ付　GL05600
コードNo. 328575コードNo. 328575 標準価格￥800標準価格￥800

サイズ：5×60
頭径：10.0mm

62. 若井産業62. 若井産業

φ5mm
適応下穴径

25本25本
1パック入数1パック入数

GL工法で施工された壁への
金具の取り付けに！

￥550特
価￥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

61. ユニカ60. 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

２個用のセンター穴付！

ML-2MT-W　スイッチボックスケガキレベルML-2MT-W　スイッチボックスケガキレベル
コードNo. 329286コードNo. 329286 標準価格￥6,500標準価格￥6,500

￥4,280特
価

・ 開くと2個用、閉じると1個用のケガキが出来る。
・ φ50mmのホールソー用ケガキ穴付

・ ヒンジが2カ所になり、強度アップ。
・ 目盛り付
・ サイズ：51×13×95mm(閉じた状態)/
  97×6×95mm(開いた状態)
・ 質量：68g

59. ジェフコム59. ジェフコム

New

58.ロブテックス58.ロブテックス
ハイブリッドモンキレンチXハイブリッドモンキレンチX

ガタゼロ＆すき間ゼロガタゼロ＆すき間ゼロ

本締めに迫るプロ仕様！

￥３,２８０特
価

ＵＭ３０ＸＧＢ
コードNo. 327824
標準価格￥4,260

全長：200㎜　口開き：8～30㎜　質量：170g

￥３,５８０特
価

ＵＭ３６ＸＧＢ
コードNo. 327825
標準価格￥4,670

全長：250㎜　口開き：8～36㎜　質量：300g

57. 土牛産業57. 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

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。

トルクアダプタートルクアダプター
56.アネックス56.アネックス

New
ネジのオーバートルクを防ぐ！

標準価格 各￥3,800標準価格 各￥3,800 各￥２,４８０特
価

配電盤のネジ締め推奨配電盤のネジ締め推奨

ATA-M5

ATA-M6
コードNo. 329409

コードNo. 329410

ATA-M3

ATA-M4
コードNo. 329407

コードNo. 329408

品番

ATA-M3
ATA-M4
ATA-M5
ATA-M6

M3
M4
M5
M6

0.7N・m
1.4N・m
2.6N・m
4.6N・m

推奨ネジ
サイズ 設定トルク

55.スターエム

※使用例

￥２,9００特
価

伸縮ソケット（のびるーの）
Ｎｏ．５０１２Ｌ
コードNo. 300640 標準価格￥3,880
狭い奥行きのある所でのビス締め・穴あけ作業に！

本体全長３５０Ｌ

作業に合わせて
軸部が伸びる！

５段階
伸びる！

最長
６００Ｌ

本体全長350L/400L/450L/500L/550L/600L

特
価￥７,７００

コードNo. 316670 標準価格オープン
剛鍛首振りショートソケットセット ＷＳＡ２０９ＰＳ剛鍛首振りショートソケットセット ＷＳＡ２０９ＰＳ

・セット内容：対辺8・10・12・13・14・17・19・21・24㎜
  ソケット×各1本、ケース

●より狭い箇所へのソケット作業に最適な
 「首振りショート」ソケットです。
●18V 対応・12角・首ふり角度15°

業界初！首振りショートソケット！

54. ベッセル54. ベッセル

＜セット内容＞
8・10・12・13・14・17・19・21・24㎜

ソケット各1ケ・ケース

¥4,980特
価

53.ベッセル
コードNo. 313095 標準価格 オープン価格
セミロングソケット９本組　ＳＬ２０９ＰＳ

●最も汎用性があるセミロングサイズのソケットセット
●18V対応　●面接触6角　●全長90㎜

使いやすさと強度を徹底追及！

52. 新亀製作所52. 新亀製作所

￥７４０特
価

￥４８０特
価

スリムマグピタ

１８Ｖ/１４．４Ｖ
インパクト対応

ねじ倒れを防ぐ
強力マグネット！

コードNo. 321372
スリムマグピタビット ＳＳＰ－２１１０（ビット付）スリムマグピタビット ＳＳＰ－２１１０（ビット付）

コードNo. 321371
標準価格￥650

標準価格￥1,000

スリムマグピタ ＳＭＸ－６３５（本体のみ）スリムマグピタ ＳＭＸ－６３５（本体のみ）

６．３５
ｍｍ

※取付イメージ

ソケットが傾く！

両口ソケットレンチ　DR-0813S-FA両口ソケットレンチ　DR-0813S-FA
コードNo. 329287コードNo. 329287 標準価格￥6,600標準価格￥6,600

￥4,280特
価

・1本で4サイズ対応（8、10、12、13）
・傾くソケット採用（約15°）、障害物を避けて締付ができます。
・ラチェット機構　・全長140mmのショートタイプ
・質量：195g

51.ジェフコム51.ジェフコム

New
質量(g)
270
300

軽く切断できる
偏芯機構タイプ！

偏芯電工ニッパ偏芯電工ニッパ
50. ビクタープラス50. ビクタープラス

New

鉄線 銅線
φ2.0×3芯
φ2.0×3芯

VVF線
ZD80-175
ZD80-200

φ3.0
φ4.0

φ4.0
φ5.0

品番

￥５,９２０特
価

￥５,６００特
価

ＺＤ８０－２００
コードNo. 328870

標準価格  ￥7,400

ＺＤ８０－１７５
コードNo. 328868

標準価格  ￥7,000

VVF線から軟鉄線まで
切断可能な薄刃仕様！

48. エンジ二ア48. 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

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

究極進化！
電工職人偏芯ペンチ　ゼロブラック電工職人偏芯ペンチ　ゼロブラック

●軽量薄型！
　カラダの負担を軽減。
●驚異の切れ味！
　マイクロミラーブレード
●軽い力で切断可能！
　偏芯機構

49.フジ矢49.フジ矢

New

質量(g)
270
340

鉄線 銅線
φ2.0×3芯
φ2.6×3芯

VVF線
3300N-200
3300N-225

φ3.4
φ3.6

φ4.0
φ4.0

品番

￥６,０００特
価

￥５,６４０特
価

３３００Ｎ－２２５
（全長232mm）
コードNo. 328209

標準価格  ￥10,000

３３００Ｎ－２００
（全長202mm）
コードNo. 328208

標準価格  ￥9,400

カット位置が
見える！

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

DA－15シリーズ

DA－14シリーズ
カメダデンキ

47.モクバ

￥５６,８００特
価

￥５５,０００特
価

ＤＩＮレールカッター

コードNo. 317163
標準価格 オープン

ＴＨ－１型

コードNo. 317164
標準価格 オープン

ＴＨ－２型

●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

46.モクバ46.モクバ
スマートパンチャー１０（Ｄ１２０）スマートパンチャー１０（Ｄ１２０）
コードNo. 327608 標準価格 オープン

ＳＵＳ/鉄　一発穴あけ！

・全長：680㎜　・質量：5kg　・φ10㎜ダイス付

¥３９,８００特
価

●一つのダイス(刃)で、
ステンレス・鉄両方
の穴あけが可能。

●抜きカスが散らばら
ずにまとめて捨てる
ことができます。

まっすぐに切り進む
ストレートタイプ！

倍力WカッターI型　02880倍力WカッターI型　02880
コードNo. 329406コードNo. 329406 標準価格￥8,000標準価格￥8,000

￥5,600特
価

・ 逆刃でMバー、Cバーの
  リブも切断可能。
・ 全長：約250mm　
・質量：約320g

45. 土牛産業45. 土牛産業

New
ステン板・野縁受け・野縁の切断に！

はさみの概念を超えた
スーパーカッター！

アイガーマルチハサミ　EMH-250アイガーマルチハサミ　EMH-250
コードNo. 329825コードNo. 329825 標準価格￥4,800標準価格￥4,800

