
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！ 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。 食後の血中中性脂肪の吸収を抑えます。 生麺を48時間低温熟成乾燥した麺と、
全国のラーメンの味を詰合わせました。

黒烏龍茶約350ml×18本入り

350ml×12缶

サッポロエビスセット 
YE3D　 黒烏龍茶ギフト30

全日本ラーメン
15食セット

景品付き

カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示！
コンクリート探知機

切断スピード＆切込み深さクラスNo.1！

充電式チップソーカッタ CS001GRMX
コードNo. 360597 標準価格 ￥125,400（税込）

軽快な連続作業を可能にする
最短・最軽量ハンマードリル！

充電ハンマドリル EZ1HD1J18V-B
コードNo. 361190 標準価格 ￥130,130（税込）

４５気圧コンプの極致！

コンプレッサー

並列使用で定格出力3.0kVA
取出しが可能。（別売の並列コード使用時）

インバータ発電機　EF1600iS(J)
コードNo. 227180 標準価格 ￥217,800（税込）

燃料がカセットガスだから、
手軽に購入できて保管も簡単です。

ガスパワー発電機『エネポ』 EU9iGB　
コードNo. 230420 標準価格 ￥121,000（税込）

ポータブルバッテリー

特
価￥108,000 （税込￥118,800） 特

価￥115,000 （税込￥126,500） 特
価￥91,200 （税込￥100,320）

特
価￥82,800 （税込￥91,080）

特
価 各￥175,000 （税込各￥192,500）

特
価 各￥176,800 （税込￥194,480）

特
価￥155,000 （税込￥170,500） 特

価￥105,000 （税込￥115,500） 特
価￥188,000 （税込￥206,800） 特

価￥368,000 （税込￥404,800）

001. ボッシュ 002. マキタ

008. パナソニック

016. マックス

017. ヤマハ

３ｋＶＡの高出力！

インバータ発電機 HPG3000i
コードNo. 310114 標準価格 オープン

特
価￥128,000 （税込￥140,800）

018. ワキタ

コードレスで550℃！

充電式ヒートガン HG181DZK
コードNo. 360575 標準価格 ￥23,650（税込）

特
価￥17,200（税込￥18,920）

014. マキタ

019. ホンダ 020. 富士倉

簡単に探知画像を保存、ＰＣへ転送が可能！

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

紹介動画

説明動画

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

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

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

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

スミ打ちアタッチメントEZ9HX500 コードNo. 358875
標準価格 各￥10,780（税込）

特
価 各￥7,400 （税込各￥8,140）アングルアタッチメントEZ9HX501 コードNo. 358876

EZ1PD1J18D-B（黒）
EZ1PD1J18D-R（赤）
EZ1PD1J18D-Y（黄）

コードNo. 358862

【付属品】18Vバッテリ2個、充電器、ケース

コードNo. 358863
コードNo. 358864

特
価 各￥49,700（税込各￥54,670）

EXENA インパクトドライバー
直感操作の極みへ！

標準価格 各￥78,100（税込）

●業界最短ヘッドサイズ98mm （※2021年6月1日現在）
●同社従来品の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。
●別売のアタッチメントを使用すれば狭所作業・隅打ち作業が快適。

●同社AC機と比べ約2.4倍の切断スピード。
●最大67mmの切込み深さ。

004. パナソニック

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

紹介動画

紹介動画

・風量：風量 1…120L/min   風量 2…200L/min
・本体サイズ：L173×W79×H255mm
・質量：1.3kg

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

特
価￥56,000 （税込￥61,600）

小型電動ブレーカー  TE500X(G03)
コードNo. 321988 標準価格 ￥75,570（税込）
革新的な冷却システム！

チャック部先端から
冷却風を排出！

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

カッティングシートの伸ばしや貼付け、
シーリング剤の剥がし作業等に。

・寸法：417×108×240mm
・重量：4.8kg

六角軸
17

010. ヒルティ

特
価￥240,000 （税込￥264,000）

電動ハツリ機  TE-1000AVRコンボ
コードNo. 311796 標準価格 ￥330,000（税込）
振動軽減システムAVRが驚きの
低振動を実現！

世界最高技術の

低振動構造

・定格電流：15A
・無負荷打撃数：1,950 打 / 分

・寸法：L710×W141×H305mm
・重量：12.5kg
・チャックタイプ：TE-S
・付属品：チゼル TE-SP-SM36×1
                      TE-SP-FM36×1

009. ヒルティ

特
価￥175,000 （税込￥192,500）

充電鋲打機  BX3ME P2/4.0Aコンボ
コードNo. 449992 標準価格 ￥243,870（税込）

専用ピン20mm
X-P20B3MX 2000本

コードNo. 317899
標準価格  ￥88,000（税込）

特
価￥64,000 （税込￥70,400）

4.0Ah最新
バッテリー搭載！

【付属品】4.0Ah バッテリ×2、充電器、ケース

セットのバッテリーの容量が
3.0Ah→4.0Ahにアップ！

012. ヒルティ

・タンク容量：11L
・質量：16kg

標準価格 各￥226,600（税込）

AK-HL1270E3
コードNo. 342628 コードNo. 342629

AK-HL1270E3 ブラック
コードNo. 342631
AK-HH1270E3 ブラックAK-HH1270E3

コードNo.  342630
標準価格 各￥228,800（税込）

専用コンプアプリで、
スマホでの操作が可能です。

●家庭のコンセントと同じ出力波長の
    「純正弦波」
●スイッチ操作で50/60Hzの
   出力切り替え機能付き。

大容量パワーバッテリー！

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

BA-3000
標準価格 オープンコードNo. 354079

定格出力1,500W
瞬間最大3,000Wの大容量！

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

標準価格 オープン
BA-6000
コードNo. 361048

定格出力3,000W
瞬間最大6,000Wの大容量！

超パワフルなロータリーハンマードリル！

充電ハンマドリル TE6A22P2/4.0DRS
コードNo. 449981 標準価格 ￥209,000（税込）

特
価￥170,000 （税込￥187,000）

007. ヒルティ

●コンクリートでの連続したアンカー穴あけ作業に最適。
●一体型集じんシステム採用により、実質上無粉じんの
   穴あけが可能に。

・使用ビット範囲：4~20mm
・打撃力：2.5J
・ハツリ機能有
・本体寸法：L360×W93×H200mm
・本体質量：3.7kg

【セット内容】本体、集じんシステム、ケース、
22V4.0Ah バッテリー×2、充電器、ビットセット TE-CX(6)M1

さらなる耐久性向上へ。
使いやすさそのまま！

ハンマ H41SA4
コードNo. 359791 標準価格 ￥61,710（税込）

特
価￥42,075 （税込￥46,283）

011.HiKOKI

打撃エネルギー

10J

六角軸 17mm

◆
・電圧：AC100V
・消費電力：1,050W
・全負荷打撃数：3,000 回 / 分
・機体寸法：L389×H214×W103mm
・質量：4.5kg( サイドハンドル除く )

【付属品】
ブルポイント ( 六角シャンク、全長 280mm)・
サイドハンドル・プラスチックケース

・ノコ刃寸法：外径 185mm・内径 20mm
・寸法：L350×W232×H270mm
・質量：4.3kg
【セット内容】本体・バッテリ BL4040×2本・充電器DC40RA・
チップソー・ケース

コードレスチップソー切断機
一台二役、作業用途が倍増！

CD3605DFA(XP)
（バッテリ・充電器付） コードNo. 358124

標準価格 ￥84,700（税込）

CD3605DFA(NN)（本体） コードNo. 358125標準価格 ￥55,770（税込）

特
価￥57,800 （税込￥63,580）

特
価￥38,000 （税込￥41,800）

ベース部のボルトをはずすと、
ハンディタイプ（CD3605DB）
として使用が可能。

・のこ刃外径：150mm/穴径20mm
・本体サイズ：L394×H348×W205mm
・質量：6.6kg
・最大切断能力（バイス角0°）：丸パイプ外径56mm/アングル鋼50×50mm
・最大切断能力（バイス角左45°）：丸パイプ外径40mm/アングル鋼40×40mm

003.HiKOKI

特
価￥44,800 （税込￥49,280）
AS001GZ（本体のみ） コードNo. 361209

標準価格 ￥25,300（税込）

【付属品】バッテリ BL4025、充電器DC40RA、ケース

特
価￥18,400 （税込￥20,240）

８種類のアタッチメント付！

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

015. マキタ

紹介動画

特
価￥240,000 （税込￥264,000）

充電ハンマドリル  GBH18V-45C
コードNo. 343260 標準価格 ￥352,000（税込）
1500W機種並みのハイパワー！
●SDS-maxシャンク・破つり兼用のコードレスハンマードリル。
●打撃力12.5J
●スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
●超高容量ProCORE12Ahバッテリー2個付

・能力： ドリルビット 45mm
 コア 125mm
・サイズ：H266×D131×W545mm
・質量：9.3kg( バッテリー含む )

006. ボッシュ

結束力、さらに強く！
鉄筋結束機

013. マックス

・最小結束径：D10×D10 　・最大結束径：D13×D13×D25

・最小結束径：D16×D16 　・最大結束径：D16×D16×D38

RB440T-B2C/1450A コードNo. 358626
標準価格 ￥244,200（税込）

RB610T-B2C/1450A コードNo. 358627
標準価格 ￥266,200（税込）

特
価￥217,800 （税込￥239,580）

特
価￥199,800 （税込￥219,780）

●2本のワイヤを同時に送る
   「ツインタイア」機構搭載。
●5.0Ahバッテリ×2、充電器付属

・連続運転時間：約 2.2 ～ 1.1h
・燃料タンク容量：500g
・並列運転可能
・50Hz/60Hz 周波数切替
・エコスロットル
・オイルアラート
・カセットガス燃料
※カセットボンベ別売
※並列運転時、別売コード使用

※バッテリ・充電器別売

524

365 262

特
価￥168,000 （税込￥184,800）

充電ハンマドリル  GBH18V-34CF
コードNo. 358308 標準価格 ￥264,000（税込）
パワフル&スマート！
●コード式950W機種並みのハイパワーで5.8Jの打撃力を実現。
●スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
●高容量ProCORE8.0Ahバッテリー2個付
●SDSプラスシャンク
●クイックリリースシステム

・能力：コンクリート 32mm・
 ダイヤモンドコア 82mm・
 鉄工 13mm・木工 40mm
・サイズ：H260×D96×W435mm
・質量：5.9kg( バッテリー含む )

