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．
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１. パナソニック

２. ヒルティ

充電集塵ハンマードリル
「ＨＥＰＡフィルター」新搭載！

小型電動ブレーカー ＴＥ５００Ｘ（Ｇ０３）

ガスネイラ ＧＳ－７３８Ｃ２

コード No. 321988 標準価格￥72,820（税込）

コード No. 324728 標準価格 ¥170,500（税込）

革新的な冷却システム！

圧倒的なパワーで
連続作業に強い！

片手でさらに
使いやすく！

２8．8Ｖ
3．4Ａｈ

【付属品】
集じんシステム、3.4Ah 電池 2 個、
充電器、ケース

六角軸
１７

・寸法：417×108×240mm
・重量：4.8kg

特
価

￥118,000

・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

７.ＨｉＫＯＫＩ

コード No. 329099 標準価格 ￥185,680（税込）

コード No. 357234 標準価格 ￥70,730（税込）

コード No. 353551

●冷凍と冷蔵が同時にできる！

上向きの天井開口をラクに、快適に！

持ち運びやすいスリム形状！

●集じん率７０％以上のダストボックスで、作業後の清掃も楽。
●移動時の粉落ちを抑制するダストキャップ付。
●作業中に一時的に置けるフック標準装備。

ブラシレスモーターの採用により、小型 ・ 軽量化を実現。
モータ部のでっぱりが無くなりスリムな形になりました。

石膏ボード

普通合板

３０ｍｍ １５ｍｍ

特
価

￥118,000 （税込￥129,800）

特
価

※S7G-M250M

標準的な２Ｌのペットボトルなら６本、５００ｍｌのペットボトルなら１５本を立てて収納できます。

・最大風量（ノズルなし）：1.2m3/min
・風速（ノズル S 取付け時）：最大 102m/s・平均 83m/s
・機体寸法：L320×H224×W96mm
（BSL36A18 装着時 )
・質量：1.4kg
（BSL36A18 装着時）

ＵＬ１８ＤＢ（ＷＭ） （アグレッシブグリーン） ＵＬ１８ＤＢ（ＷＭＧ） （フォレストグリーン）

ｍａｋｉｔａ１８Ｖ
バッテリ仕様！

Ｓ７Ｇ－Ｍ２００Ｍ

コード No. 326605
標準価格 ￥390，
500（税込）

￥65,900

（ノズルなし）

１．２ｍ /ｍｉｎ

ＵＬ１８ＤＢ（ＮＭ） （アグレッシブグリーン） ＵＬ１８ＤＢ（ＮＭＧ） （フォレストグリーン）

３

コード No. 356163
コード No. 356164
標準価格 各￥76,780（税込）
特
価各
（税込各￥57,640）

※電池・充電器は別売です。

￥9,800 （税込￥10,780）

￥52,400

１１. カクタス
クリンプボーイ ＥＶ－２５０ＤＬ標準セット

コードレスパンチャー ＩＳＫーＭＰ２０５０ＬＦ

●単芯５００ｍｍ２ケーブル切断
●切断完了時のオートリバース機能搭載

コード No. 320669 標準価格 ￥423,500（税込）

コード No. 351860 標準価格 ￥401,500（税込）
●位置合わせが素早く簡単。
●トリガーの引き代でモータの回転数調整が可能。
●モーター部は負荷時でも３６０°回転。

１８Ｖ/１４．４Ｖ両方の電池が使用可能！
●早送り付きでスピード圧着
●オプションのアタッチメント装着でマルチ工具に早変わり

Ｓ７Ｇ－Ｍ２５０Ｍ

特
価

￥258,000 （税込￥283,800）

￥163,000 （税込￥179,300）

特
価

￥250,000 （税込￥275,000）

コード No. 316099 標準価格 ￥371，
800（税込）
特
価
（税込￥278,300）

ＡＫ－ＨＬ１２７０Ｅ３

ＡＫ－ＨＬ１２７０Ｅ３

コード No. 342628
特
価各

コード No. 342629 標準価格 各￥226,600（税込）

ＡＫ－ＨＨ１２７０Ｅ３

ＡＫ－ＨＨ１２７０Ｅ３

800（税込）
コード No. 316098 標準価格 ￥404，
特
価
（税込￥303,600）

コード No. 342630
特
価各

コード No. 342631 標準価格 各￥228,800（税込）

ＨＰＣ－ＮＦ２０９ＷＢＬ

￥276,000

￥175,000 （税込

各

￥176,800 （税込

各

特
価

￥255,500 （税込￥281,050）

バンドソー ＲＢ１８０ＦＶ－ＨＡ・ 平バイス
コード No. 306295 標準価格 ￥418,000（税込）

快速・快適・高精度切断と
カット数ＵＰを実現！
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！

ブラック

￥192,500）

36Ｖ
２．５Ａｈ

１６. 新ダイワ

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

・タンク容量：11L
・質量：16kg

￥253,000

φ２０ ｔ＝６ｍｍ

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

マンティス ＸＢ６５Ａ
小型 ・ パワフル ・ 超軽量！

専用コンプアプリで、
スマホでの操作が可能です。

１８Ｖ ６．０Ａｈ

穴あけ能力（SUS304相当）

１５.ＲＥＸ

４５気圧コンプの極致！

●マキタ１８Ｖバッテリー使用
●バッテリー、充電器、ケース付属

【最大穴あけ能力】
一般鋼材 (SS400 相当品 )：φ20/t9
ステンレス鋼材 (SUS304)：φ20/t6
【付属品】
ポンチφ14mm、
ダイス

特
価

コンプレッサー

ハイパワー首折れパンチャー！

【最大穴あけ能力】
一般鋼材 (SS400 相当品 )：φ18/t8
ステンレス鋼材 (SUS304)：φ18/t6
【付属品】
ポンチφ12mm、
ダイス

・サイズ：H430×W196×D116mm ・質量：3.6kg

さらに充実！

穴あけ能力（SS400相当）

１８Ｖ ５ ．０Ａｈ

１４. マックス

充電式パンチャー

ＨＰＣ－ＮＦ１８８ＷＢＬ

￥138,000 （税込￥151,800）

・フトコロ 50mm
・質量：11.6kg

φ２０ ｔ＝９ｍｍ

特
価

コード No. 326610
標準価格 ￥262，
900（税込）

１３. オグラ

圧着ダイス
１４～２５０ｓｑ

※S7-K50YM

・サイズ：H363×W144×D116mm ・質量：2.9kg

コード No. 326609
標準価格 ￥222，
200（税込）

Ｓ７－Ｋ５０ＹＭ

コード No. 326606
標準価格 ￥403，
700（税込）

兼用タイプにリニューアル！
※S7-K50M

Ｓ７－Ｋ５０Ｍ

￥248,000 （税込￥272,800）

１２. 育良精機

充電式ケーブルカッター

【付属品】
バッテリ、充電器、ケース

特
価

※６月下旬発売予定！

コード No.356161
コード No. 356162
標準価格 各￥96,580（税込）
特
価各
（税込各￥72,490）

ｍａｋｉｔａ１８Ｖ
バッテリ仕様！
【付属品】圧着用オス・メスダイス、
バッテリ、充電器、ケース

全く新しい
コードレス冷温庫！

●大容量で広い用途に使える！

１０. マクセルイズミ

●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。

￥17,800 （税込￥19,580）

着脱可能な仕切板により２部屋に分割して、それぞれ異なる温度設定ができます。

特
価

￥48,200 （税込￥53,020）

９. マクセルイズミ
充電式圧着工具

標準価格 ￥14,300（税込）

最大風量

・機体寸法：L249×H277×W80mm
・質量：1.9kg
（バッテリー装着時）
・使用可能蓄電池：リチウムイオン電池 18V（BSL18XX シリーズ）
マルチボルトバッテリー
【付属品】マルチボルトバッテリ ×1、充電器、ケース