￥2,980特
価

・替刃3枚付属
  (取り出し時、刃で指を怪我しない
   ようご注意ください。）
・サイズ：W65×D22×H260mm
・重量：約650g

44. アイガーツール44. アイガーツール

　　＜適応サイズ＞
ワイヤー：直径約10mmまで
枝：直径約15mmまで
ロープ：直径約15mmまで
ダンボール：厚さ約15mmまで

New

トルクレンチの
２丁掛けに最適！

フィックスレンチ　FW-2479N10フィックスレンチ　FW-2479N10
コードNo. 328291コードNo. 328291 標準価格￥5,800標準価格￥5,800

￥3,980特
価

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

39.ＢＢＫ39.ＢＢＫ

高い防塵防水機能！

チャージングスケール　ＢＳ－５０２チャージングスケール　ＢＳ－５０２
コードNo. 328252コードNo. 328252 標準価格￥37,500標準価格￥37,500

￥25,800特
価

●高精度ストレインゲージで正確な測定が可能。
●使用可能温度範囲が -10～60℃の高耐久。
●ケースから取り外して使用可能。

・寸法(mm)：
 265×265×45
・質量：2.7kg
・電源：単4アルカリ
  電池×2本

38.ＢＢＫ38.ＢＢＫ

IP65

デジタルミニ真空ゲージキット
TA142MD
デジタルミニ真空ゲージキット
TA142MD
コードNo. 307222
標準価格￥18,200
コードNo. 307222
標準価格￥18,200

￥13,000特
価

●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。

●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。

37.ＴＡＳＣＯ37.ＴＡＳＣＯ
Ｒ３２・Ｒ４１０Ａ用マニホールドキット
ＴＡ１２２ＧＢ－１
Ｒ３２・Ｒ４１０Ａ用マニホールドキット
ＴＡ１２２ＧＢ－１
コードNo. 311384 標準価格￥24,500コードNo. 311384  標準価格￥24,500
視認性に優れた80Φゲージと、
開閉に便利なボールバルブハンドル採用！

￥17,０００特
価

36.ＴＡＳＣＯ36.ＴＡＳＣＯ

《セット内容》
・92cmホース3本
・マニホールド
・収納ケース　　　￥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

35. ＢＢＫ35. ＢＢＫ

￥５６,５００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）

34. ＲＥＸ

デジタル計付小型真空ポンプ（ケース付）デジタル計付小型真空ポンプ（ケース付）

新型デジタルゲージを
装着してリニューアル！

真空度の計測から漏れ検査まで
このポンプ一台で！

排気量：142L/ 分（50Hz）・170L/ 分（60Hz）
寸法：L395×W145×H257mm　重量：15.9 ㎏
コード No. 317192　標準価格￥93,000

ＢＢ－２６０－ＳＶＣＢＢ－２６０－ＳＶＣ

排気量：排気量：100L/ 分（50Hz)・113L/ 分（60Hz）
寸法：L337×W138×H244mm　重量：10.5 ㎏
コード No. 317191　標準価格￥73,000

ＢＢ－２４０－ＳＶＣＢＢ－２４０－ＳＶＣ

排気量：51L/ 分（50Hz)・57L/ 分（60Hz）
寸法：L318×W124×H234mm　重量：8.5 ㎏
コード No. 317190　標準価格￥68,000

ＢＢ－２２０－ＳＶＣＢＢ－２２０－ＳＶＣ

２ステージ式

真空到達度
１５ミクロン

●液晶デジタル真空計を装備。
　ガス圧をかけてもゲージが
　破損することがありません。
●電磁弁式オイル逆流防止機能搭載。

33. ＢＢＫ

￥４０,０００特
価

￥４３,０００特
価

￥５５,０００特
価

真空ポンプケース
TA150CS×1個サービス

特
典

シンプルデザインの
スタンダードモデル！

ツーステージ真空ポンプ　TA150XDツーステージ真空ポンプ　TA150XD
コードNo. 326473コードNo. 326473 標準価格￥44,000標準価格￥44,000

￥34,800特
価

・サイズ：H220×D280×W110mm
・質量：6.1kg

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。

32.ＴＡＳＣＯ32.ＴＡＳＣＯ

40L/min
排気量

2.0Pa
真空到達度

防止弁付
オイル逆流

2ステージ

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

31. ＢＢＫ

￥１０５,０００特
価￥１３３,０００特

価

フロン回収機　ＴＡ１１０ＸＺ（ボンベ付）
コードNo. 317233 ボンベ付標準価格￥196,000
新冷媒・従来冷媒対応
衝撃の回収能力！

回収能力

２4０
ｇ／ｍｉｎ

コンプレッサー：750Wツインオイルレス

回収ボンベ２４Ｌ
（フロートセンサー付）

コードNo. 313310

＋

29．ＴＡＳＣＯ29．ＴＡＳＣＯ
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85. ＯＭＩ85. 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！

83. 共立電気計器83. 共立電気計器

￥８，９００特
価

￥１４,０００特
価

￥１１,０００特
価

デジタルマルチメータ
●収納に便利なポケットサイズ
●衝撃に強いホルスターケース
●最小分解能ＡＣ/ＤＣ ０．１Ａ
●先端ピン長 １８ｍｍこすれ、ひっぱりに強い新強化保護ブッシュ！