005. ボッシュ

445

490 280

質量
20
kg

質量
34
kg

484
420

417

・連続運転時間：約10.5～4.2h
・燃料タンク容量：4.2 L
・直流12V-8A付
・エコノミーコントロール

１



5Wハイパワー
デジタルトランシーバー！

デジタルトランシーバー VXD-30
コードNo. 354908 標準価格 ￥63,580（税込）

寸切り修正ペンチ

切断変形一切ナシ！

アングル切断機 AGS-40R
コードNo. 309263 標準価格 ￥59,609（税込）

成端作業が早くて簡単！

モジュラー圧着工具 LMJ-8TC-M
コードNo. 360000 標準価格 ￥10,780（税込）

7タイプのカギに対応した
配電盤、分電盤用の合鍵です。

盤用マルチキー BMK-7
コードNo. 359667 標準価格 ￥4,180（税込）

塩ビ管切断面取パイプサポート VPAS300A
コードNo. 222441 標準価格 ￥8,162（税込）

簡単操作のチェンバイス！

ロータリーバンドソー CB18F3
コードNo. 209543 標準価格 ￥290,400（税込）

ポリエチレン管をすばやく滑らかに切断！

ポリエチレン管用垂直切カッタ PE150
コードNo. 324740 標準価格 ￥189,200（税込）

特
価 ￥40,800 （税込￥44,880）

特
価 ￥31,500 （税込￥34,650）

特
価 ￥6,370 （税込￥7,007） 特

価 ￥2,470（税込￥2,717）

特
価 ￥4,350 （税込￥4,785）

特
価 ￥198,000 （税込￥217,800）

特
価 ￥137,600 （税込￥151,360）

028. スタンダード 029. アルインコ

033. ビクター

業務に、レジャーに、そして防災にも！

トランシーバー DJ-DPS70KA
コードNo. 324608 標準価格 ￥52,580（税込）

特
価 ￥41,800 （税込￥45,980）

030. アルインコ

デスク周辺になじむスクエアタイプ！
延長コード キュービー

誰でも簡単に使えるモデル！
トランシーバー UBZ-LS20

コントロール性抜群！
シルバーフィッシャー

027. ハタヤ

031. ケンウッド

035. ジェフコム

037.MCC 038. ジェフコム 039. ジェフコム 040.MCC

044.ＭＣＣ

048.HiKOKI 049. シブヤ

特
価 ￥430,000 （税込￥473,000）

●業界初の空冷ファン搭載で抜群の長時間稼働。
●トルクがあるため、詰まらず停まらない。
    固いシースも一瞬。
●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。

ストリッピングマシン  NC-CV325-7
コードNo. 353307 標準価格 ￥693,000（税込）
単芯325mm2まで1回分別！

021. 西田製作所

特
価 ￥100,000 （税込￥110,000）

インパクトパンチ  NC-ETP-3
コードNo. 360929 標準価格 オープン
インパクトドライバにセット可能！

※連続操作の場合、インパクトドライバが過負荷になり
発熱します。連続使用回数は最大 15回を目安として
ご使用ください。
※インパクトドライバ・パンチ刃物は別売です。

・サイズ：H60×L212×W138mm
・質量：2.1kg

●14.4V仕様以上のインパクトドライバにセット可能です。
●薄鋼75・厚鋼70まで穴あけ可能（板厚2.3tまで )
●連続使用回数（10～15回 )

NewNew

NewNew
NewNew

022. 西田製作所

特
価 ￥181,000 （税込￥199,100）

充電油圧パンチャー  REC-Li7PD
コードNo. 341590 標準価格 ￥291,500（税込） １４．４Ｖ

小型軽量！

・適用範囲： A15 ～ A75、B16 ～ B82、
 軟鋼板 t3.2mm、ステンレス t1.6mm
・外形寸法：380×136×84mm
・質量：3kg( バッテリを含む )

【付属品】バッテリパック、充電器、ケース

軟鋼板3.2mm・3インチまで
穴あけ可能。

景品付き

023. マクセルイズミ

特
価 ￥250,000 （税込￥275,000）

コードNo. 320669 標準価格 ￥423,500（税込）
18V/14.4V両方の電池が使用可能！

１８Ｖ ５．０Ａｈ

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

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

●兼用タイプにリニューアル  ●早送り付きでスピード圧着
●オプションのアタッチメント装着でマルチ工具に早変わり

圧着範囲
14~250mm² 

クリンプボーイ  EV-250DL標準セット
024. カクタス

特
価 ￥299,000 （税込￥328,900）

コードNo. 337912 標準価格 ￥482,900（税込）
T型圧縮はT450まで可能！
（オプションの圧縮アタッチメント使用）

・適用範囲：圧着 150-325【8-10(OP)】
  圧縮 C12-C42(OP)  T 型圧縮 T11-T450(OP)

【セット内容】
工具本体、バッテリ BP-2120、充電器 CH-21J、ケース、肩掛ベルト

・寸法：379×352×92mm
・質量：6.9kg

２１．６Ｖ
２．０Ａｈ

圧着・ 圧縮

３２５ｍｍ２まで！

充電式圧着工具  S7G-M325R

景品付き

景品付き

026. マクセルイズミ

充電式圧着工具

２１．６Ｖ
２．０Ａｈ

パワフル & スピーディ！

S7G-M200R コードNo. 322914
標準価格  ￥379,500（税込）

S7G-M250R コードNo. 322915
標準価格  ￥392,700（税込）

特
価 ￥235,000 （税込￥258,500）

特
価 ￥245,000 （税込￥269,500）

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

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

025. マクセルイズミ

・コード長：2.5m
・サイズ：145×110×28mm
・質量：350g

●100VコンセントとUSBポートをそれぞれ2口装備。
●重ねたり並べて置けるマルチデザインです。
●スマホやタブレットを立てられるスタンドになります。

特
価 各￥4,500 （税込各￥4,950）コードNo. 356614

SSS-01W（白）

SSS-01B（黒）
コードNo. 356613 標準価格 各オープン

●ポピュラーな形状のヘルメット用ヘッドバンドホルダー付属。
●交互・中継・連結中継/2,3,4者間同時通話対応
●47ch特定小電力トランシーバー
●IP66 耐塵・耐暴噴流相当（本体部のみ、マイク含まず）

●技術基準適合証明取得機種
●デジタル30チャンネル
●防塵・防水IP67 詳しくはこちら！

紹介動画

紹介動画

紹介動画

基本操作動画

【付属品】
バッテリーパック EBP-108、ヘルメットホルダー×2個、
ヘッドバンド×3本 ※ヘルメットは別売です。
特
価 ￥49,800（税込￥54,780）

ヘルメット用トランシーバー  DJ-PHM20
コードNo. 360946 標準価格 オープン
ヘルメット・作業帽への取り付けに特化！

特
価 各￥7,480 （税込各￥8,228）

今までになかった左利き用！
VA線ストリッパ Evolution

VFF･ｴｺ電線(EM-EEF)
4ｻｲｽﾞ対応

φ1.6×2 芯､3 芯
φ2.0×2 芯､3 芯

電気工事士技能試験
必携工具

資格不要
資格不要

免許・資格
不要

登録局申請
必要

登録局申請
必要

《調整ダイヤル採用》
心線のキズ付き防止＆
材料硬さのバラつきに対応

《スライドガイド機構搭載》
きれいな切り口の実現＆
替刃交換時の調整不要

コードNo.310905
VS-L1623（左利き用）VS-R1623（右利き用）

コードNo.310904
標準価格 各￥14,069（税込）

032.MCC

標準価格 ￥7,700（税込）

薄型軽量＋高耐久！
●掴む・切る・簡易圧着・
   ネジ山修正を1本に
●寸切りボルト(3/8)の
   ネジ山修正、バリ取りが可能

MZHG-225
コードNo. 357535

MZHG-200
コードNo. 357533
標準価格 ￥7,260（税込）

特
価 ￥4,550 （税込￥5,005）

特
価 ￥4,280 （税込￥4,708）

・切断能力：鉄線4.0φ・銅線5.0φ・VVF線1.6×3芯・2.0×3芯
・圧着能力：1.25~3.5mm2  ・製品重量：340g

・切断能力：鉄線3.6φ・銅線4.6φ・VVF線1.6×3芯・2.0×3芯
・圧着能力：1.25~3.5mm2  ・製品重量：290g

特
価 ￥20,800 （税込￥22,880）

ドラムを寝かせても

電線を引き出せる！

コンセント部は回転しない延長コード型！

マジックびっくリール RZ-EB30S
コードNo. 213598 標準価格 ￥51,150（税込）

・VCT 2.0×3 芯
・アース付

《ほたるコンセント》

15mA感度

暗闇でも通電状態が
一目瞭然！

漏電保護専用

30
メートル

036. 日動工業

小型軽量、ワンピースボディ！

パイプマシンネジプロ25 PMNA025
コードNo. 206126 標準価格￥229,900（税込）

特
価 ￥148,000 （税込￥162,800）

高速・ハイパワーモータ採用により、作業能率アップ。

●切断面の変形・バリがないので、切断後そのまま使用できます。
●電源不要の手動式です。騒音・切粉・火花が
    出ないので、場所を選ばず安心安全な切断作業が可能です。

＜切断能力＞
8A～25A(1/4～1)

・機械寸法：L372×W324×H310mm
・質量：21kg
【標準付属品】
・自動ダイヘッド
    HAD25(1/2 ～ 1)
・ガス管用チェーザ
    (PT1/2 ～ 3/4)・(PT1)
・切削油 1L
・六角棒スパナ

※8A~10A(1/4,3/8) のねじ切りは
別売の手動ダイヘッドとチェーザをお使いください。

041.MCC

・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

・切断能力(mm)： 穴あきアングルt3.2×L40以下/
 平鋼材t3.2×L38以下
・本体寸法：L1000×W175×H194mm
・質量：8.5kg

片手で持てる

パイプマシン！

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

特
価 ￥178,000 （税込￥195,800）

042.REX

小型・パワフル・超軽量！
マンティス XB65A

特
価 各￥87,500 （税込￥96,250）

XB65A（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）475166
コードNo. 323967

標準価格 各￥137,500（税込）

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

043.REX

特
価 ￥62,500 （税込￥68,750）

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

【付属品】バルブヘッド付SCワイヤφ8mm×7.5m

・全長：200mm
・質量：390g

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

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

●化粧管13専用
   （銅製クロームメッキ給水管、ステンレス製給水管）
●ラチェット操作で往復させるだけの簡単締め付け。

●硬質塩化ビニル管を上に置いて回転させるための
   パイプサポートです。
●管の切断・面取りをする時に使用しますと、
   作業効率が上がります。
※商品は1台単位となります。写真は2台です。

045. アサダ

木から金属までよく切れる万能鋸！

シャーパープレミアムセット
コードNo. 234044 標準価格 オープン

特
価 ￥3,800 （税込￥4,180）

特
価 ￥880 （税込￥968）

シャーパープレミアム替刃Ｎｏ．２
コードNo. 234045 標準価格 オープン

【セット内容】
・グリップ１丁・プレミアムNo.2 替刃 1枚

ハイスバイメタル使用。非常に折れにくく、
安全なうえに硬度が高いので硬い物が切れ、
摩耗しにくく長寿命です。

046. 河部鋸刃

特
価 ￥9,980 （税込￥10,978）

エンビパイプカッター  PIP63
コードNo. 315923 標準価格 ￥18,304（税込）

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φ63mmまで
・質量：490g

・電源：単相 100V
・能力： 丸パイプφ180mm
 角パイプ□150mm
 H 形鋼 150×150mm
 丸棒φ60mm
・本体質量：38kg

・切断対象物：ポリエチレン管
・切断可能サイズ：呼径 150mm（ISO 管）
・外形寸法：W320×H649×L125mm
・質量：9.8kg

047. メリー

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

●総務省技術基準適合品
●ゆとりの20ch対応

●強化カーボンクロスシステム採用、
    軽くてたわみが少なく使いやすい。
●天井裏・床下配線に最適

●貫通タイプ用モジュラー圧着工具
●一回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできます。
●専用モジュラープラグ (一般的なモジュラープラグも圧着可)
・MJ-6A-808STC：CAT 6A シールド付
・MJ-6A-808TC：CAT 6A
・MJHA-808STC：CAT 6 シールド付
・MJHA-808TC：CAT 6
・MJS-808TC：CAT 5e