特
価

８.ＨｉＫＯＫＩ
コードレス冷温庫

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

・ガスツール UG7 に使用できるガスとピンのセットです。
・頭部径 6.3 軸径 3.0/2.6 全長 22
・ガス 1 本、
ピン 1000 本入

￥75,000 （税込￥82,500）

コードレスブロワ ＲＢ３６ＤＢ（ＮＮ）

最大切断能力

ガスピン ＵＧ３０２２同梱 １０００キット
コード No. 413007 標準価格 ￥25,080（税込）

特
価

コードレスボードカッタ ＣＫ１８ＤＡ（ＸＰ）

W１/２（軟鋼）対応！

￥16,800 （税込￥18,480）

【付属品】
バッテリー ×2 個、
充電器、
ケース
※専用燃料ガス・ピンは別売です。

￥130,000 （税込￥143,000）

６.ＨｉＫＯＫＩ

標準価格 ￥23,760（税込）

・ガスツール UG7 に使用できるガスとピンのセットです。
・頭部径 6.3 軸径 3.0/2.6 全長 19
・ガス 1 本、
ピン 1000 本入

・寸法：387×373×116mm
・質量：3.7kg
（バッテリー・ガス缶込み）

充電全ネジカッタ ＥＺ４５Ａ９ＬＪ２Ｇ－Ｂ

スペーサーを使用すれば、
W3/8 全ネジの切断も可能。

ガスピン ＵＧ３０１９同梱 １０００キット
コード No.413006
特
価

●１０種類の豊富なピンの
ラインナップ

特
価

￥54,000 （税込￥59,400）

５. パナソニック

ハイコスト
パフォーマンス！

（押し付け短く、スリムな先端形状）

●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！

コード No. 321627
コード No. 326475
標準価格 各￥185,900（税込）
特
価各
（税込各￥129,800）

ウルトラガスツールＵＧ７ ０４２４３４ コンクリートやＨ鋼などの厚鋼板にアンカーピン（鋲）を
コード No. 413001 標準価格 ¥132,000（税込） ダイレクトに打ち込む「ガス式鋲打ち機」です。

●ハイパワーで、軽量３．７Ｋｇ
●操作性向上！片手でラクラク！

チャック部先端から
冷却風を排出！

ＥＺ７８８１ＰＣ２Ｖ－Ｂ （黒） ＥＺ７８８１ＰＣ２Ｖ－Ｒ （赤）

４.ＪＰＦ

３. マックス

ＸＢ６５Ａ（鋼管切断仕様）４７５１６５
コード No. 323966 標準価格 各￥137,500（税込）

オイル
シリンダー採用

ＸＢ６５ＡＳＵ（薄肉ステンレス管切断仕様）４７５１６６

ブラック

コード No. 323967
特
価各

￥87,500 （税込

￥194,480）

￥96,250）

※送料別途

特
価

￥215,000 （税込￥236,500）

２０. ヤマハ

２１.ＲＥＸ

バーベンダー ＭＢーＬ１６

発電機兼用溶接機 ＥＧＷ１６０Ｍ－Ｉ

インバーター発電機 ＩＥＧ２８０１Ｍ

インバーターガス発電機 ＥＦ９００ｉＳＧＢ２

Ｇラインスコープ ＧＬＳ－Ｖ２８３０ＭＫⅡ

コード No.326563

コード No. 320983 標準価格 ￥610,500（税込）
●最大出力１６０Ａ／定格出力１４５Ａの
クラストップの溶接能力！
軽量
●使用溶接棒 ： ２．０～３．２ｍｍ
７９．０
●３．２ｋＶＡインバータ発電付
ｋｇ

コード No.238499

コード No. 330873 標準価格 ￥157,300（税込）

コード No. 353918 標準価格 ￥759,000（税込）

１７. オグラ
標準価格 ￥308,000（税込）

抜群の安定性を持つ低床ベンダー！
●テーブル面高さ１８３ｍｍを実現し、
従来機よりさらに作業性が向上。
●新型ショックアブソーバー搭載で、
耐久性が格段にアップ。

・モーター：単相 100V 1050W
50/60Hz
・曲げ能力：鉄筋径 D8 〜 D16
(SD345 相当品 )
・質量：24.0kg
・本体外径寸法：L388×W365×H229mm

特
価

￥210,000 （税込￥231,000）

１９. 新ダイワ

各

１８. 新ダイワ

小型・軽量・
ハイパワー！

標準価格 ￥426,800（税込）

軽くて丈夫な樹脂ボディ！

超低騒音・防音構造！

質量

６１．０
ｋｇ

定格出力

２．８ｋＶＡ
562

625

498

※送料別途
特
価

689

￥270,000 （税込￥297,000）

・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）

特
価

635

カセットボンベでカンタンな燃料補給！

操作性もアップした進化形！

●燃料補給はカセットボンベ（ＬＰＧブタンガス）を
ソケットにセットするだけ。
●オプションの並列運転ケーブルを使用して２台をつなげば
最大１．８ｋＶＡの取り出しが可能。

●タッチパネル式７インチ大型モニター採用。
●自動水平機能で管内の撮影状態を一定に保ちます。
●適応管径 ：Φ３０～Φ１１０ｍｍ

・使用燃料：ブタンガス
（イワタニカセットガス）
・燃料容量：500g
（ボンベ 2 缶）
・エンジンオイル規定量：0.4L
・始動方式：リコイル式
・定格連続運転時間：約 1 時間
・乾燥重量：22kg
・本体寸法：L400×W330×H390mm

定格出力

466

※送料別途

￥230,000 （税込￥253,000）

０．９ｋＶＡ
特
価

￥125,000 （税込￥137,500）

・カメラヘッドサイズ：φ28mm
・カメラケーブル長：30m
（有効長 28m）
・寸法：W350×D463×H176mm
・質量：5.7kg

特
価

￥550,000 （税込￥605,000）

１

２２.ＭＣＣ

２４. アカツキ製作所

２３. ヒット

塩ビカッタ（特殊コーティング）

たて型ワイドレンチ ＳＯＭ９３
コード No. 354219 標準価格 ￥13,024（税込）

品番
全長 (mm) 質量 (kg) 適応パイプ外径 (mm)
〜φ48
228
0.4
VC-0348A
〜φ63
299
0.65
VC-0363A

排水勾配器 ＧＬ２５Ｕ
排水勾配器の決定版！
●ヒューム管 ・ＶＵ管測定用Ｕ溝付（Φ１９以上）
●スケール目盛付

アルミ製の弱点を解消！
●高強度、高耐久性の鉄製。
●大きな口開き１６〜９３ｍｍ
●四角・六角・八角など、角型形状品や排水トラップ
（最小４．５ｍｍ巾）の締め付け・緩め作業に最適です。