現場で活躍する必需品がリニューアル！

検波方式：実効値　被測定導体径：φ12mm
AC/DC 電流：120A２０１２ＲＡ２０１２ＲＡ

コード No. 320615
標準価格￥16,500

検波方式：平均値　被測定導体径：φ10mm
AC/DC 電流：100A２００１Ａ２００１Ａ

コード No. 320614
標準価格￥13,000

検波方式：平均値　被測定導体径：φ6mm
AC/DC 電流：60A２０００Ａ２０００Ａ

コード No. 320613
標準価格￥10,500

￥４９,８００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。

81. 横河81. 横河

USBポート付コードリールUSBポート付コードリール
103. ハタヤ103. ハタヤ

NewＵＳＢポートを搭載したコードリール！

ＧＳ－３０Ｕ４Ｋ（接地付タイプ）ＧＳ－３０Ｕ４Ｋ（接地付タイプ）

コードNo. 329291コードNo. 329291
標準価格￥20,400標準価格￥20,400 ￥１４,０００特

価

・コード長30m/コンセント仕様 AC100V×2 USB×4
・サイズ：H326×W275×D181mm
・質量：7.3kg

ＧＳＢ－３０Ｕ４Ｋ（漏電遮断器付タイプ）ＧＳＢ－３０Ｕ４Ｋ（漏電遮断器付タイプ）

コードNo. 329292コードNo. 329292
標準価格￥26,000標準価格￥26,000 ￥１７,８００特

価

・コード長30m/コンセント仕様 AC100V×2 USB×4
・サイズ：H355×W275×D208mm
・質量：7.5kg

100Vコンセントを使用しながら、スマートフォンやタブレットなどを同時に充電できます。
接地付タイプ・漏電遮断器付きタイプを追加ラインアップ！
100Vコンセントを使用しながら、スマートフォンやタブレットなどを同時に充電できます。
接地付タイプ・漏電遮断器付きタイプを追加ラインアップ！

￥２２７,０００特
価

コードNo. 320318 標準価格￥335,000

コードレスパンチャー
ISK－MP20LF

３６Ｖハイパワーモーター搭載！

＜最大穴あけ能力＞
・SS400相当：φ20 t=9mm
・SUS304相当：φ20 t=6mm

＜最大穴あけ能力＞
・SS400相当：φ20 t=9mm
・SUS304相当：φ20 t=6mm

AC100Vに負けない
圧倒的なハイパワー！

業界最軽量業界最軽量

10.5kg

102.育良精機

オールインワンを実現！

充電TIG溶接機　ISK-Li160TIG充電TIG溶接機　ISK-Li160TIG
コードNo. 328560コードNo. 328560 標準価格￥698,000標準価格￥698,000

￥450,000特
価

101. 育良精機101. 育良精機

・溶接開始部と終了部の欠陥を低減し、
均一な溶接を可能にする
アップスロープ・ダウンスロープ制御。

・手動溶接の機能搭載！
電撃防止機能付き、現場持込に最適。

・溶接開始部と終了部の欠陥を低減し、
均一な溶接を可能にする
アップスロープ・ダウンスロープ制御。

・手動溶接の機能搭載！
電撃防止機能付き、現場持込に最適。

●業界初の一体型TIG溶接機。
　リン酸鉄リチウムイオン電池搭載。
●パルス機能搭載により、
　多様な母材の高品質溶接を実現。
・定格入力電圧：100V 50/60Hz
・定格出力電流：160(20～160)A 

手動溶接80(20～80)A
・定格負荷電圧：24V
・定格無負荷電圧：52.8V
・定格使用率：30%
・外形寸法：W185×L455×H320
・質量：18kg

超軽量・超小型！

インバータ直流アーク溶接機　MA-2125DFインバータ直流アーク溶接機　MA-2125DF
コードNo. 315972コードNo. 315972 標準価格￥125,000標準価格￥125,000

￥65,000特
価

・使用率60%で耐久性UP！
・デジタル表示で

出力電流設定が正確。
・直流出力・デジタル制御で

安定した出力。

100. マイト工業100. マイト工業

定格入力電圧（V）
定格入力電流（A）
定格周波数
定格入力容量
出力電流（A）
電撃防止装置
無負荷電圧（V）
仕様溶接棒
入力コード
外形寸法（mm）
質量（kg）

単相100
40

4kVA(3.9kW)
125

MAX φ2.6

50/60

内蔵(ON/OFF切替スイッチ付)
66(電撃防止機能:20V以下)

4.0sq×2.5m
W135×L420×H250

7.0

単相200
35

7kVA(6.9kW)
200

MAX φ4.0

日本初・３面自動遮光タイプ！

遮光面アイボーグ180°　EB-300PW遮光面アイボーグ180°　EB-300PW
コードNo. 329201コードNo. 329201 標準価格￥54,000標準価格￥54,000

￥32,800特
価

・電源：ソーラー電池+リチウム電池
(CR2450)×2個

・本体サイズ：W250×D270×H340mm
・本体質量：660g

“広い視野”
180°パノラマワイドパネル
“鮮明な視界”
EU規格最高評価取得
高性能液晶ブルーフィルタ
“高い作業効率”
新型ワンタッチヘッドギア

遮光度　遮光前：#3
遮光度　遮光時：中央#4～#8・#8～#12(切替) 両側：#10
遮光速度：1/25,000秒

99. スター電器99. スター電器

New

98. 日動工業98. 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

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。

￥７,４００特
価

コードNo. 319486 標準価格 オープン

ユニ・ガーディアン・パック
（緑／350g）

段ボール、ブロック、木箱で水槽も作れる
驚愕の防水性能！

各種金属・木材・プラスチック・
コーキング・石材・レンガ等々、
あらゆる材質にそのまま塗れます。
更に乾燥後に上から塗装も可能。
サビ止め・水漏れ防止・接着補強に！

塗るだけ！強力補修剤！

97. ユニ97. ユニ
ＴＯＰ２０００スプレー ５００ml

96. オートール

ドイツ製
超耐久性・
強粘着性
グリース   

抜群の耐水性！
対極圧性！
耐熱性！

特
価￥１,８００

コード No. 227223  標準価格￥2,300

メンテナンス
コストに
差がでる！

メンテナンス
コストに
差がでる！

幅広い適用範囲優れたバランスの汎用グリース
付属のチューブノズルで狭い隙間・奥まで噴射    

95. ＯＭＩ95. ＯＭＩ
マルチエコカッターマルチエコカッター

／コードNo. 239729
／コードNo. 239737
／コードNo. 327810
／コードNo. 239738
／コードNo. 237449

／コードNo. 239729
／コードNo. 239737
／コードNo. 327810
／コードNo. 239738
／コードNo. 237449

F110N
F135N
F150N
F165N
F180N

F110N
F135N
F150N
F165N
F180N
標準価格 各￥6,000

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！

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！

各￥３,６００特
価

金属から木材まで
多種多様な切断に！

鋳鉄管(ダクタイル・モルタルライニング )の
切断に威力を発揮！
(その他さまざまな鉄材等にも使用可)

抜群の切断スピード！
メタルマックスガスソーメタルマックスガスソー

コードNo. 329645コードNo. 329645
標準価格￥33,000標準価格￥33,000

￥２１,８００特
価

・付属リング(内径)：20/22/25.4mm

94. レノックス94. レノックス

サクサク切断
動画を
チェック！

New

３５７×３０．５×３．７

コードNo. 329644コードNo. 329644
標準価格￥28,000標準価格￥28,000

￥１８,８００特
価

３００×３０．５×３．７

93．ＫＩドリル93．ＫＩドリル

￥５,２８０特
価

４０％
ＯＦＦ

Ｇ１ブレード １０５ｍｍ
コードNo. 218927コードNo. 218927 標準価格￥8,800標準価格￥8,800
基盤に無数のダイヤをちりばめ、塩ビパイプ
の切断時にバリが出ず、面取りにも最適！
キッチンパネルはささくれず、
きれいに切断！