●移動が楽な軽量バランス設計
●帯のこ寸法：1,840×12.5×0.65mm

●ソケットとハンドルの
    付替によって電動切断と
    手動切断の切替ができます。
●切断する管によって
    ISO(水道 )管用ガイド、
    またはJIS(ガス/水道 )管用
    ガイドをお求めください。

現行型A-121-H型、現行型0061型、No.500、
No.030（タキゲン製）、200番、旧型2種に対応。

・電源：単 3乾電池×3本
・外形寸法：W55.5×H104.2×D26.1mm

・本体サイズ：140×25×110mm
・質量：310g

・サイズ：110×28×16mm
・質量：77g

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

標準価格 各オープン

UBZ-LS20B（黒）
コードNo. 355149

UBZ-LS20Y（黄）
コードNo. 355150

UBZ-LS20RD（赤）
コードNo. 355820

UBZ-LS20SL（銀）
コードNo. 355821

特
価 各￥10,800 （税込各￥11,880）

DXF-8000
コードNo. 332671
標準価格 ￥52,800（税込）

DXF-10000
コードNo. 359896
標準価格 ￥88,000（税込）

特
価 ￥31,200 （税込￥34,320）

DXF-6000
コードNo. 350962
標準価格 ￥38,500（税込）

特
価 ￥22,750 （税込￥25,025）

特
価 ￥52,000 （税込￥57,200）

・長さ：伸長時6m/収納時44cm　・質量：600g

・長さ：伸長時8m/収納時52cm　・質量：1000g

・長さ：伸長時10m/収納時70cm　・質量：1150g

・対象管：硬質塩化ビニルVP・VU
・管サイズ呼び：75~300
・管サイズ外径：φ89~318mm
・質量：1.95kg

軽天Ｗソケット

２サイズ使用 可能！

●吊ボルト(3/8･1/2)のナット(17mm･21mm)用です。
●付替式の6.35ビットを装着して、17mm･21mmの2サイズが
   使用できます。（仮締用）
●50mm間隔で本体に穴があり、専用ストッパーでナット取付位置を設定可能です。

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

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

特
価 ￥6,600 （税込￥7,260）

特
価 ￥5,800 （税込￥6,380）

・最大深さ：250mm  ・全長：386mm  ・質量：345g

・最大深さ：450mm  ・全長：586mm  ・質量：470g

034. ミトロイ

グリップレンチ化粧管13 GW-C13
コードNo. 361561 標準価格 ￥12,804（税込）
傷をつけずに簡単締め付け！

紹介動画

紹介動画

特
価 ￥7,000（税込￥7,700）

たて型ワイドレンチ  SOM93
コードNo. 354219 標準価格 ￥15,642（税込）
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。

・全長：250mm
・質量：820g

050. ヒット

特
価 ￥8,500 （税込￥9,350）

２



軽量な新エキスパンダー登場！

アルミエキスパンダセット TA525PA
コードNo. 353342 標準価格 ￥48,290（税込）

特
価￥36,800 （税込￥40,480）

080.TASCO

強力磁石でガッチリ固定！

照明一発ガイド SIG-400
コードNo. 345264 標準価格 ￥2,640（税込）

特
価￥1,560 （税込￥1,716）

075. ジェフコム

特
価￥132,000 （税込￥145,200）

デジタルフロンガス回収機  RM350
コードNo. 360934 標準価格 ￥220,000（税込）
冷却能力が格段に向上！
●極細管2層構造のコンデンサーを採用し、
   冷却能力が向上しました。
●特定不活性ガス対応

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

052.BBK

衝撃の回収能力！

新冷媒・従来冷媒対応。

フロン回収機  TA110XZ
コードNo. 317233 標準価格 ￥170,500（税込）

特
価￥110,000 （税込￥121,000）

053.TASCO

回収能力

240
g/min

コンプレッサー：750Wツインオイルレス

コンパクト×高真空×高機能！

ツーステージ真空ポンプ  TA150SW
コードNo. 321152 標準価格 ￥39,600（税込）

特
価￥28,000 （税込￥30,800）

057.TASCO

160mm

245mm100mm

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

ビックリするくらいコンパクトで
収納・持ち運びが簡単！

フロン回収機 RG3000J
コードNo. 301622 標準価格 ￥144,100（税込）

特
価￥79,800 （税込￥87,780）

054. ロビネア

回収能力

120
g/min

・適応冷媒：R12/22/500/502/134a/404A/404C/410A/507A
・本体寸法：240×175×320mm

軽量８ｋｇで

持ち運びがラク！

特
価￥70,400 （税込￥77,440）

充電式真空ポンプ  VP181DZ
コードNo. 352401 標準価格 ￥96,800（税込）

※バッテリ・充電器別売

２０馬力クラス対応！

●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
・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

１８Ｖ

056. マキタ

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

特
価￥61,800 （税込￥67,980）

055.BBK

【付属品】18V5.0Ah 専用バッテリー×1、
充電器、真空ポンプオイル、専用ケース

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

充電式で２ステージ仕様の真空ポンプ！

真空到達度
3Pa

（22.5ミクロン）

2ステージ式

《適応銅管》
1/4” ~2・1/8” 
6.35~53.98mm
※オプションヘッド使用時

【セット内容】
・エキスパンダ本体
・ヘッド…3/8"、1/2"、5/8"、3/4"、7/8"、1"
・リーマ　・収納ケース

操作が簡単なシンプル設計！

軽量型＆省スペース！

チャージングスケール  TIF9020A-J
コードNo. 305171 標準価格 ￥41,250（税込）

特
価￥22,500 （税込￥24,750）

073. ロビネア

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

32mmまでのミニタイプ！

ダブルテンションチューブカッタ  NRT-32
コードNo. 363886 標準価格 ￥6,490（税込）

特
価￥3,880 （税込￥4,268）

077. ロビネア

●作業効率の高い自動送り式
    チューブカッター
●対応銅管サイズ
    外径3～32mm

コンパクト＆

高排気量！

冷却ファン機能で
モーターの温度上昇を防止！

真空ポンプ1515SJ-C（ケース付）
コードNo. 237432 標準価格 ￥55,000（税込）

特
価￥32,500 （税込￥35,750）

058. ロビネア

排気量
42L/min

真空到達度
25ミクロン
（最高値）

・重量：5kg
・ローター部分：2ベーン2ステージ
・サイズ：H205×L260×W128

特
価￥66,800 （税込￥73,480）

エアコンサービスキット  ESK-NSS2
コードNo. 310634 標準価格 ￥119,350（税込）
【セット内容】
・真空ポンプ BB-210H 
・コントロールバルブ A44000S
・軽量型フレアリングツール 700-FN 
・ラチェットトルクレンチセット （2分 3分）RTQS
・チューブカッター TC-320T
・リーマ 211-F
・ケース T3AA-S

059.BBK

●本体重量850g
●なまし銅管専用
●1/4"ヘッド(TA525-2)は別売です。

・サイズ (1 本 )：φ12×約 300mm
・質量 (2 本 )：45g

●天井照明・空調機器等の、吊ボルトへの
    固定作業が楽々できる取付用ガイド。
●対応ボルト径：3/8
●2本セット

電動でラクラク昇降！

電動式ワイヤーリフト TA801AF
コードNo. 353441 標準価格 ￥396,000（税込）

特
価￥280,000 （税込￥308,000）

084.TASCO

・最大積載荷重：120kg
・最高 / 最低地上高：4.0m/1.23m
・本体質量：32.5kg( 天板含む )
・天板サイズ：435×747mm
・電源：100V 50/60Hz

●昇降スピードが無段階で調整できるコントロールスイッチ。
●電動ワイヤータイプのため、荷下ろし時に
   天板の急な飛び出しがありません。
●移動に便利なキャスター付。

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

ラチェット式トルクレンチセットRTQS
コードNo. 305077 標準価格 ￥24,200（税込）

特
価￥14,300 （税込￥15,730）

069.BBK

狭所作業にも便利なラチェット式！

ラチェットトルクレンチセット  752345R-S
コードNo. 360941 標準価格 ￥55,000（税込）

特
価￥32,500 （税込￥35,750）

068. ロビネア

●ラチェット式トルクレンチの4本組セットです。
●セット内容： 75220R(1/4)・75230R(3/8)・
 75250R(1/2)・75260R(5/8)

フレアサイズ：
1/4・3/8（新冷媒対応）

紹介動画

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

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

・全長：約650mm　・質量：1.75kg

特
価￥9,900 （税込￥10,890）

銅管カッター DKC650 02884
コードNo. 329412 標準価格 ￥15,598（税込）
改修工事で発生する銅管の解体作業に最適！
刃の開きが大きく食い込みやすい刃形状！

079. 土牛産業

切りクズが出なくて切断面もきれい！

特
価￥16,800 （税込￥18,480）

Ｃチャンカッター MXC-500

コードNo. 237428
標準価格 ￥30,800（税込）

特
価￥20,400 （税込￥22,440）

Ｍバーカッター MCM-500

コードNo. 226042
標準価格 ￥37,400（税込）

騒音、粉塵、火花が出ない！

カッター
078. マーベル

お買い得なボンベ2本付！

スパークエース BT-20SEW
コードNo. 361461 標準価格 オープン

特
価￥2,350 （税込￥2,585）

081. 栄製機

・火炎形状：集中炎
・火炎温度：1500℃
・火炎長さ：約 200mm
・発熱量：2.5kW(2,200kcal/h)
・本体寸法：L128×W20×H41mm
・火口径：φ20mm
・燃焼時間：約 70分

NewNew

高耐久コンプレッサ採用！

エコセーバー V240SP
コードNo. 316652 標準価格 ￥162,800（税込）

特
価￥111,000 （税込￥122,100）

051. アサダ

●1バルブ操作で故障を防止。
●セルフクリーニング機能搭載。
●オイルレス式。

・サイズ：L440×W265×H360mm
・質量：16.3kg

紹介動画

リチウムイオン

バッテリー搭載！

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

Ｌｉ-ｉｏｎ １０．８Ｖ

特
価￥56,500 （税込￥62,150）

コードレスフレア  RF-20S 424901
コードNo. 237872 標準価格 ￥86,900（税込）

064.REX

飽和温度表示機能付き！

デジタルマニホールド DM-80
コードNo. 330366 標準価格 ￥30,250（税込）

スマートに進化したフレアツール！

電動スマートフレアツール TA550SF
コードNo. 354332 標準価格 ￥76,230（税込）

簡単に位置決めが可能！

軽量ラチェットフレアツール  RF-806RU
コードNo. 312808 標準価格 ￥26,620（税込）

特
価￥19,250 （税込￥21,175） 特

価￥58,000 （税込￥63,800）

特
価￥15,700 （税込￥17,270）

061.BBK 063.TASCO

066. ロビネア

作業がさらに

スムーズに！

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。

軽量フレアツール 700-DPC
コードNo. 320793 標準価格 ￥33,000（税込）

特
価￥18,750 （税込￥20,625）

065.BBK

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

使いやすいボールバルブ式！

ゲージマニホールドキット TA122G-1
コードNo. 305074 標準価格 ￥26,730（税込）

特
価￥18,800 （税込￥20,680）

062.TASCO

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

サイトグラス付で冷媒の
状態が目視可能。

・測定圧力：-0.1~+5.0Mpa
・電池：単 4乾電池×3本
※マニホールド単品です。
    ホースは別途お買い求めください。

●三方弁式の為、通したい方向に
    ツマミを回すだけ。
●飽和温度表示により、
    乾燥状態を把握できます。
●ルームエアコン用です。

スライドして位置決め
する時に、サイズごとに
止まる構造。

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

特
価￥18,550 （税込￥20,405）

超ミニサイズ！

バルブマニホールドセット EV-HMS
コードNo. 322799 標準価格 ￥29,150（税込）

ミニサイズ！

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

060.BBK

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

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

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

軽量ラチェット式！

ワンタッチで

ラチェット切替！

電動を更に使いやすく！

電動ワイヤーアッパー UE40CW
コードNo. 360574 標準価格 ￥438,900（税込）

特
価￥336,000 （税込￥369,600）

083. アサダ

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

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

紹介動画

●スライドロック機構
●フレアアタッチメント付

インパクト対応！

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

特
価￥19,800 （税込￥21,780）

067.TASCO

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

特
価￥59,800 （税込￥65,780）

ハリケンバーナー 82100K
コードNo. 306730 標準価格 ￥101,200（税込）
手先で簡単に着火！（自動着火機構）
●チップエンド方式の採用により、チップ全体を
　交換する必要がなく大変経済的。
●新開発のチップエンド機構により、
　従来のチップより30%火力をアップ。