切れ味超爽快！
ＶＣ－０３４８Ａ
特
価

ＶＣ－０３６３Ａ

コード No. 336178
標準価格 ￥19,558（税込）

￥10,680 （税込￥11,748）

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！

水平、
垂直、
勾配
（1/50、
1/100）
、
45 度、
マスレベルも！
（HL-450 は 1/200 勾配も測定可能！）

●Ｉビーム型フレーム
●Ｖ溝付測定面

特
価

￥3,280 （税込￥3,608）

５００ｍｍ

・全長：250mm
・質量：820g

コード No. 383417 標準価格 ￥8,008（税込）
設定勾配：1/50・1/100・1/150・1/200

特
価

￥7,100 （税込￥7,810）

特
価

￥4,380 （税込￥4,818）

ＬＡＮツールキット ＭＬＡ－ＫＩＴＡ

キーレスドリルチャック ＣＲ－１３

ドラマワール ＤＲ－４５０Ｎ

コード No. 335727 標準価格 ￥17,600（税込）

コード No. 227020 標準価格 ￥4,070（税込）

コード No. 219267 標準価格 ￥20,020（税込）

貫通式で簡単！

乗せる物を選ばない万能型ドラマワール。

噛み込みにくい高機能！
●手を守るクッショングリップ締付け、
解除時に手が痛くなく熱を防ぐ！
●キーレスタイプ
●便利なロック機能・解除機能付

特
価

￥9,600 （税込￥10,560）

特
価

￥2,380 （税込￥2,618）

￥11,830 （税込￥13,013）

ガタ無しモンキレンチ ワークワイドＷ
ガタ無しでボルト・ナットを傷つけない！

コード No. 363617 標準価格 ￥3，
905（税込）
・口開き寸法：0 〜 25mm ・全長：163mm ・質量：150g

特
価

￥2,100 （税込￥2,310）

ＨＭ－３２Ｍ

コード No. 363618 標準価格 ￥4，
345（税込）
・口開き寸法：0 〜 32mm ・全長：210mm ・質量：270g

特
価

￥2,400 （税込￥2,640）

特
価

￥3,880 （税込￥4,268）

￥5,250 （税込￥5,775）
３０. ビクター

３１. 土牛産業

ＶＡ線ニッパ ・ 薄刃
銅線・ＶＡ線・結束バンドを楽々切断！

電工チゼル
●刃厚６ｍｍで柄尻、刃のサイドが叩けます。
●ダウンライト・コンセントボックス等の開口作業に。

●薄い刃先で狭い所の作業も簡単に！
●広い刃先の開き幅！

荒作業に最適！

●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け位置を設定可能です。

薄刃ラウンド刃

３８３ＨＧＳＳ－１８５

３８３ＨＧＳＲ－１８５

コード No. 355493
コード No. 355494
標準価格 各￥5,940（税込）
特
価各
（税込各￥3,850）

ＥＷ１７２１－２５０

・最大深さ：250mm ・全長：386mm ・質量：345g

ＨＭ－４３Ｍ

コード No. 363809
標準価格 ￥10,560（税込）

特
価

コード No. 363810
特
標準価格 ￥11,990（税込） 価

コード No. 363620 標準価格 ￥7，
535（税込）
・口開き寸法：0 〜 43mm ・全長：313mm ・質量：690g

ＥＷ１７２１－４５０

特
価

￥5,800 （税込￥6,380）

・最大深さ：450mm ・全長：586mm ・質量：470g

￥6,600 （税込￥7,260）

￥4,100 （税込￥4,510）

３７. 京セラ

３６. ライト精機

・全長：約 180mm
・質量：約 150g
・刃幅：約 18mm

標準価格 各￥3,278（税込）
特
価各
（税込各￥2,464）

￥3,500

￥2,240

３５. モクバ

クイックキャッチャーＱＢ限定セット

スマートパンチャー１０（Ｄ１２０）

コード No. 313603 標準価格 オープン

コード No. 327608 標準価格 オープン
●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。

片手で抜差しＯＫ！

差し込むだけで
オートロック！

ＳＵＳ/ 鉄
一発穴あけ！

コード No. 363619 標準価格 ￥5，
445（税込）
・口開き寸法：0 〜 38mm ・全長：260mm ・質量：450g

￥3,000 （税込￥3,300）

コード No. 322323

・全長：約 180mm
・質量：約 170g
・刃幅：約 25mm

ＨＭ－３８Ｍ

特
価

Ｓ型 ０２７７５

コード No. 321128

薄刃ストレート刃

３４. ベッセル

軽天Ｗソケット ２サイズ使用可能！

●ワンランク上のサイズまで開くワイドな口開き。
●安全ひも用穴付。

貼るだけで…
結露水→吸水→自然蒸発！

コード No. 238735
標準価格 ￥9,625（税込）

ＨＬ－４５０
特
価

３３. ミトロイ

３２. トップ工業

ＨＭ－２５Ｍ

￥4,680 （税込￥5,148）

Ｎ型 ０２７７０
・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 ㎏

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

特
価

ＨＬ－３３０

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

・チャック能力：1.5 〜 13mm
・シャンク径：6.35mm
・質量：340g

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

テープサイズ
幅６０ｍｍ×長さ５ｍ×厚み２．５ｍｍ

コード No. 227973
標準価格 ￥8,580（税込）

特
価

２９. ジェフコム

２８. 新亀製作所

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

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。

コード No. 383400 標準価格 ￥6,006（税込）
設定勾配：1/50・1/100・1/150

２７. マーベル

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

・全長：680mm
・質量：5kg
・φ10mm ダイス付

限定

５０

セット

特
価

特
価

￥2,800 （税込￥3,080）

￥39,800 （税込￥43,780）

３９.ＴＡＳＣＯ

３８.ＢＢＫ

４０. アサダ

ドクターボルト ３／８Ｗ

ホットエアガン ＡＨＡＧ１５５１

デジタル式フロン回収機 ＲＭ－３３０

フロン回収機 ＴＡ１１０ＸＺ（ボンベ付）

コード No. 223416 標準価格 ￥6,655（税込）

コード No. 330103 標準価格 ￥11,880（税込）

コード No. 320747 標準価格 ￥181,500（税込）

コード No. 317233 ボンベ付標準価格 ￥215,600（税込） コード No. 326561 標準価格￥203,500（税込）

一目で値が分かるデジタル式！

新冷媒 ・ 従来冷媒対応。

３分の全ネジボルトのネジ山修正に最適！ 塩ビパイプの曲げ加工・加熱包装などに。
（温度調節機能付き）
割ダイス使用の為、
先端部の損傷も簡単修正！

特
価

￥3,300 （税込￥3,630）

４５％
Ｆ
ＯＦ

自立するので上向き
作業にも便利！

●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。

衝撃の回収能力！

回収速度

２７０ｇ/分
液回収速度

４，
１００ｇ/分
軽量

２４０

２７０ｇ/ｍｉｎ

￥7,500 （税込￥8,250）

回収スピードは隼の如く！

＋

１２ｋｇ

ｇ／ｍｉｎ

回収ボンベ２４Ｌ
（フロートセンサー付）

タッチパネル式の
次世代回収機！

特
価

エコセーバー隼 ＥＳ８８２３

回収能力

回収能力
Ｒ４１０Ａ（気体）
Ｒ３２（気体）

・風量：(L)250L/min (H)500L/min
・熱風温度：50 〜 550℃
・電源：単相 100V
・消費電力：1,200W
・サイズ：L255×W82×H205mm
・質量：0.58kg
・コード：2m

サイズ：H350×L380×W270mm

・サイズ：W380×D240×H350mm
・質量：11.0kg

コンプレッサー：750W ツインオイルレス

●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。

特
価

特
価

特
価

￥105,000 （税込￥115,500）

４２. マキタ

４１.ＴＡＳＣＯ

コード No. 313310

￥133,000 （税込￥146,300）

￥149,800 （税込￥164,780）

４４.ＴＡＳＣＯ

４３.ＢＢＫ

４５. ロビネア

ツーステージ真空ポンプ ＴＡ１５０ＳＷ

充電式真空ポンプ ＶＰ１８１ＤＺ

デジタル真空ゲージキット ＶＡ－５０ＳＢ

電動スマートフレアツール ＴＡ５５０ＳＦ

チャージングスケール ＴＩＦ９０２０Ａ－Ｊ

コード No. 321152 標準価格 ￥36,300（税込）

コード No. 352401 標準価格 ￥96,800（税込）
●２段圧縮機構搭載（２ステージ）
●バッテリ並列接続＆自動切換機能

コード No. 336087 標準価格 ￥24,750（税込）

コード No. 354332 標準価格 ￥69,300（税込）

コード No. 305171 標準価格 ￥41,250（税込）

超小型のデジタル真空ゲージ！

スマートに進化したフレアツール！

軽量型＆省スペース！

●真空度がデジタルで表示されるので
漏洩検査が確実に行えます。
●加圧しても壊れません。
正確に圧力表示されます。

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。

コンパクト × 高真空 × 高機能！
２ステージ
オイル逆流
防止弁付

160mm

排気量
４０Ｌ/ｍｉｎ

質量

３．７５
ｋｇ

100mm

２０馬力
クラス対応！

真空到達度
３Ｐａ（２５ミクロン）

245mm 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
対応可能冷媒：
R12/R22/R502/R410a/R32/R404A/
R407C/R507A/R134a/R1234yf