【用途】
硬質塩ビパイプ、
硬質タイル、
人造大理石、
押出し成形セメント、
キッチンパネル

￥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！

92. ユニカ91. ＫＩドリル91. 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

１８Ｖ対応

90.トップ90.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

89.ライト精機89.ライト精機
六角軸タップ下穴用ドリル六角軸タップ下穴用ドリル

材質/HSSチタンコーティング材質/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：2㎜

タップ下穴あけにこの一本！

￥１,８００特
価

ＬＳＴ－Ｔ４１０
コードNo. 327784
標準価格 ￥2,800
適合タップ：M4・M5・M6・M8・
3/8W・M10

￥１,５８０特
価

ＬＳＴ－Ｔ４－３／８
コードNo. 327785
標準価格 ￥2,420
適合タップ：M4・M5・M6・3/8W

業界初！超長寿命！

充電クロスドリル5本組　JXD-5S1充電クロスドリル5本組　JXD-5S1
コードNo. 329126コードNo. 329126 標準価格￥6,750標準価格￥6,750

￥4,050特
価

・回転数は1000rpm～1300rpmでご使用ください。
・サイド刃を使いながらスリコギ穿孔を行ってください。
・先端を水で冷やしながら使用してください。

88. 神王工業88. 神王工業

New
六角軸
6.35mm 【被削材】

磁器タイル・
押出成形セメント版・

PC板・ガラス・
アクリル板etc
【セット内容】
3.4・4.0・5.0・
6.0・8.0各1本

※シャンクは別途
　お買い求めください。

スーパーメタルコアカッタースーパーメタルコアカッター
87. ミヤナガ87. ミヤナガ

金属サンドイッチパネルへの
穴あけに最適！

鉄板

ステンレス
鋼板

デッキプレート
鋼板

ガルバリウム鋼板
を使用した

金属系サイディング

標準価格 各￥3,800標準価格 各￥3,800

各￥２,３８０特
価

ＰＣＳＭＣＤ２２５（センタードリル）
コードNo. 327717コードNo. 327717

標準価格 各￥13,250標準価格 各￥13,250

各￥８,３００特
価

ＰＣＳＭ６５Ｃ（カッター65mm）
コードNo. 327711コードNo. 327711

標準価格 各￥11,250標準価格 各￥11,250

各￥７,０００特
価

ＰＣＳＭ５０Ｃ（カッター50mm）
コードNo. 327710コードNo. 327710

標準価格 各￥9,250標準価格 各￥9,250

各￥５,８００特
価

ＰＣＳＭ３８Ｃ（カッター38mm）
コードNo. 327709コードNo. 327709

ＰＣＳＭ３２Ｃ（カッター32mm）
コードNo. 327708コードNo. 327708

●ステンレス・
　鉄板・
　塩ビ板用

アルミナコーティング仕様で耐久性・耐熱性ＵＰ！
86. ハウスＢＭ

ステップドリル
穴あけ作業・
既存の穴の拡径作業・
バリ取り・
面取り作業に！

ＳＤ４－１３Ｊ ￥５,５８０特
価コードNo. 316279

標準価格￥9,300

適用サイズ：4・5・6・7・8・9・10・11・12・13

ＳＤ５－２１Ｊ ￥７,８００特
価コードNo. 316280

標準価格￥13,000

適用サイズ：5・7・9・11・13・15・17・19・21

ＳＤ４－２２Ｊ ￥７,８００特
価コードNo. 316281

標準価格￥13,000

適用サイズ：4・6・8・10・12・14・16・18・20・22

ＳＤ６－３８ ￥１８,０６０特
価コードNo. 316282

標準価格￥30,100

適用サイズ：6・9・11・13・15・18・21・23・25・27・30・32・33・35・38

解析力をアップした
ディジタルクランプ！

クランプオンAC・DCハイテスタ　3285クランプオンAC・DCハイテスタ　3285
コードNo. 229263コードNo. 229263 標準価格￥49,800標準価格￥49,800

￥42,800特
価

82.日置電機82.日置電機

・直流/交流電流レンジ：200/2000A
・直流/交流電圧レンジ：30～600V 3レンジ
・測定可能導体径：φ55mm以下
・寸法：W62×H260×D39mm　・質量：540g
・電源：積層形マンガン乾電池(6F22)×1 

またはACアダプタ(別売)

・直流/交流電流レンジ：200/2000A
・直流/交流電圧レンジ：30～600V 3レンジ
・測定可能導体径：φ55mm以下
・寸法：W62×H260×D39mm　・質量：540g
・電源：積層形マンガン乾電池(6F22)×1 

またはACアダプタ(別売)

●電力のレベル出力、
　波形出力および 
　周波数のアナログ出力が可能
●2840Aまでの測定ができる、 
　波高値ピークホールド機能
●全・半波整流波形の実効値測定が
　できるAC+DCモード

80. 共立電気計器

各￥２７,２００特
価

3431コードNo. 309479
3432コードNo. 309480

標準価格 各￥32,000
３レンジアナログ絶縁抵抗計

絶縁状態をＬＥＤの色で確認！
（緑：高抵抗、赤：低抵抗）

3432

●交流・直流電圧を自動判別測定機能
●自動点灯するＬＥＤライトとスケール照明

3431：250/500/1000V
3432：125/250/500V
3431：250/500/1000V
3432：125/250/500V
3431：250/500/1000V
3432：125/250/500V

出し入れ簡単
収納ケース付

79. 共立電気計器

￥２５,５００特
価

簡易接地抵抗計 ４３００
コード No. 234183
標準価格￥30,000
接地棒の要らない
簡易測定（２極法）専門器！

●地電圧／補助接地抵抗の
　異常をＬＥＤで通知
●100Ω以下を
　ブザーでお知らせ
●微小電流(2mA)で
　ＥＬＢの動作を防ぐ！

両手操作で安全確保を！

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

￥3,55０特
価

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

84. カスタム84. カスタム

本体を金属板に貼れる磁石を内蔵！

プローブは巻取り収納式！
導通チェック機能付き！（LED、ブザー）

気泡がデカくて見やすい！
箱型アルミレベル L777箱型アルミレベル L777

78. アカツキ製作所78. アカツキ製作所

New
L777 300mmL777 300mm

￥２,２８０特
価

コードNo. 329112
標準価格￥3,800
コードNo. 329112
標準価格￥3,800

L777 450mmL777 450mm

￥２,６７０特
価

コードNo. 329114
標準価格￥4,450
コードNo. 329114
標準価格￥4,450

L777 600mmL777 600mm

￥３,０００特
価

コードNo. 329115
標準価格￥5,000
コードNo. 329115
標準価格￥5,000

28mm

60mm

垂直気泡管

V溝付測定面

端面マド付で
狭い所でも
測定できます。

過去最大の気泡管を実現。
視認性抜群で効率 UP！

77. シンワ測定77. シンワ測定
ブルーレベル勾配用一管式ブルーレベル勾配用一管式

300mm（76358）300mm（76358）
コードNo. 238733
標準価格￥7,000
コードNo. 238733
標準価格￥7,000
450mm（76355）450mm（76355）
コードNo. 308275
標準価格￥7,750
コードNo. 308275
標準価格￥7,750
600mm（76359）600mm（76359）
コードNo. 238734
標準価格￥8,500
コードNo. 238734
標準価格￥8,500 ￥5,950特