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

072. ロビネア

特
価￥23,200 （税込￥25,520）

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

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

071. マルチ計測器

紹介動画

特
価￥1,500 （税込￥1,650）

フレア部漏れ防止剤 TA920FA
コードNo. 353509 標準価格 ￥2,068（税込）
フレア接手部の漏えい防止や
銅パッキンの落下防止など
さまざまな場面で活躍！
・あらゆる冷媒に対応（POE油ベース）※１
・ 少量塗布するだけで、冷媒の漏洩を抑制※2
・フレア継手と銅管の接地面、銅パッキンなど
   落下防止などあらゆる場面で活躍
※1鉱物油を使用している機器には使用できません
※2漏れないことを保証するものではございません

082.TASCO

特
価￥3,630 （税込￥3,993）

リーマ付チューブカッター  TC105R
コードNo. 358134 標準価格 ￥5,324（税込）
切断・面取りのＷ機能！
●リーマ付で切り口スッキリ。
●切断対象管：銅管/アルミ管/真鍮管/硬質塩ビ管
●内径面取り対象管：銅管/アルミ管/真鍮管
●切断能力：φ3～32mm
●最大肉厚：3mm

076. スーパーツール

070. アサダ

赤外線式リークディテクター LD316
コードNo. 307221 標準価格￥57,420（税込）
高性能・高感度
赤外線式リークセンサー搭載！
誤検知が少なく長寿命！

感度
3g／年

フロン
Ｒ３２

冷媒対応
ＨＦＯ

１２３４ｙｆ

・ピークホールド
・自動感度切替モード
・CMモード
・プローブ先端に LEDライト整備

アラームの
ＯＮ／ＯＦＦ
切替可能

特
価￥41,800 （税込￥45,980）

（品番：LD316）

074.BBK

高い防塵防水機能！

チャージングスケール BS-502
コードNo. 328252 標準価格￥41,250（税込）

●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：265×265×45mm
・質量：2.7kg
・電源：単4アルカリ電池×2本

特
価￥25,800 （税込￥28,380）

景品付き

景品付き

３



引っ張りながら巻き付けるだけで
しっかり密着！

自己融着シリコーンテープ HDT2-450
コードNo. 321254 標準価格 ￥5,677（税込）

プロ仕様の超強力タイプ！
超強力両面テープ

ラベル印刷から切り文字まで！

ビーポップ CPM-100H6
コードNo. 359345 標準価格 ￥250,800（税込）

現場の課題に応えるために。

ケーブルIDプリンター MK3000
コードNo. 361128 標準価格 オープン

現場の課題に応えるために。

ケーブルIDプリンター MK5000
コードNo. 361129 標準価格 オープン

電気工事にこだわった
ドラムバッグ！

迷彩ドラムバッグ　

特
価￥3,800 （税込￥4,180）

特
価￥182,400 （税込￥200,640） 特

価￥81,000 （税込￥89,100） 特
価￥114,000 （税込￥125,400）

特
価 各￥2,780 （税込各￥3,058）

088. スリーエム

089. コニシ

104. マックス 105. キヤノン 106. キヤノン

113. リングスター 115. フジ矢

650g

・色調：ライトグレー
・内容量：500ml(650g)

特
価￥1,300 （税込￥1,430）

耐火パテ硬化型不燃タイプ  KF-P
コードNo. 324013 標準価格 ￥2,057（税込）
「不燃材料」として
「国土交通大臣認定」を取得！
防火上、不燃材料で規定されている部位の処理が
簡単に行えます。

086. 因幡電工

特
価￥900 （税込￥990）

チューブタイプが新登場！

変成シリコンコーククリヤー  120ml
コードNo. 354525 標準価格 ￥1,320（税込）

●クリヤーなので施工部の色を気にせず使用可能。
●施工後に塗装ができます。
●色が異なる部位にまたがる施工や、
   施工部を目立たせたくないときに便利です。

内容量：120ml

087. コニシ

特
価￥2,100 （税込￥2,310）

耐火パテカートリッジタイプ  KF-P-C
コードNo. 341637 標準価格 ￥3,355（税込）
不燃性配管防火区画貫通部の
埋め戻し処理材に！
●水系1成分タイプで、コーキング施工のように簡単に
    充てんが可能です。
●手作業で施工できない奥行きがある箇所にも
    充てん可能です。

・色調：ライトグレー
・内容量：330ml

動画はこちら！

085. 因幡電工

●引っ張り量がひと目で分かる引っ張りOK印
●1/2重ね巻ガイドライン
●漏水補修・エアー漏れ補修に 幅32mm×長さ4.5m

特
価￥3,250 （税込￥3,575）特

価￥1,400 （税込￥1,540）

ケミカルアンカーエボロック  ELL150
コードNo. 322923 標準価格 ￥5,264（税込）

ノンスチレンでニオわない！

※コーキングガン別売

●低価格帯（スタンダードタイプ）のコーキングガンで施工可能！
●無駄のない使いきりタイプ（小容量150cm3）
●毒劇物取締規制法の対象外
●20℃・30分で硬化し、エポキシ樹脂製品に
   比べて早い施工が可能

090.KFC

配管・ダクト等天井用アンカー
として最適！

HIF3830容器セット（500本入）
コードNo. 221781 標準価格 オープン

特
価￥7,500 （税込￥8,250）

・W3/8×30（500 本）
・下穴径：12.5mm

093.KFC

特
価￥4,200 （税込￥4,620）

下穴不要のALC用雌ねじアンカー！

トリオンALC雌ネジアンカ  TR-3865
コードNo. 333389 標準価格 ￥7,260（税込）

内部コーン打ち込み式アンカー用の打ち込み棒を
使用すれば、ハンマードリルで打ち込み可能です。
（回転を止めて打撃のみでご使用ください）

098 大阪ファスニング

特
価￥13,860 （税込￥15,246）

特殊先端形状採用！

らくらくボードアンカー  RBA412CB
コードNo. 300675 標準価格 ￥25,410（税込）

収
納

便
利！

コンテナボック

ス
入

※普通石こうボード（GB－R）対応

ドライバー１本で穴あけ、
ボードアンカーの開脚が可能！

下穴不要！

094. 若井産業

エアコン室内機取付専用アンカー  MA-1
大幅スピードUP! 簡単3ステップ施工!
9.5mm、12.5mm厚せっこうボード施工OK!

アンカー

・表面処理：三価クロートメッキ
・ドリル径：9mm

ネジ

30本入ブリスター コードNo. 300929
標準価格 オープン

200本入バケツ コードNo. 300930
標準価格 オープン

特
価￥6,780 （税込￥7,458）

特
価￥1,080 （税込￥1,188）

095. 峰岸

かべロックスケルトン
きれいな仕上がり！

※LST36HP
●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）

LST36HP ホルダーパック コードNo. 313834
標準価格 ￥4,730（税込）

LST36VP バリューパック コードNo. 313836
標準価格 ￥2,530（税込）

特
価￥1,580 （税込￥1,738）

特
価￥2,980 （税込￥3,278）

WF102（高性能一般用） コードNo. 216555

標準価格 各￥2,420（税込）
WF702
（0.45mm厚の薄型・耐熱タイプ）

コードNo. 302071

096. 若井産業

特
価￥12,600 （税込￥13,860）

カベロック LDX00CB(500本箱入)
コードNo. 226805 標準価格 ￥25,410（税込）

５００本入りの徳用箱！

・材質：亜鉛ダイカスト
・仕様：ホワイトカラー
・ユニクロタッピングト
   ラス 4×25 付属

●鋭い刃先で位置決めができ、
   楽に施工ができます。
●ねじを締めると刃先が開脚し、
   石こうボードに食いつきます。

097. 若井産業

特
価￥218,000 （税込￥239,800）

コードレスで自由自在！

コードレスアンカー打込機  SD-2036-CL
コードNo. 360932 標準価格 ￥275,000（税込）

３６Ｖ

●サンコーテクノ製オールアンカー専用。
●適用範囲：オールアンカーC・SC・316SC・
    C-D M6～M20、W3/8、W1/2、M8D～M20D

・サイズ：L322×W86×H262mm
・質量：4.6kg
【付属品】・バッテリ・充電器・ケース

091. サンコーテクノ

特
価￥118,400 （税込￥130,240）

レタツイン  LM-550W2
コードNo. 363889 標準価格 ￥162,800（税込）
全てを備えたオールインワン！
●視認性にこだわった2書体を追加搭載。
●チューブ印字で見やすい大きな文字。
●フェルール端子台の記名板に対応。
●1.5～8mmまでのチューブ
   5・9・12mmのテープに印字可。
●チューブウォーマー、
   PCリンク、ケース付

●プロセスカラー印刷で色鮮やかな写真やイラストの
    プリントが可能に！
●Windows10/8.1/8対応。
   すぐ使える簡単ソフト付き。

103. マックス

工具のこだわりから

生まれた厳選腰袋シリーズ！

ペン型充電ドライバー差し TPJ-101PN
コードNo. 354884 標準価格￥2,970（税込）

特
価￥2,000 （税込￥2,200）

・適応ベルト幅 60mm
・カラビナ、D環付
・寸法：H250×W85×D80mm
・質量：100g

109. トップ工業

特
価￥2,380 （税込￥2,618）

二段式ペン型ドライバー差し  YS-503W
コードNo. 323666 標準価格 ￥4,180（税込）
ペン型ドライバー＋ドライバー
2本＋ビットを収納可能！

作業効率ＵＰ！

・引張強力に強く、耐摩耗性にも優れた
   ナイロンオックス繊維840デニール使用
・裏側全体を樹脂材で補強してあります。
・色：ネイビー

※工具は別売です。

110. コマ印

二段式VAストリッパー差し  A-35W
コードNo. 323668 標準価格 ￥4,400（税込）

VAストリッパー
＋

ペンチの二段差し
ペンチは 8インチのものまで
収納可能です。

※工具は別売です。

牛革タイプの二段差し！

特
価￥2,500 （税込￥2,750）

111. コマ印

納得の収納力！

ツールバック

●持ち運びやすく、
    握りやすいパイプハンドル
●外側にはノコギリ収納専用ポケット
●コンベックスホルダー付き

TB-4525
コードNo. 324715
標準価格 ￥11,000（税込）

TB-3520
コードNo. 354887
標準価格 ￥8,250（税込）

特
価￥7,500 （税込￥8,250）

特
価￥5,600 （税込￥6,160）

・寸法：H320×W380×D240mm　・質量：1,160g

・寸法：H340×W470×D280mm　・質量：1,985g

112. トップ工業

●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

片手で簡単！オープン＆クローズ！

スピーディボックス

・質量：2.0kg
・サイズ：L475×W280×H220mm
SDB-475・ブルー コードNo. 323648
SDB-475・レッド コードNo. 323649