特
価

￥25,800 （税込￥28,380）

１８Ｖ
※バッテリ・充電器別売

特
価

・接続ネジ径：5/16 フレア
・ゲージ径：58mm( ゲージブーツ装着時 )
・電源：コイン式電池 CR2032×2 個

特
価

￥70,400 （税込￥77,440）

￥15,300 （税込￥16,830）

４７. ロビネア

ラチェット軽量フレアツール ７００－ＲＰＡ

軽量ラチェットフレアツール ＲＦ－８０６ＲＵ

ＲＴＱ・ＦＷレンチセット ＲＴＱＳ－６１

コード No. 312808 標準価格 ￥25,300（税込）

コード No. 330287 標準価格 ￥54,780（税込）

簡単に位置決めが可能！

お得な空調用
トルクレンチセット！

スライドして位置決めする時に、
サイズごとに止まる構造。

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

特
価

【セット内容】
・ラチェットトルクレンチ
RTQ-180(1/4 サイズ )
RTQ-380(3/8 サイズ )
RTQ-550(1/2 サイズ )
RTQ-750(5/8 サイズ )
・フィックスレンチ
FW-2479-N10(12,14,17,21mm)
FW-1234P(12,17,21,22,23,24mm)

適応サイズ
1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 5/8” 3/4”

特
価

￥16,900（税込￥18,590）
※LST36HP

ＬＳＴ３６ＨＰ ホルダーパック

コード No. 318016 標準価格 ￥23,320（税込）

コード No. 315052 標準価格 ￥30,690（税込）

特
価

￥2,980 （税込￥3,278）

ＬＳＴ３６ＶＰ バリューパック
特
価

￥1,580 （税込￥1,738）

５０本入

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！
【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

＋

１００本入

コード No. 313836
標準価格￥2,530（税込）

大好評クイックホルダービット付属！

ステンレス製のめねじアンカー
SGT-3030×100 本

コード No. 313834
標準価格￥4,730（税込）

￥12,800 （税込￥14,080）

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！

７５２２０Ｒ（１/４）

コード No.339186 標準価格￥12,100（税込）
特
価
（税込￥9,075）

￥8,250

７５２３０Ｒ（３/８）

狭所作業にも便利な
ラチェット式！

コード No.339187 標準価格￥13,145（税込）
特
価
（税込￥9,859）

￥8,963

コード No.339189 標準価格￥14,850（税込）
特
価
（税込￥11,138）

※締め付けする際に斜め掛け・浅がけした場合、
設定トルク値とは異なった値で首を振る場合があります。
垂直方向で作業してください。

￥10,125

５３.ＪＰＦ
コンクリート用アンカー タップスター
インパクトドライバーでスピーディー＆確実な施工！
●端部・仕入材が割れにくい
●施工後も高さ調整が可能（不陸調整機能）
●隅部、天井部の施工も簡単
●アンカー取り外し可能

５０本入
ＴＰ８５０（鋼製 Ｍ８×５０）

ドリル径：7.5mm

コード No. 319196 標準価格 ￥4,943（税込）
特
価
（税込￥2,530）

￥2,300

SDS ビット 12.5mm
PWL-12.5×165P 1 本

特
価

４９. ロビネア

５２. ユニカ

●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）

￥22,500 （税込￥24,750）

￥9,675

ユニコンアンカーバケツセット ＵＢ－２１

１００本

特
価

￥52,800 （税込￥58,080）

７５２６０Ｒ（５/８）

ＳＧＴ３０３０＋ドリル付アンカーセット

お得なドリル付セット！

特
価

コード No.339188 標準価格￥14,190（税込）
特
価
（税込￥10,643）

￥33,800 （税込￥37,180）

５１. サンコーテクノ

１００ｋｇ
・精度：±0.5%
・電源：9V 電池
・表示分解能力：4g or 20g

７５２５０Ｒ（１/２）

特
価

￥14,950 （税込￥16,445）

５０. 若井産業
かべロックスケルトン
きれいな仕上がり！

ラチェット式のトルクレンチと、
2 丁掛け用のフィックスレンチのセット。

軽量ラチェット式！
ワンタッチで
ラチェット切替！

・テンションレスラチェットシステム採用。
作業の最初からラチェット機能が働く為、
狭い場所でも
効率的にフレア加工が出来ます。
・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。

最大計量値

【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

４８.ＢＢＫ

コード No. 318256 標準価格 ￥28,600（税込）

軽量フレアツールの
ラチェットタイプ！

操作が簡単な
シンプル設計！

・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）

・真空到達度：3Pa
・排気速度：113L/ 分
・吸気口：5/16"・3/8" オスフレア
・寸法：L383×W193×H210mm
・質量：8.1kg

４６.ＢＢＫ

２

２６. ユニ
結露防止テープ ５ｍ

３００ｍｍ

コード No. 336176
標準価格 ￥10,978（税込）

￥5,980 （税込￥6,578）

特
価

２５. アカツキ製作所
配管職人用水平器
１台６役の多機能水平器！

ラクに安全施工！
特
価

￥9,800 （税込￥10,780）

ＴＰ１０６０（鋼製 Ｍ１０×６０）

ドリル径：9.5mm

コード No. 319199 標準価格 ￥6,344（税込）
特
価
（税込￥3,190）

￥2,900

ＳＴＰ８５０（ステンレス製 Ｍ８×５０）

ドリル径：7.5mm

コード No. 319208 標準価格 ￥14,889（税込）
特
価
（税込￥6,248）

￥5,680

ＳＴＰ１０６０（ステンレス製 Ｍ１０×６０）

ドリル径：9.5mm

コード No. 319210 標準価格 ￥20,068（税込）
特
価
（税込￥9,218）

￥8,380

５４. ミヤナガ

５６. スターエム

５５. ユニカ

充電ツバナシＢＯＸ ＢＩＮＳＪＤＢＯＸ１
コード No. 323974 標準価格 ￥16,830（税込）

角スタッド等の貫通作業に最適！

●替刃交換式のツバ無し
バイメタルホルソーセットです。
●ボディ＋段付きセンタードリルの
コアカス排出機構で作業効率アップ。
●シャンク形状 ： ６．３５ｍｍ六角軸
（軸のみ交換可能）

6.35mm

薄鉄板（３．２ｍｍ以下）

塩ビ板/石膏ボード
金属サイディング

・サイズ：6×12mm
・質量：42.5g
・材質：コバルトハイス鋼

￥13,400 （税込￥14,740）

【適用機種】
・ドリルドライバ 14.4V 以上
・インパクトドライバ 14.4V 以上

￥2,400 （税込￥2,640）

￥14,600 （税込￥16,060）

コード No. 310614
標準価格 ￥5,500（税込）

ＤＪＷー２５.０×７６Ｓ コード No. 313612
標準価格 ￥9,680（税込）
特
価
（税込￥6,776）

ＤＪＷー６.０×６０Ｓ
特
価

コード No. 310615
標準価格 ￥5,500（税込）

ＤＪＷー３５.０×７６Ｓ
特
価

￥6,160

￥3,500 （税込￥3,850）

磁器タイルダイヤコアビット
・【用途】磁器タイル、石板、瓦、ガラス、
人造大理石セラミック系外壁材等の穴あけ作業に。
・【特徴】放熱性の高いスマートワックスにより
磁器タイルへの水なし穿孔が可能です。
（湿式にも対応）