価

￥5,420特
価

￥4,900特
価

水平から2.5／100勾配まで連続して
見る事ができる一管式気泡管を採用！テープの裏面が賢い！

極匠ゴム裏技極匠ゴム裏技

コードNo. 329531コードNo. 329531

離れても見やすい「5mm 間隔目盛」（裏面のみ）
一目でわかる「通し寸法表記」（裏面のみ）

￥１,９８０特
価

標準価格
オープン

76. PROMART76. PROMART
New

ＧＵＧ２５５５Ｍ
マグネット爪タイプ テープ長5.5m

コードNo. 329532コードNo. 329532

￥２,１５０特
価

標準価格
オープン

ＧＵＧ２５５５Ｈ
マグネット爪・ホルダー付き　
テープ長5.5m

￥３５,８００特
価

75. ボッシュ75. 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

￥１１２,０００特
価

74. ボッシュ74. ボッシュ
コンクリート探知機
Ｄ-ＴＥＣＴ１５０ＣＮＴ
コンクリート探知機
Ｄ-ＴＥＣＴ１５０ＣＮＴ

コードNo. 230910コードNo. 230910
標準価格￥150,000標準価格￥150,000

埋設物の位置をカンタン、
正確に探知！
対象物までの深さ、
材質をズバリ表示！

※使用例

太陽光パネル設置時の
垂木探しに！

最大測定深度

１５０ｍｍ

￥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

72. ソキア

￥２９,８００特
価

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！

・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

73. サンポウ光学71.ライカ

￥122,000特
価

コードNo. 310900 標準価格￥235,000

回転式レーザーレベル
ＲＵＧＢＹ６１０（三脚付）

・完全自動水平
・直径６００ｍ仕様・３年保証付
・本体・デジタル受光器・三脚付 デジタル受光器付

70.ＬＴＣ70.ＬＴＣ
グリコンレーザー　ＬＴＣ－ＳＳＧＭ９Ｘセットグリコンレーザー　ＬＴＣ－ＳＳＧＭ９Ｘセット
コードNo. 323022 標準価格¥273,000

超高輝度グリーンレーザー搭載！

・４×おおがね・水平360°・地墨
・フルライン電子整準タイプ
・ACアダプター付

¥１１５,０００特
価

受光器・三脚付

ドットポイント搭載

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

￥49,800特
価

69.ＬＴＣ69.ＬＴＣ

・ 4×おおがね・水平・地墨
・ 高輝度グリーンレーザー　
・全周微調整機能付

＜付属品＞
受光器
充電池

ACアダプター

￥２３１,０００特
価

68.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！

67. 浅香工業67. 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

サイズ：810×490×900㎜
重量：11.0㎏

￥１２,特
価

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,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

※ブレーキ無 ※ブレーキ付

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

200
φ１００

コンクリートの下地に
効かせるので安心！

コードNo. 328575コードNo. 328575 標準価格￥800標準価格￥800

62. 若井産業62. 若井産業

25本25本

GL工法で施工された壁への
金具の取り付けに！

￥550特
価

トルクアダプタートルクアダプター
56.アネックス56.アネックス

ネジのオーバートルクを防ぐ！

標準価格 各￥3,800標準価格 各￥3,800 各￥２,特
価

ATA-M5

ATA-M6
コードNo. 329409

コードNo. 329410

ATA-M3

ATA-M4
コードNo. 329407

コードNo. 329408

品番

ATA-M3
ATA-M4
ATA-M5
ATA-M6

M3
M4
M5
M6

0.7N・m
1.4N・m
2.6N・m
4.6N・m

推奨ネジ
サイズ

ソケットが傾く！
コードNo. 329287コードNo. 329287 標準価格￥6,600標準価格￥6,600

￥4,280特
価

・1本で4サイズ対応（8、10、12、13）
・傾くソケット採用（約15°
・ラチェット機構　・全長140mmのショートタイプ
・質量：195g

51.ジェフコム51.ジェフコム

New

まっすぐに切り進む
ストレートタイプ！

倍力WカッターI型　02880倍力WカッターI型　02880
コードNo. 329406コードNo. 329406 標準価格￥8,000標準価格￥8,000

￥5,600特
価

  リブも切断可能。
・ 全長：約250mm　
・質量：約320g

45. 土牛産業45. 土牛産業

ステン板・野縁受け・野縁の切断に！

トルクレンチの
２丁掛けに最適！

フィックスレンチ　FW-2479N10フィックスレンチ　FW-2479N10
コードNo. 328291コードNo. 328291 標準価格￥5,800標準価格￥5,800