標準価格 各オープン
特
価￥3,480 （税込￥3,828）

スーパーボックス  SR-395W
コードNo. 360935 標準価格 オープン
プロが選ぶ最強ボディ！
●本体には自動車バンパー素材を使用。
●幅広工具等の収納に最適なスクエアータイプ。
●仕切板8枚で区切れる中皿付

・EVA材の底と側面のバネにより、
   バッグの形が崩れず自立します。
・長物の収納に便利な、ゴム製の
   窓が付いたフタ付き。

●更に進化したケーブルプリンターのスタンダードモデル。
●日英バイリンガル切替表示機能を搭載。
●これまで対応できなかった様々なメディアに対応。
●電源がない場所でも作業できる。
●低温環境でも電源の心配なく印字できる。

●「6つの使える」を実感できるハイスペックモデル。
●最大3台までパソコン同時接続可能。
●日英バイリンガル切替表示機能を搭載。
●記名板のオートカット機能を搭載。
●これまで対応できなかった様々なメディアに対応。
●電源がない場所でも作業できる。
●低温環境でも電源の心配なく印字できる。

・サイズ：L391×W390×H265mm
・質量：2.6kg

114. リングスター

握力も、押し込むチカラも、必要なし！
電動ホッチキス

102. マックス

紹介動画

BH-11F(ACアダプタなし) コードNo. 361536
標準価格 ￥12,100（税込）

BH-11F/AC(ACアダプタ付)コードNo. 361537
標準価格 ￥15,400（税込）

特
価￥11,200 （税込￥12,320）

特
価￥8,800 （税込￥9,680）

本体を触らずに使えるので共有スペースにもぴったり。

・寸法：H129×W69×D163mm
・電源：単 3アルカリ電池×6本または AC100V
・とじ枚数：2~40枚　・使用針：No.11-1M

●金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して
    優れた接着強さを有しています。
●各種内装材や、看板、表示板などの
    作成および取付けに。

建設設備現場の管理のための試験器！
テクノテスター

092. サンコーテクノ

●加力ハンドルを回すだけの簡単操作。
●隅部などハンドルが回しづらい場所でも試験が可能
●測定部をアナログ式にしたことで、本体質量の軽量化を実現。

使い方動画

スペシャルサイト
仕様等はこちら！ スペシャルサイト

仕様等はこちら！

・最大荷重：6kN
・対象アンカー：M6~M12、W1/4~W1/2
・本体質量：1.7kg

・最大荷重：20kN
・対象アンカー：M6~M20、W1/4~W3/4
・本体質量：3.7kg

KT-6
コードNo. 231279

KT-20
コードNo. 359539

標準価格 各オープン

特
価￥120,000 （税込￥132,000）

特
価￥100,000（税込￥110,000）

NewNew

NewNew

伸縮式ゴミ箱
しっかり自立、作業効率ＵＰ！
●軽量設計と付属バックル
   固定により 省スペース収納！
●耐荷重約15kg

直径470×高さ570mm
Mサイズ

コードNo. 333797
標準価格 オープン

直径550×高さ650mm
Lサイズ

コードNo. 333798
標準価格 オープン

特
価￥1,080 （税込￥1,188）

特
価￥1,350 （税込￥1,485）

107. ペンギン

※Lサイズ

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

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

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

標準価格 各オープン

ＦＲＰ芯採用で自立可能！
底面の吊りベルトで反転
ラクラク！
●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！

自立式クロス袋

特
価￥1,800 （税込￥1,980）

特
価￥1,200 （税込￥1,320）

特
価￥860 （税込￥946）

108. 林商事

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

TP850（鋼製 M8×50）
コードNo. 319196 標準価格 ￥5,192（税込）

ドリル径：7.5mm

TP1060（鋼製 M10×60）
コードNo.  319199 標準価格 ￥6,666（税込）

標準価格 ￥15,637（税込）

標準価格 ￥21,076（税込）
ドリル径：9.5mm

ドリル径：7.5mm

ドリル径：9.5mm

STP850（ステンレス製 M8×50）
コードNo. 319208

STP1060（ステンレス製M10×60）
コードNo. 319210

特
価￥2,360 （税込￥2,596）

特
価￥3,020 （税込￥3,322）

特
価￥5,860 （税込￥6,446）

特
価￥8,620 （税込￥9,482）

099.JPF

特
価￥42,500 （税込￥46,750）

デジタル聴診棒  DG-01
コードNo. 317314 標準価格 ￥75，350（税込）

漏水音・異音を逃さずキャッチ！
・漏水箇所から伝播する
微少な音を聴き分け、漏水
位置の特定に。
・ベアリングやモーターな
どの異常音の大きさや音
質を聴き分け、メンテナン
スポイントの特定に。

アルミ
ケース

イヤホン

マイク

伝導棒

アンプ

・電源：アルカリ 9V電池
・入出力端子： マイク入力（φ3.5mmモノラルミニジャック）
 イヤホン出力（φ3.5mmステレオミニジャック）
 REC 出力（φ3.5mmモノラルミニジャック）

商品内容

101. 土牛産業

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

特
価￥75,000 （税込￥82,500）

ハイコスト

パフォーマンス！

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

特
価￥17,800 （税込￥19,580）

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

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

特
価￥16,800 （税込￥18,480）

ガスピン  UG3019同梱 1000キット
コードNo.413006 標準価格 ￥23,760（税込）

100.JPF

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

Mサイズ WD-M
コードNo. 359903

Sサイズ WD-S
コードNo. 359902

・伸長時サイズ：H290×W205×D205mm
・質量：995g

・伸長時サイズ：H330×W255×D255mm
・質量：1295g

・伸長時サイズ：H395×W305×D305mm
・質量：1825gLサイズ WD-L

コードNo. 359904

標準価格 ￥7,986（税込）

標準価格 ￥9,636（税込）

標準価格 ￥11,286（税込）
特
価￥5,280 （税込￥5,808）

特
価￥4,500 （税込￥4,950）

特
価￥3,780 （税込￥4,158）

４



キレイな切断面の仕上り！
ビニールホルソー

ビニールパイプの内面切断に！
インローター

より安全・安心に進化！

インサイドカッタープラス  ISP-41
コードNo. 358135 標準価格 ￥18,700（税込）

特
価 ￥10,200 （税込￥11,220）

116. ミヤナガ 117.KI ドリル

123.KI ドリル 124. ハウスビーエム

ソケットの取り外しがワンタッチ！

ソケットレンチセット SN319M
コードNo. 306411 標準価格 ￥28,149（税込）

特
価 ￥15,300 （税込￥16,830）

145. ミトロイ

軸折れしにくく長寿命！

電ドル用強軸ソケットセット ETS-824S
コードNo. 360628 標準価格 ￥22,000（税込）

特
価 ￥12,000 （税込￥13,200）

144. トップ工業

スーパーメタルコアカッター
金属サンドイッチパネルへの穴あけに最適！

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

特
価 ￥14,800 （税込￥16,280）

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

特
価 ￥2,380 （税込￥2,618）

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

特
価 ￥13,400 （税込￥14,740）

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

特
価 ￥22,600 （税込￥24,860）

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

特
価 ￥11,200 （税込￥12,320）

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

特
価 ￥17,100 （税込￥18,810）

金属系サイディング、板厚4mmまでの鉄板、
ステンレス鋼板、デッキプレート鋼板の穴あけにも。
※シャンクは別途お買い求めください。

動画はこちら！

118. ユニカ

6.35mm六角軸シャンク
有効長：12mm

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

特
価 ￥10,600 （税込￥11,660）

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

【セット内容】
21mm×2本
27mm×2本
33mm×1本

特
価 ￥9,580 （税込￥10,538）

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！

・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

●プールBOX（樹脂）穴あけ作業に最適。
●塩ビパイプを綺麗に貫通可能。
●貫通の瞬間に切片が落下し、
    ホルソーに絡みません。

6.35mm

119. ミヤナガ

拡大マルチコアドリル KMC-6575
コードNo. 220288 標準価格 ￥31,350（税込）

特
価 ￥17,100 （税込￥18,810）

122. ハウスビーエム

芯出しコアを使用して、65φの既設穴を
75φに拡径できます。
・用途：サイディング(窯業系・金属系)、ALC、
 ブロック、モルタル、木材、2×4材など
・チャック：ストレート10mm/SDS

紹介動画

●床面のコンクリートも切断可能なダイヤモンド刃を使用。
●インパクトドライバー・ドリル対応。（回転のみでご使用下さい。）
●VU40～200・VP40～100まで対応。

スパイラルタケノコドリル

TKS412EG コードNo. 220580
標準価格 ￥12,100（税込）

TKS422EG コードNo. 220581
標準価格 ￥16,940（税込）

特
価 ￥9,240 （税込￥10,164）

特
価 ￥6,600 （税込￥7,260）

穴あけスピード2倍以上！寿命3倍以上！
刃寿命＆切れ味格段に向上！

４０％
ＯＦＦ

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

KVR-20
コードNo. 357119
標準価格 ￥3,850（税込）

特
価￥2,250（税込￥2,475）

KVR-18
コードNo. 357118
標準価格 ￥3,630（税込）

特
価￥2,100 （税込￥2,310）

KVR-16
コードNo. 357117
標準価格 ￥3,630税込）

特
価￥2,100 （税込￥2,310）

六角軸シャンク 16mm

六角軸シャンク 18mm

六角軸シャンク 20mm

KVR-21
コードNo. 357120
標準価格 ￥4,290税込）

特
価￥2,500 （税込￥2,750）

六角軸シャンク 21mm

KVR-43
コードNo. 357126
標準価格 ￥8,437（税込）

特
価￥4,900（税込￥5,390）

KVR-35
コードNo. 357125
標準価格 ￥6,380（税込）

特
価￥3,700 （税込￥4,070）

KVR-33
コードNo. 357124
標準価格 ￥5,610税込）

特
価￥3,300 （税込￥3,630）

六角軸シャンク 33mm

六角軸シャンク 35mm

ストレートシャンク 43mm

KVR-27
コードNo. 357122
標準価格 ￥4,950（税込）

特
価￥2,900（税込￥3,190）

KVR-22
コードNo. 357121
標準価格 ￥4,290（税込）

特
価￥2,500 （税込￥2,750）

KVR-49
コードNo. 357128
標準価格 ￥9,515税込）

特
価￥5,500 （税込￥6,050）

ストレートシャンク 49mm

六角軸シャンク 22mm

六角軸シャンク 27mm

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

127.OMI

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

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

特
価 ￥11,700 （税込￥12,870）

●立ち上げ塩ビパイプを内面からカット。
●製品落下防止機能付き（インパクトドライバ使用時）
●高速回転安全機能付き（ディスクグラインダ使用時）
●切断対応塩ビパイプ：VU40～200/VP50～125
  最大切断肉厚8.0mm