《特許取得》
セミドライ
ワックス付

コード No. 313615
標準価格 ￥10,890（税込）

ＤＣＢ－３．５ コード No. 330883

￥6,930 （税込￥7,623）

ＤＣＢ－５

コード No. 330885

ＤＣＢ－６

コード No. 330886
標準価格 各￥3,300（税込）

￥1,800 （税込

特
価各

￥1,980）

磁器タイルへの
穴あけを最適化！

ＤＣＢ－１２
特
価

コード No. 330891
標準価格 ￥4,180（税込）

ＤＣＢ－１５
特
価

コード No. 330892
標準価格 ￥4,730（税込）

各

コード No.330908
スマートガイド ＤＣＢ－Ｇ
標準価格 ￥3,300（税込）
特
価
（税込￥1,980）

コード No.332345
ＤＪＷー１５.０×６０Ｓ コード No. 313610
セミドライワックス ＤＪＷ－ＷＡＸ
標準価格 ￥7,260（税込）
標準価格 ￥3,300（税込）
特
特
価
（税込￥5,082） 価
（税込￥2,310）

ＤＣＢ－１０
特
価

コード No. 330890
標準価格 ￥3,520（税込）

コード No.330909
スマートワックス ＤＣＢ－Ｗ
標準価格 ￥3,080（税込）
特
価
（税込￥1,848）

￥1,860 （税込￥2,046）

￥2,100

６０. ライト精機

￥1,920 （税込￥2,112）

六角軸スパイラルタップ ・ドリルセット ＲＳ－Ｔ４５
コード No. 335637 標準価格 ￥5,115（税込）

ネジ立て作業に便利！
六角軸スパイラルタップＭ４・Ｍ５と
タップ下穴ドリルのセットです。

プラスインローター
ＫＰＩ－１００

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

ＴＫＳ４１２ＥＧ
・六角軸スパイラルタップ M4×0.7…下穴径 3.3mm
・六角軸スパイラルタップ M5×0.8…下穴径 4.2mm
・六角軸タップ下穴用ドリル…
対応サイズ 3.2/4.2/5.0/6.8/8.0/8.5mm

特
価

￥3,000 （税込￥3,300）

特
価

ＴＫＳ４２２ＥＧ

コード No. 213693
標準価格 ￥27,500（税込）

コード No. 220581
標準価格 ￥16,940（税込）

特
価

￥9,240 （税込￥10,164）

６５. 共立電気計器

￥14,900 （税込￥16,390）

現場での測定スピードを最大限追求！

※画像は 3441

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

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。
・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

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

ＫＥＷ３４４１

瞬時にコンセントの極性判定が可能！

標準価格 各￥39,600（税込）

４５０５ＢＴ （Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ搭載）

各

６９. アルインコ

特
価

￥38,250 （税込￥42,075）

・電源： 単 3 アルカリ乾電池 ×2 本
充電式専用リチウムイオンバッテリー
（別売）
・サイズ：H119×W53×D29mm

コード No. 330390

コード No. 330391

ＤＪ－Ｐ３２１ＲＭ

ＧＬＭ５０－２３Ｇ （基本モデル）

コード No. 354251
標準価格 ￥25，
300（税込）

ＤＪ－Ｐ３２１ＧＭ

標準価格 各￥21,780（税込）
特
価各

ＧＬＭ５０－２７ＣＧ

￥11,800 （税込

各

特
価

￥15,800 （税込￥17,380）

（”スマキョリ”データ転送機能付モデル）

コード No. 354257
標準価格 ￥27，
500（税込）

￥12,980）

７３. アルインコ

特
価

￥2,980 （税込￥3,278）

６７. 共立電気計器

６８. カスタム

クランプメーターキューフォーク ２３００Ｒ

デジタルマルチメータ ＣＤＭ－５０

コード No. 218599 標準価格 ￥14,300（税込）
●真の実効値測定で、歪んだ波形に威力を発揮。
●オープンコアタイプのクランプセンサで
ＡＣ／ＤＣの電流測定が可能。

コード No. 353537 標準価格 ￥6,490（税込）

ＤＣ

特
価

￥11,050 （税込￥12,155）

コンパクトなのに多機能！
●電流（直流 ・ 交流）/ 電圧（直流 ・ 交流）/ 抵抗 /
周波数 / 静電容量 / 導通チェック / ダイオードチェック /
１．５Ｖ乾電池チェック
●テストリードが断線しても交換ができます。
●本体とテストリードをスッキリ収納できるハードケース付属。
・電圧測定レンジ：4V/40V/400V/600V
・電流測定レンジ：400μA/40mA/400mA
・電源：CR2032(3V) リチウム電池 ×1 個
・収納ケース寸法：W81×H114×D15.5mm
・質量：約 100g

※７月下旬発売予定！
特
価

￥4,780 （税込￥5,258）
７２. マイゾックス

７１.ＬＴＣ
レーザーレベル ＴＫ－Ｈ５００Ｎ・ 三脚付

レーザーレベル ＭＪ－３００Ｓ

コード No. 323023 標準価格 ￥203,500（税込）

コード No. 355370 標準価格 ￥212,300（税込）

完全自動水準！リモコンで遠隔操作可能！

自動整準機構搭載！

水平専用！直径５００Ｍ！

４倍見やすく
測りやすい！

ＤＪ－Ｐ３２１ＢＭ

ゴールド・ミドルアンテナ

￥5,500 （税込￥6,050）

デジタル受光器付き！

受光器 ・ 三脚付

ブラック・ロングアンテナ ブラック・ミドルアンテナ

レッド・ミドルアンテナ

特
価

￥29,750 （税込￥32,725）

グリーンレーザー距離計
視認性に優れたグリーンレーザーを採用！

・本体サイズ：H74.8×W46.8×D27.7mm
・質量：約 82g
・電源：単 3 アルカリ乾電池 ×1 本
または専用充電池
（別売）

コード No. 330389

サイズ：外径 105× 刃厚 0.8×内径 M10mm

●ディスクグラインダへ直接取付け可能なネジ込みタイプ。
●側面電着で面取りも可能。

７０. ボッシュ

トランシーバー ＤＪ－Ｐ３２１
小型 ・ 多機能 ・ 高性能アンテナ採用！

コード No. 330388

●暗所で便利なプローブ照明機能付
●ＬＥＤとブザーで通知

特
価

コード No. 331042
標準価格 ￥49，
500（税込）

￥33,660）

●特定小電力無線 / 交互通話専用
●交互中継を含む交互通話モードで
全４７チャンネルに対応。

非接触ＡＣ検出電圧は無段階の
ボリューム感度調整機能付。

狭い場所に最適！

定格測定電圧：125V/250V/500V/1000V 定格測定電圧：25V/50V/125V/250V

￥30,600 （税込

この１本で接触式ＡＣ＆ＤＣと
非接触式ＡＣの検出が可能な
オールインワンモデル！

キワ切りに最適！

・被測定導体径：最大φ10mm
・使用電池：単 4 形乾電池 R03(1.5V)×2
・外形寸法：L161×W40×D30mm
・質量：約 110g( 電池含む )

コード No. 331041
標準価格 ￥38，
500（税込）

コード No. 309211

特
価各

ナットやカバーが邪魔にならない
オフセット型！

４５０５

ＫＥＷ３４４２

コード No. 309209

６４. カスタム
ＡＣ／ＤＣ検電器 Ｖ－１７

６６. 共立電気計器
コンセントテスタ ４５０５

￥18,000 （税込￥19,800）

コード No. 310637 標準価格 ￥4,180（税込）

六角軸インローター
ＲＰ－１００

ＯＦ

特
価

塩ビカッター 「美楽」 ＰＥＤ－４Ｆ

￥11,700 （税込￥12,870）

４０％
Ｆ

￥10,000 （税込￥11,000）

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 ￥32,890（税込）

コード No. 331085 標準価格 ￥9,460（税込）

特
価

￥6,600 （税込￥7,260）

特
価

６３. 三京ダイヤ

コード No. 316871
標準価格 ￥19,800（税込）

コード No. 220580
標準価格 ￥12,100（税込）

４レンジ絶縁抵抗計

ＤＪ－Ｐ３２１ＢＬ

￥1,680

スパイラルタケノコドリル
インローター ビニールパイプの内面切断に！
穴あけスピード２倍以上！寿命３倍以上！ ●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。）
刃寿命＆切れ味格段に向上！
●ＶＵ４０～２００ ・ＶＰ４０～１００まで対応。