￥3,980特
価

・ルームエアコン(1/4、3/8用)
  室内機側ユニオン部(オスネジ側)の
  六角固定用レンチです。

・横滑り防止プレートは2mmのアレンレンチにて
  取り外し可能です。
・全長：250mm　・くわえ部厚み：10mm

39.ＢＢＫ39.ＢＢＫ

デジタル計付小型真空ポンプ（ケース付）デジタル計付小型真空ポンプ（ケース付）

新型デジタルゲージを
装着してリニューアル！

真空度の計測から漏れ検査まで
このポンプ一台で！

排気量：142L/ 分（50Hz）・170L/ 分（60Hz）
ＢＢ－２６０－ＳＶＣＢＢ－２６０－ＳＶＣ

ＢＢ－２４０－ＳＶＣＢＢ－２４０－ＳＶＣ

排気量：51L/ 分（50Hz)・57L/ 分（60Hz）
ＢＢ－２２０－ＳＶＣＢＢ－２２０－ＳＶＣ

２ステージ式

真空到達度
１５ミクロン

●液晶デジタル真空計を装備。
　ガス圧をかけてもゲージが
　破損することがありません。
●電磁弁式オイル逆流防止機能搭載。

33. ＢＢＫ

￥４０,０００特
価

￥４３,０００特
価

￥５５,０００特
価
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お気軽にご用命ください

アルミ製パイプ足場アルミ製パイプ足場
131. ピカコーポレイション131. ピカコーポレイション

超軽量！安定感抜群！

作業床寸法：485×1,250mm

●●●●●●●
●●●●●●●●●
●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●

２段セット
・全高：4.33～4.63m
・作業床高さ：3.18～3.48m　・質量：57.0kg

ＡＴＬ－２ＷＡＪＳ

コードNo. 305843コードNo. 305843
標準価格 オープン標準価格 オープン ￥２１８,０００特

価

３段セット
・全高：5.85～6.15m
・作業床高さ：4.70～5.00m　・質量：74.0kg

ＡＴＬ－３ＷＡＪＳ

コードNo. 305844コードNo. 305844
標準価格 オープン標準価格 オープン ￥２５８,０００特

価

100Kg
最大使用質量

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

130. 長谷川工業

●昇り降りをより快適にする
　ワイドな脚幅

スカイラダー
全てが日本品質。

コンパクトに
縮めて収納・
持ち運び

●スムーズにロック解除が
　出来るプルリング

●上段部での昇り降りを
　軽快にするエンドキャップ

100Kg
最大使用質量

全長5.87m　縮長1.05m　重量25.8㎏

￥７９,８００特
価

ＬＳ－５９
コードNo. 319247
標準価格￥130,000

全長4.88m　縮長0.96m　重量19.5㎏

￥６９,８００特
価

ＬＳ－４９
コードNo. 319246
標準価格￥116,000

全長3.89m　縮長0.88m　重量13.4㎏

￥３９,８００特
価

ＬＳ－３９
コードNo. 319245
標準価格￥66,000

最大使用質量１３０kg対応！
アルミ二連はしごアルミ二連はしご

各￥２９,８００特
価

ＳＸ－７４ＤＳＸ－７４Ｄ
コードNo. 223513コードNo. 223513
標準価格￥83,000標準価格￥83,000

全長：7.43m
縮長：4.67m
質量：18.5kg

ＳＸ－８１ＤＳＸ－８１Ｄ
コードNo. 223514コードNo. 223514
標準価格￥94,000標準価格￥94,000

全長：8.12m
縮長：5.01m
質量：20.2kg

129. アルインコ129. アルインコ

130Kg
最大使用質量

はしご上部カバー
HJC-2×1組サービス

特
典

電工用専用脚立電工用専用脚立
128. 長谷川工業128. 長谷川工業

２０,０００Ｖに耐える電気工事用！

幅広踏みざん78mm
支柱はFRP製

滑りにくいうえ、電気絶縁性に
優れた脚端具

150Kg
最大使用質量

ＲＧＦ１.０－０９
コードNo. 316756コードNo. 316756

天板高さ：0.83m　質量：6.1kg

標準価格￥37,000標準価格￥37,000 ￥１６,８００特
価

ＲＧＦ１.０－１２
コードNo. 316757コードNo. 316757

天板高さ：1.12m　質量：8.3kg

標準価格￥43,000標準価格￥43,000 ￥１８,８００特
価

ＲＧＦ１.０－１５
コードNo. 316758コードNo. 316758

天板高さ：1.41m　質量：9.9kg

標準価格￥49,000標準価格￥49,000 ￥２１,８００特
価

ＲＧＦ１.０－１８
コードNo. 316759コードNo. 316759

天板高さ：1.70m　質量：11.5kg

標準価格￥58,000標準価格￥58,000 ￥２５,８００特
価

NDA－150～210：300×172mmNDA－150～210：300×172mm

アウトリガー付きはしご兼用脚立アウトリガー付きはしご兼用脚立
127. ピカコーポレイション127. ピカコーポレイション

New

より安全性がアップする
アウトリガー付き！

ＮＤＡ－９０
コードNo. 328032コードNo. 328032

・天板高さ：0.81m　・質量：4.6kg

標準価格￥31,000標準価格￥31,000 ￥１８,８００特
価

ＮＤＡ－１２０
コードNo. 328033コードNo. 328033

・天板高さ：1.10m　・質量：5.5kg

標準価格￥34,000標準価格￥34,000 ￥２０,８００特
価

ＮＤＡ－１５０
コードNo. 328034コードNo. 328034

・天板高さ：1.39m　・質量：7.5kg

標準価格￥40,000標準価格￥40,000 ￥２４,８００特
価

ＮＤＡ－１８０
コードNo. 328035コードNo. 328035

・天板高さ：1.68m　・質量：8.9kg

標準価格￥45,000標準価格￥45,000 ￥２７,８００特
価

ＮＤＡ－２１０
コードNo. 328036コードNo. 328036

・天板高さ：1.98m　・質量：11.2kg

標準価格￥51,000標準価格￥51,000 ￥３０,８００特
価

100Kg
最大使用質量

・天板寸法：NDA－90・120：300×164mm・天板寸法：NDA－90・120：300×164mm

グッドデザイン賞受賞！
専用脚立ジャガー

※画像は JAG-120B

●片手でバーを持ち上げるだけで楽々収納。
●持ち運び時の「ガチャガチャ音」も軽減し、
   運搬時のストレスを和らげます。

￥１４,８００特
価

天板高さ 2020mmＪＡＧ－２１０ＢＪＡＧ－２１０Ｂ
コード No. 321297
標準価格￥29,000

￥１２,８００特
価

天板高さ1720mmＪＡＧ－１８０ＢＪＡＧ－１８０Ｂ
コード No. 321296
標準価格￥25,000

￥１０,８００特
価

天板高さ1420mmＪＡＧ－１５０ＢＪＡＧ－１５０Ｂ
コード No. 321295
標準価格￥21,000

￥９,８００特
価

天板高さ1120mmＪＡＧ－１２０ＢＪＡＧ－１２０Ｂ
コード No. 321294
標準価格￥19,000

￥８,８００特
価

天板高さ 820mmＪＡＧ－９０ＢＪＡＧ－９０Ｂ
コード No. 321293
標準価格￥17,000

130Kg

最大使用質量

55ｍｍ

踏ざん幅

126. アルインコ

スタイリッシュなデザインと
安心設計！

片面式アルミ踏台　PSL－2D片面式アルミ踏台　PSL－2D
コードNo. 329810コードNo. 329810 標準価格￥8,000標準価格￥8,000

￥5,500特
価

・天板サイズ：W335×D260mm
・使用時サイズ
W470×D580×H740mm
・折りたたみサイズ
W470×D60×H810mm
・本体質量：3.7kg

125. フローバル125. フローバル

●作業しやすいワイドな天板
●すき間に収まる薄型設計
●すべり止めゴム製

100Kg
最大使用質量

伸・耐・快を備えた
職人の相棒！

サポートリフターサポートリフター

ＳＬＧ－Ｓ２９０ＳＬＧ－Ｓ２９０
コードNo. 329044コードNo. 329044
標準価格￥9,000標準価格￥9,000
ＳＬＧ－Ｓ３９０ＳＬＧ－Ｓ３９０
コードNo. 329045コードNo. 329045
標準価格￥10,500標準価格￥10,500