動画はこちら！

切断速度・耐久性ＵＰ！

シャーパー弓型ブレード
126. 河部鋸刃

●刃先にコバルトハイスのマトリックスⅡを
   使用したバイメタルブレード
●ブレード全体を弓形にすることで切断速度は
   速くなり、耐久性も大幅アップ

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

特
価 ￥3,800 （税込￥4,180）

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

特
価 ￥3,000 （税込￥3,300）

標準価格 各オープンSPYｰ1614
コードNo. 330810
・全長160mm  ・山数14山

特
価 ￥2,700 （税込￥2,970）

通線用ドリル
配線用の下穴に最適な刃先形状!
各種サイディング、２×４材へスムーズに穿孔！

TD150032R 刃先径15.0mm SDS
コードNo. 322152
標準価格￥9,900（税込）

特
価￥5,640 （税込￥6,204）

TD120032R 刃先径12.0mm SDS
コードNo. 322151
標準価格￥9,130（税込）

特
価￥5,200 （税込￥5,720）

TD150032 刃先径15.0mm ストレート
コードNo. 322150
標準価格￥9,900（税込）

特
価￥5,640 （税込￥6,204）

TD120032 刃先径12.0mm ストレート
コードNo. 322149
標準価格￥9,130（税込）

特
価￥5,200 （税込￥5,720）

125. ミヤナガ

配線用の下穴あけに！

SDS-プラス

三面加工（ストレート）

刃先が鋭角になっており、
位置決めが簡単！
ワイヤー取付け用穴
（ケーブル引き込み用）

・全長：320mm
・有効長：150mm

特殊形状の超硬チップ
採用で、窯業系・金属系
サイディングや木材にも
スムーズな切れ味！

塩ビパイプ・キッチン
パネル切断に最適！

G1カッター

KG1-105
コードNo. 218927 標準価格 ￥10,890（税込）

KG1-125N
コードNo. 321156 標準価格 ￥14,850（税込）
特
価 ￥8,100 （税込￥8,910）

特
価 ￥5,940 （税込￥6,534）

サイズ：外径105×厚み1.5×穴径20(15)mm

サイズ：外径125×厚み1.5×穴径22(20)mm

●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でず、
   面取りにも最適です。
●キッチンパネルは、
   ささくれず綺麗に切断。

131.KI ドリル

特
価 ￥5,500 （税込￥6,050）

ナットやカバーが邪魔にならない
オフセット型！

塩ビカッター「美楽」  PED-4F
コードNo. 331085 標準価格 ￥9,460（税込）

キワ切りに最適！

●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。

サイズ：外径 105×刃厚 0.8×内径M10mm

132. 三京ダイヤ

赤いイナヅマGX
レーザーターボ型ブレード採用で
エンジンカッターに最適！

コンクリート切断に！

LC-GX12(外径307×刃厚2.8mm)

LC-GX14(外径354×刃厚3.0mm)

コードNo. 518498 標準価格 ￥44,000（税込）

コードNo. 514667 標準価格 ￥60,500（税込）
特
価 ￥31,000 （税込￥34,100）

特
価 ￥22,500 （税込￥24,750）

133. 三京ダイヤ

特
価 ￥7,860 （税込￥8,646）

タップの下穴用に！

タップ下穴用ステップドリル ESD412T
コードNo. 323814 標準価格 ￥14,410（税込）

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）

・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

135. トップ工業

特
価 ￥31,900 （税込￥35,090）

121. ハウスビーエム

４5％
ＯＦＦ

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￥63,800（税込）
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！

バイメタルコンボツールボックス

TB-57J

TB-55J
コードNo. 353823 標準価格 ￥22，715（税込）

コードNo. 353825 標準価格 ￥24，750（税込）
特
価 ￥14,600 （税込￥16,060）

特
価 ￥13,400 （税込￥14,740）

【内容】替刃 21/27/33/42/53・コンボシャンク S・
センタードリル 2本・交換用充電軸

【内容】替刃28/30/32/35/38/50・コンボシャンクS・
センタードリル2本・交換用充電軸

●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）

1アクションでボディ交換！

120. ユニカ

特
価 ￥4,500 （税込￥4,950）

タケノコドリル用ストッパー  TKS422ST
コードNo. 220583 標準価格￥8,250（税込）
狙った穴径でピタッと止まる！
●スパイラルタケノコドリル（TKS422EG/D4-22S）
   専用のストッパーです。
●狙った穴径でストップするので、
   同じ穴径であけられて効率的
●連続穴あけにも効果的

六角軸

６．３５

128.OMI

紹介動画

スーパーカットプレミアム
業界トップクラスの高切断力と長寿命！

切断力重視の厚さ 1.0mm

耐久性重視の厚さ 1.5mm

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

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

特
価 ￥4,500 （税込￥4,950）

特
価 ￥3,000 （税込￥3,300）

134. レヂボン

シャープな切れ味・ロングライフ！
職人芸リムフランジ付

129. 三京ダイヤ

●キワ切りに最適な
   フランジ付き。
●冷却性の高い
   刃先形状で切れ味ＵＰ

ダイヤモンドホイール  スーパーマルチ
どんな部材も、この一枚で！

105×1.3×20mm
コードNo. 358114
標準価格 ￥2,255（税込）

125×1.3×22mm
コードNo. 358115

特
価 ￥1,280 （税込￥1,408）

特
価 ￥1,980 （税込￥2,178）

付属カラー：15

付属カラー：20・15

【切断可能部材】鉄 /ステンレス /鋳鉄管 /
エキスパンドメタル /塩ビ /FRP/ ガラス /
石材 / コンクリート /レンガ / 自動車ボディー /
タイヤ / 油圧ホース /シャッター /木材など

動画はこちら！

●従来のダイヤモンドホイールでは切断が困難だった鉄やステンレス、
   木材もスパッと切断可能。
●一般切断砥石と比べ、100倍以上の耐久性。

130. レヂトン

標準価格 ￥3,498（税込）

RC-DXF5・M16
コードNo. 359790

RC-DXF4
コードNo. 359788
標準価格 ￥9,240（税込）

標準価格 ￥12,210（税込）
特
価 ￥6,980 （税込￥7,678）

特
価 ￥5,250 （税込￥5,775）

・外形：125mm ・内径：M16

・外形：105mm ・内径：M10

業界最短ヘッド39.5mm！

工具が入りにくい狭い場所での
作業もラクラクＯＫ！

コーナーストロング「極短」 No.5003G
コードNo. 304999 標準価格 ￥4,950（税込）

特
価 ￥3,240 （税込￥3,564）

※使用例

ごくたん

※装着例

《セット内容》
・コーナーストロング極短
・専用ビット+#2×17 ／ +#2×25 各１本
・ハンドル

※ビット装着時

インパクト
ドライバ
18V対応

ビット
2本付

ハンドル
収納機能付

141. スターエム

特
価 ￥7,000 （税込￥7,700）

スイベルグリップレンチ  IM-NSS11S
コードNo. 358105 標準価格￥11,550（税込）
独自設計の新型ソケット！

・全長：150mm
・質量：290g

●配管・空調・電路支持などの
    設備作業において使用頻度の
    高い11機能を集約。
●ソケット形状
・ヘックスソケット(8mm)
・ツーサイズソケット
(9/10mm・11/12mm・13/14mm)
・レースウェイソケット(17mm)
・蝶ネジソケット(M5/M6)
・六角軸6.35mmビットアダプター

142. マストツール

紹介動画

タフジョイントドライバ

プラスマイナスタイプ
⊕2×⊖6.0×135
⊕0×⊕1・2・3×65

プラスタイプ
⊕1×⊕2×135
⊕0×⊕1・2・3×65

特
価 各￥850 （税込各￥935）

6920-RJ（赤）
コードNo. 357548

標準価格 各￥1,507（税込）
コードNo. 357549
6920-BJ（青）

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

合体できるドライバー！

143. 新亀製作所

お得な３本組！

六角軸3本組スパイラルタップ

RSP345 コードNo. 335632
標準価格 ￥3,784（税込）

RSP456 コードNo. 335633
標準価格 ￥3,971（税込）

特
価 ￥2,350 （税込￥2,585）

特
価 ￥2,240 （税込￥2,464）

六角軸 止り穴用

Ｍ３・Ｍ４・Ｍ５の３本組

Ｍ４・Ｍ５・Ｍ６の３本組

136. ライト精機

狭い奥行きのある所でのビス締め・
穴あけ作業に！

伸縮ソケット（のびるーの）No.5012L
コードNo. 300640 標準価格￥4,268（税込）

特
価 ￥2,900 （税込￥3,190）

※使用例

作業に合わせて

軸部が伸びる！

作業に合わせて

軸部が伸びる！

作業に合わせて

軸部が伸びる！

５段階
伸びる！

本体全長350L/400L/450L/
 500L/550L/600L

本体全長３５０Ｌ

最長
６００Ｌ

138. スターエム

今度のハイパーは

ツメが違う！

カッタークランクハイパーAL型 240B
コードNo. 354076 標準価格 オープン

特
価 ￥650 （税込￥715）

137. オルファ

こじあける・すじを入れる・
空回りするネジを抜く補助などに

より細かい
作業に適した

Ｍ字型ツメ

隙間にも
入れ込みやすい

クランク形状

ヘッド旋回角度が自由自在！

マルチコーナーストロング・コブラ
コードNo. 224072 標準価格 ￥12,100（税込）

特
価 ￥7,800 （税込￥8,580）

140. スターエム

使い方動画

紹介動画

●狭い場所での穴あけ・ビス締め作業に最適。
●コーススレッド120mmまで打ち込み可能。
●インパクトビットミドル21mmまで使用可能。

・ヘッド長：58mm
・質量：280g
・シャンク形状：六角軸6.35

噛み込みにくい高精度機能！

SDSキーレスドリルチャック SDK-13
コードNo. 307876 標準価格 オープン

特
価 ￥3,800 （税込￥4,180）

139. 新亀製作所

●SDSハンマードリル用ドリルチャック
●回転モード専用
●チャック許容範囲：1.5~13mm

・サイズ：H155×W80mm
・質量：353g

プッシュ
リリースタイプ

《ソケット》
6角：6,7,8,9
12角：10,11,12,13,14,17,19,21,
《ハンドル類》
・ラチェット175
・スピンナー230
・エクステンションバー75／150
・クロスバー190
・ユニバーサルジョイント