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

特
価

￥1,800

６２.ＫＩドリル

６１.ＯＭＩ

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

サイズ：1.0 〜 10.0mm 0.5mm 間隔
コード No. 305005
標準価格 ￥18,370（税込）

コード No. 330889
標準価格 ￥3,410（税込）

￥4,620

６．３５

チタンコーティングドリルセット
高能率 ・ 長寿命！

ＫＳＴ－１９ （１９本組）

ＤＣＢ－８
特
価

￥2,240

六角軸

￥2,580 （税込￥2,838）

ＤＪＷー１０.０×６０Ｓ コード No. 310619
位置決めガイドＶ ＤＪＷ－ＰＧＤ－Ｖ コード No.313616
標準価格 ￥6,380（税込）
標準価格 ￥3,520（税込）
特
特
価
（税込￥4,466） 価
（税込￥2,464）

￥4,060

吊り下げボルト用

５９.ＫＩドリル

￥2,280 （税込￥2,508）

ＤＣＢ－４．５ コード No. 330884

【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。

￥3,710

壁面ビス締め固定

５８. ハウスビーエム

ビット先端に
「セミドライワックス」
を塗布するだけ！

ＤＪＷー５.０×６０Ｓ
特
価

コード No. 310618
ＤＪＷー８.０×６０Ｓ
標準価格 ￥5,830（税込）
特
価
（税込￥4,081）

6mm と 12mm の貫通穴が
一度で行える

特
価

特
価

セラミックタイルを水なし穿孔！

￥3,500 （税込￥3,850）

電気工事に汎用性のあるドリル！

※ステンレスは穴あけ不可です。

５７. ユニカ
充電ダイヤコアビット 「セミドライ」

壁出し電線管のブラケット取り付け工事に行うレースウェイへの
穴あけ加工や、吊り下げボルトやアンカーボルトなどを通す背面穴あけ、
バリ取り加工が可能です。

レースウェイの幅寸法に合わせた形状で先端部分
6mm から最大 12mm へ遷移します。
途中に 8mm、10mm の段付き形状を設け、
切削性能を向上させています。

アルミ板（３．２ｍｍ以下）

【セット内容】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

コード No. 353825
標準価格 ￥24，
750（税込）

￥9,580 （税込￥10,538）

標準価格 オープン

特
価

ＴＢ－５７Ｊ

特
価

コード No. 349409

【セット内容】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

ＴＢ－５５Ｊ

コード No. 353823
標準価格 ￥22，
715（税込）

・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

レースウェイドリル ６０１２

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！

特
価

￥17,200 （税込￥18,920）

・精度：±15"(±2.25mm/30m)
・使用電池：単 2 アルカリ乾電池 ×4 本
・サイズ：160×160×180mm
・質量：：2.0kg

特
価

￥77,000 （税込￥84,700）

７５. マイゾックス

７４. マイト工業

・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

特
価

￥105,000 （税込￥115,500）

７６.ＬＴＣ

７７.ＬＴＣ

フルライングリーンレーザー ＡＬＣ－４４Ｇ

グリーンレーザー墨出器 ＭＬＳ－４４４－ＧＰ－ＲＴ

グリーンレーザー墨出器 Ｇ－４４０ＳＲ

グリンレーザー ＬＳＴ－ＥＧ６０Ｕセット

ポケットグリンレーザー ＬＳＴーＰＧ３

コード No. 355167 標準価格 ¥129,800（税込）

コード No. 330666 標準価格 ￥281,600（税込）

コード No. 352399 標準価格 ￥308,000（税込）

コード No. 328600 標準価格 オープン

コード No. 363616 標準価格 ￥96,800（税込）

持ち運び便利な軽量設計！
●出隅 ・ 入隅などの壁際の直近で
グリーンレーザー照射可能。
●地墨クロス位置が変わらない
シフティング台座を標準装備。
●１年間の盗難 ・ 火災補償付
●校正証明書発行可能
・電源：充電式 Li-ion 電池パック /
AC100V/USB バッテリー
・本体寸法：105×80×94mm
・質量：500g
（電池含む）
【付属品】
受光器、
シフティング台座、
専用収納ケース、
専用ハードケース、
昇降機能付クランプ、
専用充電式 Li-ion 電池パック×2

特
価

￥59,800 （税込￥65,780）

ギラつきの少ない青色グリーンライン！

リアルグリーン採用！

ドットポイント搭載
●高輝度グリーンレーザー
●全周微調整機能付

受光器 ・ 三脚付

●半導体レーザーから直接高視認
グリーンレーザーを照射するリアル式。
●低温耐性に優れ、チラつきが抑えられています。

●ラインが見つけやすいドット照射
●傾斜機能付きで斜め照射が可能
●専用リチウム電池２個付属
●リチウム電池、単３電池、ＡＣ１００Ｖの３電源方式

・電源：単 3 形乾電池 ×4 本、
または AC アダプター
・本体寸法：約 152×148×223mm
受光器 ・ 三脚 ・ ケース付
・質量：約 1.7kg
（電池含まず）

特
価

特
価

￥108,000 （税込￥118,800）

７８. グランツ

￥148,000 （税込￥162,800）

受光器付
【付属品】
受光器、
充電池、
AC アダプター

特
価

￥49,800 （税込￥54,780）

８０. ジェントス

７９. ジェントス

手のひらにスマートに収まる！
●超小型・超軽量のグリンレーザー
●可動脚は折り畳み式（破損時は部品交換可能）

・電源：単 3 アルカリ乾電池 ×4 本
・サイズ：H110×W40×D82mm
・重量：約 340g
（電池含む）

特
価

￥39,800 （税込￥43,780）

８１. レッドレンザー

８２. レッドレンザー

ＬＥＤヘッドライト ＲＶＨ０７Ｒ

充電式ＬＥＤヘッドライト ＭＭ－２８５ＨーＳＥＴ

充電式ワークライト ＧＺ－１２３－ＳＥＴ

充電ヘッドライト Ｈ７ＲＣｏｒｅ ５０２１２２

充電式ライト Ｐ７ＲＣｏｒｅ ５０２１８１

コード No.354029

コード No. 332552 標準価格 ￥11,000（税込）

コード No. 355393 標準価格 オープン

コード No.354847

コード No. 352598 標準価格 オープン

面発光（ＣＯＢ）ＬＥＤハンディワークライト！

ベストセラーのＨ８Ｒ後継機種！
新しいスタンダードモデル！

標準価格 オープン

本体に直接チャージ！
●予備電池に充電口がついているので、
充電器不要。
●充電池を取りはずさなくても充電できます。
●耐久性のあるＵＳＢ ＴｙｐｅーＣ

小型アルミヘッドライト！
乾電池・専用充電池兼用
乾電池の場合は単 3 形
アルカリ乾電池 ×4 本

・明るさ調整 3 段階
・電源：専用充電池または
単 4 乾電池 ×3 本
・防水等級：IPX4

￥7,480 （税込￥8,228）

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！

・本体サイズ： W55.0×H182.0×D29.0mm
・質量：約 220g

【付属品】
ヘルメットクリップ ×4 個、
専用充電池、
布バンド、
USB Type-C 30cm コード

特
価

●トップライト点灯で懐中電灯としても使用できます。
●ＵＳＢ充電式

標準価格 オープン

特
価

￥7,500 （税込￥8,250）

特
価

￥5,880 （税込￥6,468）

特
価

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

￥9,800 （税込￥10,780）

パワー重視のユーザーモデル！
●ワイド・スポット照射が自在に調整できます。
●電池を取り出さずに充電可能です。

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

特
価

￥11,000 （税込￥12,100）

３

８４. ピカコーポレイション

８３. アルインコ
ＰＲＷ９０ＦＸ

脚伸縮式兼用脚立
簡単！安心！便利！

天板高さ：0.70 〜 1.00 質量：5.6kg
標準価格￥28,600（税込）

コード No.314359

￥10,000 （税込￥11,000）

特
価

●操作しやすい伸縮操作レバー（６ｍｍピッチ） ＰＲＷ１２０ＦＸ
●昇降しやすい幅広踏ざん（６０ｍｍ）
コード No.314361
特
●交換しやすいボルト式支柱端具