￥５,４００特
価

使用範囲：約1,600～2,900mm

￥６,３００特
価

使用範囲：約1,600～3,900mm

124. 新潟精機124. 新潟精機

耐荷重100kgf ※使用例

●伸縮自在、様々な場所や 
　用途で使えます。
●抜群の耐荷重で現場を 
　しっかり支える。
●ラチェット機能で早く 
　簡単に突っ張れる。

New
123. おたふく手袋123. おたふく手袋

ロングタイツ　ＪＷ－５５０ロングタイツ　ＪＷ－５５０
夏、冬、無敵！

標準価格 各￥3,500

各￥２,１８０特
価

胴囲
Sサイズ表（ｃｍ）

68~76 76~84 84~94

１5５～１6５ １６５～１７５ １７５～１８５

Ｍ Ｌ
94~104

１７５～１８５

ＬＬ

身長

Sサイズ
Mサイズ
Lサイズ
LLサイズ

Sサイズ
Mサイズ
Lサイズ
LLサイズ

コードNo. 321829
コードNo. 321830
コードNo. 321831
コードNo. 321832

コードNo. 321829
コードNo. 321830
コードNo. 321831
コードNo. 321832

カモフラ×レッド

Sサイズ
Mサイズ
Lサイズ
LLサイズ

Sサイズ
Mサイズ
Lサイズ
LLサイズ

コードNo. 321824
コードNo. 321825
コードNo. 321826
コードNo. 321827

コードNo. 321824
コードNo. 321825
コードNo. 321826
コードNo. 321827

ブラック×ブルー

新次元繊維「アウトラスト」が厚さ、寒さを感知して温度を調整。
オールシーズン戦えるコンプレッションウェア！
新次元繊維「アウトラスト」が厚さ、寒さを感知して温度を調整。
オールシーズン戦えるコンプレッションウェア！

122. おたふく手袋122. おたふく手袋
クルーネックシャツ　ＪＷ－５４０クルーネックシャツ　ＪＷ－５４０

夏、冬、無敵！

標準価格 各￥3,880

各￥２,４００特
価

胸囲
Sサイズ表（ｃｍ）

８0～88 ８８～９６ ９６～１０４

１5５～１6５ １６５～１７５ １７５～１８５

Ｍ Ｌ
１０４～１１２

１７５～１８５

ＬＬ

身長

Sサイズ
Mサイズ
Lサイズ
LLサイズ

Sサイズ
Mサイズ
Lサイズ
LLサイズ

コードNo. 321819
コードNo. 321820
コードNo. 321821
コードNo. 321822

コードNo. 321819
コードNo. 321820
コードNo. 321821
コードNo. 321822

カモフラ×レッド

Sサイズ
Mサイズ
Lサイズ
LLサイズ

Sサイズ
Mサイズ
Lサイズ
LLサイズ

コードNo. 321814
コードNo. 321815
コードNo. 321816
コードNo. 321817

コードNo. 321814
コードNo. 321815
コードNo. 321816
コードNo. 321817

ブラック×ブルー

新次元繊維「アウトラスト」が厚さ、寒さを感知して温度を調整。
オールシーズン戦えるコンプレッションウェア！
新次元繊維「アウトラスト」が厚さ、寒さを感知して温度を調整。
オールシーズン戦えるコンプレッションウェア！

ＦＣ－１８１（白）ＦＣ－１８１（白）
25.0cm
25.5cm
26.0cm
26.5cm
27.0cm

コード No. 312992
コード No. 312993
コード No. 312994
コード No. 312995
コード No. 312996

ＦＣ－２９２（黒）ＦＣ－２９２（黒）
25.0cm
25.5cm
26.0cm
26.5cm
27.0cm

コード No. 312999
コード No. 313000
コード No. 313001
コード No. 313002
コード No. 313003

121.ディアドラ121.ディアドラ
安全靴FINCH(フィンチ)安全靴FINCH(フィンチ)
人気のボアフィットシステム！
靴ひもを使用せず着脱がスムーズで、
快適なフィット感を提供！
靴ひもを使用せず着脱がスムーズで、
快適なフィット感を提供！ JSAA認定

A種プロテクティブ
スニーカー

標準価格 各￥13,000

各￥１１,０００特
価

ダイヤルを回してステンレス鋼ワイ
ヤーを締めたり緩めたりする「Boa
フィットシステム」

120. サンダンス120. サンダンス
安全靴　GT－EvoX
ハイカット仕様でくるぶしまでガッチリガード！

各￥3,48０特
価

標準価格 各オープン

履きやすさ×動きやすさ×安全性　カッコ良さにもこだわった一足。

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

コードNo. 320985
コードNo. 320986
コードNo. 320987
コードNo. 320988
コードNo. 320989
コードNo. 320990

ホワイト/ネイビー
25.0cm
25.5cm
26.0cm
26.5cm
27.0cm
28.0cm

コードNo. 320999
コードNo. 321000
コードNo. 321001
コードNo. 321002
コードNo. 321003
コードNo. 321004

インディゴ /ブラウン
ネイビー
25.0cm　コードNo. 329426
25.5cm　コードNo. 329427
26.0cm　コードNo. 329428
26.5cm　コードNo. 329429
27.0cm　コードNo. 329430

25.0cm　コードNo. 329426
25.5cm　コードNo. 329427
26.0cm　コードNo. 329428
26.5cm　コードNo. 329429
27.0cm　コードNo. 329430

ホワイト
25.0cm　コードNo. 329448
25.5cm　コードNo. 329449
26.0cm　コードNo. 329450
26.5cm　コードNo. 329452
27.0cm　コードNo. 329453

25.0cm　コードNo. 329448
25.5cm　コードNo. 329449
26.0cm　コードNo. 329450
26.5cm　コードNo. 329452
27.0cm　コードNo. 329453

安全靴キャンパスセーフティ　SD88－HI安全靴キャンパスセーフティ　SD88－HI
119. サンダンス119. サンダンス

Newタフでイカした安全靴！

ハイカットによりくるぶしを守る。
先芯：鋼鉄製(JIS規格S級相当)

キャンバス生地のおしゃれなアッパーデザイン！

標準価格 各オープン標準価格 各オープン

各￥３,２００特
価

118.ペンギン118.ペンギン

各￥780特
価

耐切創手袋　ワークハンターＧ

コードNo. 313636／Ｍ
コードNo. 313645／Ｌ
コードNo. 313636／Ｍ
コードNo. 313645／Ｌ

標準価格 各オープン

耐切創能力レベル５
※ＥＵにおける統一規格CE
EN３８８で最高ランクのレベル５をクリアしています。

グラスファイバーとポリアラミドを
編み込み強靭性、耐摩耗性を大幅アップ！

（Mサイズ） （Lサイズ）

口元ゆったり
リラックス
タイプ！

プロレーンマスクRELAX　５０枚箱入プロレーンマスクRELAX　５０枚箱入
コードNo. 322771コードNo. 322771 標準価格オープン標準価格オープン

￥５５０特
価

117. メディコム117. メディコム

ASTM F2100 LEVEL1 に適合した
医療用マスク！
●メガネを掛けても曇りにくい！
●耳が痛くなりにくい太平型ゴムを採用！
●ウイルスを含む飛沫・花粉等を９９％カット！

￥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）

116.マックス115.リコー115.リコー
防水防塵カメラ　Ｇ９００保証モデル防水防塵カメラ　Ｇ９００保証モデル
コードNo. 327774 標準価格¥108,000