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

【セット内容】
ETS-8/10/12/13/14/17/19/21/24

５



狭い側溝清掃作業などに最適！

ショベル溝クリン1200  SMC1200
コードNo. 355044 標準価格 オープン

紹介動画

特
価 ￥2,700 （税込￥2,970）

サイズ：全長 1,210×刃先幅 136×刃先長 250mm

●約43°角度で使いやすい。
●狭い場所でも使える刃先幅136mm

146. トンボ工業

どこでも使えるインバータ発電機！

インバーター発電機 IEG2501
コードNo. 359905 標準価格 ￥284,900（税込）

小型・軽量コンクリートカッター！
コンクリートカッター

高性能エアクリーナ搭載！

エンジンカッター EC7414S
コードNo. 311792 標準価格 ￥315,700（税込）

洗浄作業を簡単にする強力パワー！

高圧洗浄機 NJC110B-10M
コードNo. 355935 標準価格 ￥37,400（税込）

立ったまま巻き取れる！

ホースマッキー 67001
コードNo. 341125 標準価格 オープン

特
価 ￥118,000 （税込￥129,800）

特
価 ￥168,000 （税込￥184,800）

特
価 ￥15,800 （税込￥17,380）

特
価 ￥14,800 （税込￥16,280）

荷揚げ操作をコードレスで！

遠隔操作（約30m）のできる
リモコンタイプ！

リモコンウインチ
163. 京セラ162. 新ダイワ

166. 三笠産業 167. 新ダイワ

173. 日動工業

174. 永木精機

すぐ使いたい方に最適なスリングセット！
ワイヤスリング

176. 大洋製器

軽くて丈夫なレバーホイスト！
レバーホイスト

175.FAR EAST

特
価 ￥3,100 （税込￥3,410）

148. 浅香工業

コードNo. 217666 標準価格オープン
ショベル配管職人

・全長：970mm
・先幅：140mm
・肩幅：150mm
・頭部長さ：292mm
・質量： 1.5kg

配管工事や筋掘り等の
細く深い穴掘りに最適！

特
価 ￥3,000 （税込￥3,300）

アスファルト平レーキ 柄付
コードNo. 226510 標準価格 オープン

149. 浅香工業

【材質】
頭部：スチール
柄：木

・全長：1710mm
・頭部：600×67mm
・重量： 1.2kg

土やグラウンド、
アスファルト
などのならし作業に！

特
価 ￥172,000 （税込￥189,200）

クラス最高の操 作性を追求した
ベストモデル！ 

コードレスポートパンチャー RW-B1A
コードNo. 321261 標準価格 ￥261,800（税込）

●セミバリアフリー設計で狭い所での作業が可能
●ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用
   で位置合わせと替刃交換がらくらく
●ダイ安全ロック機構でダイの緩み解消

・本体質量：7.2kg(バッテリー含む)
・フレーム奥行：軸芯～25mm
・穴あけ時間：約3.5秒
・出力：130kN
・駆動方式：電動油圧式複動オートリターン
・本体寸法：H260×W103×D340mm
・最大穴あけ能力：φ15mm

【付属品】
替刃:E12、スタンド、M5レンチ、
棒レンチグリップ、収納ケース、
バッテリー、充電器

150. 亀倉精機

今だけのお得なキャンペーン！

充電式複動パンチャー  EPC-2009W
コードNo. 360933 標準価格 ￥302,500（税込）

特
価 ￥220,000 （税込￥242,000）

紹介動画

紹介動画

36Ｖ

【付属品】バッテリ、充電器、ケース、φ14丸穴ポンチ、ダイス
・本体寸法：L339×W85×H260mm  ・質量：11.9kg

●36Vマルチボルトバッテリー使用
●穴あけ能力：丸穴φ20mm•長穴14×21mm/
最大板厚SS400相当品9mm・SUS304相当品6mm

151.IKK

更にパワフル、よりスピーディーに！

複動式コードレスパンチャー  N209WMX
コードNo. 356080 標準価格 ￥374,000（税込）

特
価 ￥278,000 （税込￥305,800）

【付属品】
φ14mmポンチ・ダイス、バッテリ BL4025×2個、充電器、ケース

●40Vmaxバッテリー仕様で
   更にパワフルに。
●複動式なので抜き上げ時の
   ストレスなし。

商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。
コンピュータ等にも安心して使用できます。

・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
・本体寸法：L398×W129×H315mm
・質量：11.6kg

152. オグラ

コードレスパンチャー  ISKｰMP2050LF
コードNo. 351860 標準価格 ￥401,500（税込）

特
価 ￥255,500 （税込￥281,050）

さらに充実！

φ２０ ｔ＝９ｍｍφ２０ ｔ＝９ｍｍ

穴あけ能力（SS400相当）

φ２０ ｔ＝６ｍｍφ２０ ｔ＝６ｍｍ

穴あけ能力（SUS304相当）

●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。

・フトコロ 50mm
・質量：11.6kg

36Ｖ 
２．５Ａｈ

153. 育良精機

特
価 ￥280,000 （税込￥308,000）

圧倒的なハイパワー！

コードレスパンチャー ISK-BP20LF
コードNo. 327625 標準価格 ￥473,000（税込）

現場の状況に合わせてヘッド角を調整。
障害物を回避して穴あけ可能！

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

●最大切断深さ 10cm
●取り外しが容易な
    ブレードカバーを採用。
●14L 水タンクを標準搭載。
●ブレード寸法：254~305mm

36Ｖ

154. 育良精機

※ブレードは別売です。

コードレスツライチカッター  DFC-2536BLH
コードNo. 328292 標準価格 ￥236,500（税込）

特
価 ￥168,000 （税込￥184,800）

３６Ｖのツライチ

カッター！

差し筋やアンカーボルトをツラで切断。
全ねじボルトの切断時には、バリ取り不要で
ナットが挿入できます。

・切断可能径：10～ 25mm
・本体寸法：L450×W128×H142mm
・質量：3.9kg
【付属品】工具セット、保護メガネ、サイドハンドル、充電器、
バッテリー、専用樹脂ケース、チップソー

36V
マルチボルト
バッテリー使用

155.IKK

特
価 ￥450,000 （税込￥495,000）

オールインワンを実現！

充電TIG溶接機 ISK-Li160TIG
コードNo. 328560 標準価格 ￥767,800（税込）

●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。

・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

●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。

159. 育良精機

景品付き

景品付き

NETIS
登録商品

689

625

498

特
価 ￥275,000 （税込￥302,500）

発電機兼用溶接機  EGW160M-I
コードNo. 320983 標準価格 ￥641,300（税込）

※送料別途

軽量

７９．０
ｋｇ

●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

小型・軽量・ハイパワー！

161. 新ダイワ

特
価 ￥200,000 （税込￥220,000）

モルタルミキサー PM-23GH2
コードNo. 312976 標準価格 オープン

・ドラムサイズ：混合量 75L・総容量 106L
・本体サイズ：W920×D770×H1080mm
・重量：76㎏

・寸法：L488×W417×H467mm
・本体乾燥質量：29.5kg
・使用燃料：レギュラーガソリン
・燃料タンク容量：11.8L

●750Wモーターで強い混合力。
   固いモルタル製作が可能。
●トラックに乗せやすい
   補助輪付き。

※送料別途

164. マゼラー

タンピングランマー  MT-55H
コードNo. 320118 標準価格 ￥429,000（税込）

特
価 ￥198,000 （税込￥217,800）

高耐久 ・ ハイパワー！

・機械質量：62kg
・衝撃板寸法：265×340mm
・打撃力：7.4～9.8kN

・機械質量：55kg

・機械質量：57kg　・セルスタート式

●エンジンに絶えずクリーンな
空気を供給するＷクリーナー搭載！
●硬く締まった路盤でも安定し
た作業を実現する耐摩耗性フート！
●30～70mmのストロークで確実
に締固めます。

10351035

730730

370370

165. 三笠産業

ダイモドリル  TSK-095
コードNo. 323031 標準価格 ￥183,700（税込）

特
価 ￥117,000 （税込￥128,700）

乾湿兼用！

※画像は乾式ビットです。

・消費電力 :1500W
・最大入力 :2250W
・取付ネジ径 :M27
・最大穿孔能力 :130mm
・全高 :564mm
・モーター込み質量 :8.1kg

169. シブヤ

ダイモドリル

TS-095 コードNo. 323029
標準価格  ￥156,200（税込）

TS-135 コードNo. 323032
標準価格  ￥217,800（税込）

特
価 ￥93,000 （税込￥102,300）

特
価 ￥132,000 （税込￥145,200）

ダイモドリルがモデルチェンジ！
TS-095/TS-135
・消費電力 :1500/1700W
・最大入力 :2250/2550W
・取付ネジ径 :M27
・最大穿孔径 :130/180mm
・全高 :564/606mm
・モーター込み質量 :8.1kg/12.3kg

170. シブヤ

ダイヤモンドコアドリル

SPJ-123C コードNo. 312463
標準価格 ￥161,700（税込）

SPJ-123C（スイベル付） コードNo. 312464
標準価格 ￥184,800（税込）

特
価 ￥95,550 （税込￥105,105）

特
価 ￥109,200 （税込￥120,120）

・取付ネジ：Ｃロッド
・最大穿孔能力 :160mm
・電源：単相 100Ｖ
・定格電流：14A
・最大出力：1500W
・質量 :8.2 ㎏

乾湿兼用機

SPJ-123C

SPJ-123C
（スイベル付）

171. 発研

電動洗浄機

KYC-20A（出力0.2kw） コードNo. 121030
標準価格￥66,000（税込）

KYC-40A（出力0.4kw） コードNo. 121055
標準価格￥112,200（税込）

特
価 ￥74,800 （税込￥82,280）

特
価 ￥44,000 （税込￥48,400）

手軽に使える洗浄機！

・サイズ：L325×W255×H240mm　・質量：17kg
・給水ホース、高圧ホース 10m、  M ノズル付属

・サイズ：L210×W230×H210mm　・質量：9kg
・給水ホース、高圧ホース 10m、 ユニバーサルノズル付属

・寸法：L663×W240×H401mm
・本体乾燥質量：10.1kg
・排気量：73.5cm3
・ブレード：ダイヤモンドブレード 360×30.5mm
・最大切込み深さ：130mm
・使用燃料：混合燃料
・燃料タンク容量：700ml

・屋内・屋外兼用型
・防水規格：IPX5
・電源：AC100V(50/60Hz)
・常用水圧：7.5MPa/ 最大水圧：11MPa
・サイズ：W227×D268×H431mm
・質量：4.9kg

172. キヨーワ

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

大口径重切削タイプ！

ライトボーラー ISK-LB50SX
コードNo. 307873 標準価格 ￥297,000（税込）

火花や粉塵が出ない安全設計！

充電チャンネルレールカッター M-40LB
コードNo. 305100 標準価格 ￥280,500（税込）

特
価 ￥188,000 （税込￥206,800）

特
価 ￥190,000 （税込￥209,000）

156. 育良精機 158. 亀倉精機

・切断材料サイズ：
   SS400 相当 t2.0 以下 /SUS304 相当 t1.5 以下
・本体寸法：H256×W299×D125mm
・質量：8.5kg( カセット・バッテリー含む )

【付属品】
切断可セットN-A1( 鉄 /D1)、
バッテリー、充電器、
六角棒スパナ 5mm

●高剛性スライド内蔵ヘッド
●100mmH鋼のウェブ面に加工が可能です。

チャンネルレール・
ハンガーレール・
レースウェイ・
アングル等の
形鋼の切断に。

安全設計の充電式磁器ボーラー！

充電式ライトボーラー  ISK-LB30Li
コードNo. 334901 標準価格 ￥423,500（税込）

特
価 ￥268,000 （税込￥294,800）

・本体サイズ：
   W123×L320×H173mm
・質量：8.8kg
【付属品】
バッテリー×1個、
ケース、充電器、
センターピン（※替刃別売）

●吸着にバッテリーの電力を使わない永久磁石を採用し、
   落下リスクを低減。
●磁石をONにしないとモータースイッチを押せない安全設計。
●36Vマルチボルトバッテリー使用。