天板高さ：1.00 〜 1.30 質量：6.5kg
標準価格￥31,350（税込）

￥11,000 （税込￥12,100）

ＰＲＷ１５０ＦＸ

天板高さ：1.29 〜 1.59 質量：7.5kg
標準価格￥37,400（税込）

コード No.314362

１００ｋｇ

ＰＲＷ１８０ＦＸ

ＮＤＡ－１５０
特
価

ＮＤＡ－１８０

ＰＲＷ２１０ＦＸ

ＮＤＡ－２１０

８６. ピカコーポレイション

￥69,800 （税込￥76,780）

昇り降りをより快適にする
ワイドな脚幅

￥33,800 （税込￥37,180）

特
価

８８. ワキタ

８７. 日動工業

全長 5.87m 縮長1.05m 重量 25.8 ㎏
コード No. 319247 標準価格 ￥143,000（税込）

ＬＳ－５９

上段部での昇り降りを
軽快にするエンドキャップ

特
価

￥79,800 （税込￥87,780）
９０. 土牛産業

８９. ナンシン

２連はしご ２ＣＳＭ－７４ＴＣ限定品

サイクロンクリーナー ＮＶＣ－Ｓ３５Ｌ

バキュームクリーナー ＭＶＣ３０１

樹脂連結ドーリー ＰＤ－４２７－３ＳＮ

台車Ｘカート ＸＣ０１５０Ｙ ０３７８６

コード No. 310647 標準価格 オープン

コード No. 308053 標準価格 ￥63,800（税込）

コード No. 317121 標準価格 オープン

コード No. 312817 標準価格 オープン

コード No. 328651 標準価格 ￥10,450（税込）

伸縮ロープがたるまない
エンドレス機構！

１００ｋｇ
・全長：7.31m
・縮長：4.25m
・質量：16.3kg

火山灰など微細な粉塵を１０ｋｇ吸っても
パワーが落ちない！

圧倒的な
吸引力！

限定

最大使用質量
JIS1000 形規格品

３０

台

集塵容量

１６Ｌ
１５Ｌ

乾燥

液体

目詰まりしにくい！
サイクロンセパレーター方式

特
価

￥27,800 （税込￥30,580）

特
価

￥29,800 （税込￥32,780）

９１. 浅香工業

乾湿
両用

一輪車 ３才深型プロ

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

積載荷重

１００ｋｇ

縦穴掘り作業に！

￥11,000 （税込￥12,100）

欧州規格 ＥＮ３８８ ２０１６ ： ４×４２Ｃ
欧州規格 ＥＮ３８８ ２００３ ： 耐切創能力レベル５

コード No. 313636 ／Ｍ
コード No. 313645 ／Ｌ 標準価格 各オープン
特
価各
（税込各￥858）

￥780

特
価

￥7,200 （税込￥7,920）

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

敷くだけで簡単な雑草対策！

７６３３ （サイズ１ｍ×２０ｍ）

コード No. 301119
標準価格 オープン

７６３４ （サイズ１ｍ×５０ｍ）

コード No. 357215
標準価格 ￥8，
778（税込）

特
価

￥6,500 （税込￥7,150）

コード No. 357216
標準価格 ￥21，
780（税込）

特
価

￥16,000 （税込￥17,600）

※送料別途

９７. ディアドラ

９８. アシックス

安全靴 ピピット
・先芯：樹脂製
・甲被：人工皮革＋エアメッシュ
靴ひもを使用しないクロージャーシステム！・靴底：EVA＋耐摩耗 TPU

安全靴ウィンジョブ ＣＰ３０５ 優れたグリップ性とクッション性！

着脱がスムースで、快適なフィット感を提供。

●靴底のかかと部に衝撃緩衝材「ＧＥＬ」を搭載。
●通気孔から空気を取り込むミッドソール。
●幅 / ラスト ： ３Ｅ相当

●使用後は折り畳んでコンパクト
に収納できます。
●ラミネート加工で水洗いＯＫ！
標準価格 各オープン

※Ｌサイズ

￥860 （税込￥946）

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

￥1,200 （税込￥1,320）

特
価

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

￥1,800 （税込￥1,980）

改正の３つのポイント
１．「安全帯」の名称が「墜落制止用器具」に変更されます。
２．新規格では「フルハーネス型」を使用することが原則となります。
フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達する恐れのある場合
（高さが６．７５ｍ以下） は 「胴ベルト型（一本つり）」 を使用できます。

ＰＰ－２２８（ＢＬＫ＋ＢＬＫ＋ＧＲＹ）

25.0cm
25.5cm
26.0cm
26.5cm
27.0cm
特
価各

ＰＰ－７２８（ＯＲＧ＋ＢＬＫ＋ＧＲＹ）

コード No. 325217
コード No. 325219
コード No. 325220
コード No. 325221
コード No. 325223

￥9,450 （税込

各

25.0cm
25.5cm
26.0cm
26.5cm
27.0cm

￥10,395）

コード No. 325300
コード No. 325301
コード No. 325302
コード No. 325303
コード No. 325304

標準価格 各￥11,550（税込）

１００ホワイト × ホワイト

25.0cm
25.5cm
26.0cm
26.5cm
27.0cm
特
価各

コード No. 325290 標準価格 ￥11,550（税込）

コード No. 325292 標準価格 ￥17,160（税込）

片手で操作できるワンハンド巻取機構！

移動時の引掛かりを防ぐノビロンタイプ！

ノビロンタイプのツインランヤード！

・ランヤード：巻取式 幅 15mm× 長さ 1,650mm
・構造物側フック：FS-93SV
（軽量・SV 回転）
・人体側：ショックアブソーバ＋フック FS-33
・質量：約 1,125g
・フックハンガー付

・ランヤード：ノビロン 幅 32mm×
長さ 収縮時 1,150 〜 1,250mm、
伸長時 1,600mm
・構造物側フック：FS-93SV
（軽量・SV 回転）
・人体側：ショックアブソーバ＋カラビナ FS-21KS
・質量：約 780g
・ランヤード色：BK
（ブラック）
・フックハンガー付

・主・副ランヤード：ノビロン 幅 32mm× 長さ
収縮時 1,150 〜 1,250mm、
伸長時 1,600mm
・構造物側フック：FS-93SV
（軽量・SV 回転）
・人体側：ショックアブソーバ＋カラビナ FS-21KS
・質量：約 1280g
・フックハンガー２個付

織ロープの繰出しから
収納までを片手で操作
できる業界初の巻取式
ランヤードです。

使わない時には
短く縮んでおり、
移動時の引掛かりが
防げます。

特
価

￥11,400 （税込￥12,540）

特
価

￥7,880 （税込￥8,668）

１０３. 藤井電工
●束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。
●付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取付けられます。

ベルト色

Ｍサイズ

コード No. 325294
標準価格 ￥19,800（税込）

Ｌサイズ

１０５. 藤井電工

衝撃に強い！
BB-60-SN

BB-80-SN

・全長：5.7m
・落下衝撃荷重：約 5.7kN
コード No. 214174 標準価格 ￥41,690（税込）
・寸法：L182×W162×D67mm
特
・重さ：約 1.4kg

￥24,000 （税込￥26,400）

価

・全長：8.0m
コード No. 306946 標準価格 ￥52,360（税込）
・落下衝撃荷重：約 5.1kN
・寸法：L202×W182×D68mm 特
価
（税込￥33,000）
・重さ：約 1.8kg