ハードな現場に応える
タフな性能！

●2.1mの落下テストもクリア。耐落下衝撃性を高めたタフボディ。
●IPX8相当の防水性能。水深20mで2時間の使用が可能。
●2.1mの落下テストもクリア。耐落下衝撃性を高めたタフボディ。
●IPX8相当の防水性能。水深20mで2時間の使用が可能。
●工事用電子小黒板機能に対応予定！●工事用電子小黒板機能に対応予定！
・本体サイズ：W118.2×H65.5×D33.1㎜
・質量：252g(電池、SDメモリーカード含む)

¥８９,８００特
価

114. 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）

アクティブバッグアクティブバッグ
113. マーベル113. マーベル

New目指したのは使いやすさ！

※画像はビッグサイズです。

※レギュラーサイズ使用例

・サイズ：H460×W340×D200mm　・質量：1,250g
●機能的な8つのポケット
MAB－R（レギュラーサイズ）

コードNo. 329834コードNo. 329834
標準価格￥11,000標準価格￥11,000 ￥６,６００特

価

容量
30ℓ

MAB－B（ビッグサイズ）

・サイズ：H600×W340×D200mm　・質量：1,580g

●靴などを分けて収納できる2層式収納。
●ショルダーベルト、かさ増し巾着付き。

コードNo. 329835コードNo. 329835
標準価格￥15,000標準価格￥15,000 ￥９,０００特

価

容量
合計最大40ℓ

水拭き可能な特殊素材！
スライド式チェストストラップ・背中パット付き
水拭き可能な特殊素材！
スライド式チェストストラップ・背中パット付き

セフ着脱式工具差しセフ着脱式工具差し
112. タジマツール112. タジマツール

New

SFKSN－P1VA（VAストリッパー差し）
コードNo. 329510コードNo. 329510
標準価格￥4,640標準価格￥4,640 ￥３,０８０特

価
SFKSN－P1PD（充電ペンドライバ差し）
コードNo. 329511コードNo. 329511
標準価格￥4,140標準価格￥4,140 ￥２,７８０特

価
SFKSN－P2SD（ドライバー2本差し）
コードNo. 329513コードNo. 329513
標準価格￥4,140標準価格￥4,140 ￥２,７８０特

価
SFKSN－P2CR（圧着ペンチ2本差し）
コードNo. 329514コードNo. 329514
標準価格￥4,470標準価格￥4,470 ￥２,９８０特

価

・セフ後付ホルダー(SF－CHLD)付き
・セフ後付ホルダーはベルトを外さずに
セフホルダーを追加できる「後付式」です。

※SFKSN－P1VA ※SFKSN－P1PD

※SFKSN－P2SD ※SFKSN－P2CR

腰周りの組み換えが簡単な着脱式！

※工具別売

ハーネスに装着できる
ワークライト！

LEDセフ着脱式ライト　LE－SF351DLEDセフ着脱式ライト　LE－SF351D
コードNo. 328574コードNo. 328574 標準価格￥4,100標準価格￥4,100

￥2,680特
価

・外形寸法：129×62×34mm
・製品重量：91g(電池含まず)
・電源：単3形乾電池×3本

111. タジマツール111. タジマツール

※使用例

●縦ベルト用セフに、
　上下どちらの 
　向きでも取付けが可能。
●最大350lm、150lm、
　15lm、選べる 
　明るさ3モード

2m
耐落下

IPX4
防水(防沫型)

350lm350lm
明るさ最大

３６０°回転するＦｌｅｘヘッド！

ワークライトiW5Rflex 502006ワークライトiW5Rflex 502006
コードNo. 327845コードNo. 327845 標準価格￥11,000標準価格￥11,000

￥7,700特
価

・定格電流：●●
・打撃力：●●
・無負荷打撃数：●●打/分

・本体サイズ：40×151×32mm　
・質量：約220g
・電源：専用充電池（内蔵）
・付属品：USBケーブル、ACアダプター

110. レッドレンザー110. レッドレンザー

●トップライト搭載（明るさ100ルーメン）
●ワイヤーフック、底辺マグネット付き

600ルーメン600ルーメン
パワーモード時明るさ

高出力ペンライト
×1個サービス

特
典

550ルーメン550ルーメン
明るさ最大

109.ジェントス109.ジェントス
充電式ワークライト　ＧＺ－２１３ＳＥＴ充電式ワークライト　ＧＺ－２１３ＳＥＴ
コードNo. 328300 標準価格¥8,000

折り畳み可能な
薄型ヘッド！
トップライト＆メインライトで
隙間から広範囲まで使える！
トップライト＆メインライトで
隙間から広範囲まで使える！
・本体サイズ：W38.0×H325.0×D45.5㎜
・本体質量：約280g

¥６,０００特
価

充電式キーライト
×1個サービス

特
典

108.ジェントス108.ジェントス
充電式ＬＥＤライト　ＲＸ－０８６ＰＳＳＥＴ充電式ＬＥＤライト　ＲＸ－０８６ＰＳＳＥＴ
コードNo. 328299 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：φ29.5×149.5㎜　・質量：185g
・ストラップ・マイクロUSBケーブル付属

¥６,０００特
価

800ルーメン800ルーメン
明るさ最大

107.ジェントス107.ジェントス
ＬＥＤヘッドライト　ＧＨ－１００ＲＧＳＥＴＬＥＤヘッドライト　ＧＨ－１００ＲＧＳＥＴ
コードNo. 328298 標準価格 オープン

高出力！最大１１００ルーメン！

・明るさ（Lm）：500（High）/250（Mid）/40（Eco）/1100（Max）
・充電池/乾電池（単3×4本）兼用タイプ
・専用充電池＋1ケの特別セット（充電池計2ケ）
・本体質量：約384g

¥１４,０００特
価

1100ルーメン1100ルーメン
明るさ最大

幅広く使用できる
ベーシックライト！

LEDヘッドライト　LE－E501D－SPLEDヘッドライト　LE－E501D－SP
コードNo. 328571コードNo. 328571 標準価格￥8,300標準価格￥8,300

￥5,400特
価

・外形寸法
38×87×55mm
・製品重量
118g(電池含まず)

106. タジマツール106. タジマツール

2m
耐落下

IPX4
防水(防沫型)

●専用充電池または
　単3形乾電池、どちらも
　選べるハイブリッド式。
●最大500lm。
　250、120、50lmの
　3照射切替。

500lm500lm
明るさ最大

105.グランツ105.グランツ
ＬＥＤヘッドライト　ＲＶＨ０７ＬＥＤヘッドライト　ＲＶＨ０７
コードNo. 327902 標準価格 オープン

衝撃の軽さ！

本体重量約55g
電池込み重量約90g
本体重量約55g
電池込み重量約90g

●作業現場から釣り、レジャーまで幅広く使える
　本格軽量コンパクトモデル
●作業現場から釣り、レジャーまで幅広く使える
　本格軽量コンパクトモデル

・本体サイズ：48×67×55㎜
・防水等級：IPX4
・電源：単4形電池×3本
・付属品：布バンド、ヘルメットクリップ4個、テスト電池

Highモード時：260ルーメン
Lowモード時：30ルーメン

¥５,８００特
価

600ルーメン600ルーメン
パワーモード時明るさ

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

104. レッドレンザー104. レッドレンザー
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