￥30,000

特
価

ベルト色

コード No. 324957
標準価格 ￥21,010（税込）

￥12,800 （税込￥14,080）

特
価

コード No. 325295
標準価格 ￥21,670（税込）

￥13,200 （税込￥14,520）

お気軽にご用命ください

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

ＢＢ－６０－ＳＮ

・腿ベルト：水平型
・腿バックル：ワンタッチバックル
※ランヤード別売

コード No. 324950
標準価格 ￥19,140（税込）

ベルブロック

ＢＢ－８０－ＳＮ

￥11,700 （税込￥12,870）

●表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。
●腰部の交差部が可動し、体の動きにフィット。
●骨盤 ・ 足回りに配置されたベルトが、落下時の衝撃荷重を分散。

￥12,000 （税込￥13,200）

Ａ１ＧＳＳＪＲ－ＷＬ２ＢＫ（Ｓサイズ） コード No. 324779
Ａ１ＧＳＭＪＲ－ＷＬ２ＢＫ（Ｍサイズ） コード No. 324780
Ａ１ＧＳＬＪＲ－ＷＬ２ＢＫ（Ｌサイズ） コード No. 324781
特
価各
（税込各￥21,780） 標準価格 各￥32,670（税込）

特
価

黒影ハーネス ＴＨ－５０４－ＯＴ
見た目も動きもスタイリッシュ！

特
価

作業しやすい
蛇腹ランヤード！

使わない時には
短く縮んでいる
「ノビロン」タイプの
ツインランヤード。

レヴォハーネス ＴＨ－５０８－ＯＴ
安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル！

￥11,600 （税込￥12,760）

ベルトカラー：黒

１０１. 藤井電工

コード No. 325288 標準価格 ￥16,720（税込）

Ｌサイズ

１０４. タジマツール

標準価格 各￥12,980（税込）

ハーネス用ツインランヤード
ＴＨＬ－２－ＮＶ９３ＳＶ－２１ＫＳ－２Ｒ２３

Ｍサイズ

すぐ使える
ハーネスＧＳ 蛇腹ダブルＬ２セット
セット品
ハーネス＋ダブルランヤードのセット品！
束縛感の少ないＹ型構造を採用したエントリーハーネス。

￥11,660）

ハーネス用ランヤード
ＴＨＬ－ＮＶ９３ＳＶ－２１ＫＳ－Ｒ２３

特
価

お時間がかかる場合がございます。予めご了承ください。

各

コード No. 328966
コード No. 328967
コード No. 328968
コード No. 328969
コード No. 328970

ハーネス用巻取式ランヤード
ＴＨＬ－ＴＯＲ９３ＳＶ－３３－Ｒ２３

・腿ベルト：V 型
・腿バックル：ワンタッチバックル
※ランヤード別売

ご注文時の状況によってはお届けまでに

25.0cm
25.5cm
26.0cm
26.5cm
27.0cm

￥10,600 （税込

１０２. 藤井電工

墜落制止用器具は、品薄の状況が続いております。

００１ブラック × ブラック

コード No. 328975
コード No. 328976
コード No. 328977
コード No. 328978
コード No. 328979

１００. 藤井電工

９９. 藤井電工

３．「安全衛生特別教育」が必要です

￥19,800

特
価

コード No.238600
標準価格 オープン

９６. 林商事
自立式クロス袋
ＦＲＰ芯採用で自立可能！
底面の吊りベルトで反転
ラクラク！

政省令改正の猶予期間終了が迫っております。（２０２２年１月１日まで）
期間終了直前は品薄が予想されますので、お早目のご準備をお勧めします。

参考適合身長

特
価

超強力防草シート

￥2,900 （税込￥3,190）

「墜落制止用器具」の
ご準備はお済みでしょうか？

S サイズ：155〜165 ㎝
M サイズ：165〜175 ㎝
L サイズ：175〜185 ㎝

・展開時全長：450×350×100mm
・全重量：約 2kg
動画をチェック！→

９４. キンボシ

￥2,800 （税込￥3,080）

￥3,800 （税込￥4,180）

Ｍサイズ（７０Ｌ）
（L サイズ）

・天板サイズ：L680×W420mm
・積載面高さ：120mm
・質量：3.3kg

￥3,800 （税込￥4,180）

アルミ柄ラクワンショベル
従来品に比べ
５００ｇ（約３０％）軽量に！

ラクワンショベル丸

特
価

コード No. 312176
特
サイズ：40×40×45cm 価

（M サイズ）

￥18,800 （税込￥20,680）

ラクワンショベル角

９５. ペンギンエース
耐切創手袋 ワークハンターＧ
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！

乾湿
両用

特
価

特
価

・車輪径：365mm
・質量：13kg
・使用時外寸法：L1288×W496×H615mm
・バケット外寸法：L770×W496×D285mm

特
価

１００ｋｇ

驚異の軽さ！

・刃先寸法：巾 124mm 長さ 218mm
・全長：1440mm

約６５ｋｇ
※折りたたみ時

最大積載質量

・全長：970mm
・刃先幅：丸型 232mm/ 角型 255mm
・質量：丸型 1280g/ 角型 1480g

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

最大使用質量

コンパクト性能を追求！

９３. トンボ工業

コード No. 355492 標準価格 オープン
●「ネコ車業界のベンツ」とテレビで紹介されました。
●モルタル ・ 解体ガラ等の運搬に。

●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
●縦横連結可能

・電源：100V
（50/60Hz)
・消費電力：1200W
・集塵容量：30L
・吸水量：16ℓ
・本体寸法：W386×D415×H635mm
・質量：8.5 ㎏

９２. トンボ工業

作業現場で役立つネコ！

位置調整可能な折畳み式位置決めガイド搭載！ ワンタッチで折りたためる！

乾湿両用で
ブロワー機能付き！
●ブロワー機能付きで、奥に
溜まったゴミを吹き飛ばします。
●フィルターの手入れが簡単、
取り外せて水洗いができます。

・電線長：5m
・吸込仕事率：170W
・連続使用時間：30 分

４

特
価

天板高さ：1.98m 質量：11.2kg
標準価格￥61,600（税込）

コード No. 328036

￥16,000 （税込￥17,600）

特
価

ＬＳ－４９ 全長 4.88m 縮長 0.96m 重量19.5㎏
コード No.319246 標準価格 ￥127,600（税込）

￥28,800 （税込￥31,680）

特
価

天板高さ：1.88 〜 2.18 質量：10.5kg
標準価格￥49,500（税込）

コード No.314365

スムーズにロック解除が
出来るプルリング

天板高さ：1.68m 質量：8.9kg
標準価格￥53,900（税込）

コード No. 328035

全てが日本品質。

￥39,800 （税込￥43,780）

￥25,800 （税込￥28,380）

１００ｋｇ
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特
価

天板高さ：1.39m 質量：7.5kg
標準価格￥48,400（税込）

コード No. 328034

最大使用質量

ＬＳ－３９ 全長 3.89m 縮長 0.88m 重量13.4 ㎏
コード No. 319245 標準価格 ￥72,600（税込）

￥21,800 （税込￥23,980）

特
価

￥14,000 （税込￥15,400）

特
価

天板高さ：1.10m 質量：5.5kg
標準価格￥40,700（税込）
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コード No. 328033

天板高さ：1.59 〜 1.89 質量：9.1kg
標準価格￥41,800（税込）

コード No.314364

スカイラダー
コンパクトに縮めて、収納・持ち運び！

￥20,000 （税込￥22,000）

特
価

最大使用質量

￥13,000 （税込￥14,300）

特
価

８５. 長谷川工業

天板高さ：0.81m 質量：4.6kg
標準価格￥37,400（税込）

コード No. 328032

より安全性がアップする
アウトリガー付き！
天板寸法：NDA−90・120：300×164mm
NDA−150 〜 210：300×172mm

価

最大使用質量

ＮＤＡ－９０

アウトリガー付きはしご兼用脚立