157. 育良精機

・電源：AC100V 50/60Hz
・本体外形寸法：W145×L299×H303mm
・マグネット寸法：160×70mm
・質量：10.5kg

インバータ直流溶接機 MA-200DF
コードNo. 315970
超軽量・超小型で持ち運びラクラク！

・定格入力電圧：単相200V
・使用率60%
・溶接棒径：最大φ4.0
・サイズ：L375×W135×H250mm
・質量：6.2kg

●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。
●電撃防止機能内蔵（ON/OFFスイッチ付)

特
価 ￥58,000 （税込￥63,800）

標準価格 ￥121,000税込）

160. マイト工業

MCD-K12M(刃無) コードNo. 330392
標準価格 ￥299,200（税込）

MCD-K12MS(刃無) コードNo. 330393
標準価格 ￥337,700（税込）

特
価 ￥210,000 （税込￥231,000）

特
価 ￥172,800 （税込￥190,080）

アスファルトや土などを
締め固める作業に！

スライド式タンパー 212159
コードNo. 359337 標準価格 オープン

特
価 ￥8,000 （税込￥8,800）

168. 浅香工業

・頭部寸法：150×150mm
・質量：5.2kg

固めたい箇所にスライド式の柄を
上下させ、衝撃を加えることで
押し固めます。

●立ったままの楽な姿勢で排水ホースを巻き取れます。
●残留水・空気処理・よじれ処理が簡単にできます。 ●ワイヤロープは6×24 0/0、シンブル入りロック止め加工です。

●使用荷重は60°の吊り角度を基準としています。

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

・本体サイズ：450×300mm
・適用ホース：呼び 65幅×20mまで

※排水ホースは別売です。

1.0t
コードNo. 361496
標準価格 オープン

標準価格 オープン

1.6t
コードNo. 361497

特
価 ￥11,500 （税込￥12,650）

0.5t
コードNo. 361494
標準価格 オープン

特
価 ￥10,800 （税込￥11,880）

特
価 ￥14,500 （税込￥15,950）

・最強コストパフォーマンスの軽量タイプ ・質量：4.0kg
・定格荷重：0.5t・手にかかる力：35kg
・揚程：1.5m　・チェーン径：5.0mm

・破損やサビに強い高品質、最新型デザイン　・質量：5.6kg　・定格荷重：1.0t
・手にかかる力：24kg　・揚程：1.5m　・チェーン径：6.0mm

・破損やサビに強い高品質、最新型デザイン　・質量：8.6kg　・定格荷重：1.6t
・手にかかる力：30kg　・揚程：1.5m　・チェーン径：7.1mm 2WR1TX2（2本吊 1t用×2m）

特
価 ￥10,600 （税込￥11,660）

4WR1.6TX2（4本吊 1.6t用×2m）
特
価 ￥21,000 （税込￥23,100）

2WR1TX1.5（2本吊 1t用×1.5m）
特
価 ￥10,200 （税込￥11,220）

4WR1.6TX1.5（4本吊 1.6t用×1.5m）
特
価 ￥20,200 （税込￥22,220）

2WR1TX1（2本吊 1t用×1m）
特
価 ￥9,800 （税込￥10,780）

4WR1.6TX1（4本吊 1.6t用×1m）

コードNo.361544 コードNo. 361555

コードNo. 361543 コードNo. 361554

コードNo. 361542

標準価格 各オープン

コードNo. 361553
特
価 ￥19,500 （税込￥21,450）

AWI-196RCBAWIM-126RCB

※各リモコン 1個付属

AWI-196RCB
コードNo. 330272
標準価格 ￥401,500（税込）

AWIM-126RCB
コードNo. 330279
標準価格 ￥332,200（税込）

特
価 ￥258,000 （税込￥283,800）

特
価 ￥214,000 （税込￥235,400）

・最大吊揚荷重：130kg  ・質量：14kg  ・揚程：20m
・サイズ：D210×W260×H390mm

・最大吊揚荷重：200kg  ・質量：19kg  ・揚程：29m
・サイズ：D213×W253×H496mm

アルミ柄ラクワンショベル

ラクワンショベル丸 コードNo.238600
標準価格 オープン

ラクワンショベル角 コードNo. 301119
標準価格 オープン

特
価 ￥3,200 （税込￥3,520）

特
価 ￥3,100 （税込￥3,410）

従来品に比べ
500g（約30％）軽量に！

驚異の軽さ！

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

147. トンボ工業

６



シンプル機能の建築・土木向けトータルステーション！

トータルステーション TT-N45
コードNo. 410647 標準価格 ￥996,600（税込）

高安全性+高機能DMM搭載！

AC/DCクランプ CM4371-50
コードNo. 361441 標準価格 ￥38,500（税込）

使い勝手の良いペン型テスタ！

ペン型デジタルマルチメータ 1030
コードNo. 221404 標準価格 ￥7,480（税込）

防塵・防水性能に優れたボディ！

接地抵抗計  FT6031-50
コードNo. 334362 標準価格 ￥48,400（税込）

小型・軽量の工業用内視鏡！
スネークスコープ

特
価￥598,000 （税込￥657,800）

特
価￥30,000 （税込￥33,000） 特

価￥5,780 （税込￥6,358）

特
価￥11,200 （税込￥12,320）

特
価￥38,000 （税込￥41,800）

クランプ付ポケットサイズDMM！
AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ

189. タジマツール

192. 日置電機 194. 共立電気計器

197. 日置電機 198. 共立電気計器

202. カスタム

自動整準レベルプレーナ
最高レベルの耐久性と
高精度を実現！

LP-610J-DBD

LP-610J-DB コードNo. 341127
標準価格 オープン

コードNo. 341128
標準価格 オープン

特
価￥144,000 （税込￥158,400）

特
価￥135,000 （税込￥148,500）

・本体寸法：L172×W211×H205mm
・質量：2.3kg（電池含む）
・水平精度：±10"（±1.5mm/30m）
・測定範囲：直径約2m～800m
・電源：単1形乾電池×4本
・防塵・防水性能：IP66

●デジタル受光器付きモデル
【付属品】収納ケース・デジタル受光器 LS-100D・ロッドクランプ・三脚

※LP-610J-DB

●ロングレンジ用受光器付きスタンダードモデル
【付属品】収納ケース・受光器 LR300・ロッドクランプ・三脚

188. ソキア

特
価￥77,000 （税込￥84,700）

水平専用！直径５００Ｍ！

レーザーレベル TK-H500N・三脚付
コードNo. 323023 標準価格 ￥203,500（税込）
完全自動水準！リモコンで遠隔操作可能！

受光器・三脚付

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

186.LTC

オートレベル  SP-280A（三脚付）
コードNo. 305098 標準価格 ￥132,000（税込）

特
価￥31,500 （税込￥34,650）

倍率２８倍！
三脚付

・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

183. サンポウ光学

レーザー付オートレベル  TKL－132
コードNo. 315704 標準価格 ￥157,300（税込）

三脚付

高精度倍率３２倍！

・レーザー点  到達距離：200m
  スポット径：5mm/100m（使用環境等により異なる）
・標準偏差（1km）：±1mm
・赤色高輝度レーザー 620nm搭載
・マグネットダンパー方式の自動補正装置を内蔵。
・全長：220×129×135mm  質量：1.45 ㎏
・スタジア測量が可能（スタジア乗数 100、加数 0）

特
価￥58,800 （税込￥64,680）

185.LTC

ギラつきの少ない青色グリーンライン！

グリーンレーザー墨出器MLS-444-GP-RT
コードNo. 330666 標準価格 ￥281,600（税込）

特
価￥108,000 （税込￥118,800）

●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

受光器・三脚付

181. マイト工業

特
価￥99,800 （税込￥109,780）

ラインドットポイント搭載！

グリンレーザー  LST-YG97EXセット
コードNo. 355042 標準価格 ￥289,300（税込）
電子整準フルライングリンレーザー！

受光器・三脚付

178.LTC

特
価￥49,800 （税込￥54,780）

ドットポイント搭載！

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

【付属品】受光器、充電池、ACアダプター

●高輝度グリーンレーザー  
●全周微調整機能付

受光器付

177.LTC

特
価￥240,000 （税込￥264,000）

ゼロブルー  ZEROBLSN-KJCSET
コードNo. 324125 標準価格 ￥399,300（税込）
ギラつかない！ブルーグリーンレーザー！
●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！
・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

受光器・三脚付

182. タジマツール

【付属品】・TT-N45 本体 ・レンズキャップ ・1.5 インチプリズム ( 専用ケース入 )　・ピンポール
・充電池 (2 個 ) ・AC アダプター ・データ転送ケーブル ・データ入出力ソフトウェア ・防塵カバー
・クリーナー布 ・調整工具 ・取扱説明書 (2 冊 ) ・キャリングケース ・背負いベルト

・測定項目：交流電圧・直流電圧・抵抗・ダイオード・
 導通チェック・容量・周波数・DUTY
・交流電圧：4~600V(4 レンジ・オート )
・直流電圧：400mV~600V(5 レンジ・オート )
・抵抗：400Ω~4MΩ(6 レンジ・オート )
・使用電池：アルカリボタン電池 LR44(1.5V)×2
・外形寸法：L190×W39×D31mm
・質量：約 100g( 電池含む )

特
価￥86,500 （税込￥95,150）

ゼロブルー  ZEROB-KJY
コードNo. 324142 標準価格 ￥144,100（税込）
ギラつきを抑えたブルーグリーンレーザー！

・単 3形乾電池×4本使用
・寸法：H174×W112mm
・質量：1030g
※受光器、三脚は別売です。

179. タジマツール

ディジタル絶縁抵抗計  MY600
コードNo. 322373 標準価格 ￥57,200（税込）

特
価￥49,800 （税込￥54,780）

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。

●交流/直流を自動で判別
●CATⅢ 2000Vまでの高電圧測定に対応
   (別売の高電圧プローブP2000使用時 )。
●ワイヤレスアダプタZ3210(別売)に対応。
●防じん防水性能：IP54

190. 横河

ACクランプリーカー  M-1140XR
コードNo. 328155  標準価格 ￥49,500（税込）

特
価￥40,500 （税込￥44,550）

スマートフォンとBluetooth接続！

●スマートフォンやタブレットと接続し
    波形表示が可能。
●CT内径φ40mmで最大300Aまで測定可能。
●実効値検波（RMS）

・本体サイズ：W66×H205×D25mm
・質量：約 260g
・電源： コイン形リチウム電池
 CR2032×1個
【付属品】電池、キャリングケース

・交流+直流電流レンジ：20.00A/600.0A
・交流 +直流電圧レンジ：6.000V~1000V、4レンジ
・電源：単 4アルカリ乾電池 (LR03)×2

191. マルチ計測器

特
価￥15,980 （税込￥17,578）

電線の被覆の上から安全に測定！

非接触検相器 8035
コードNo. 227300 標準価格 ￥20,680（税込）

・外形寸法：L112×W61×D36mm
・質量：約380g
・付属品：携帯ケース9096、取扱説明書、
   単3形アルカリ乾電池(LR6)×4

簡単、安全、見やすい非接触検相器
正相・逆相表示で写真撮影可能
背面マグネット付

195. 共立電気計器

特
価￥25,500 （税込￥28,050）

接地棒の要らない
簡易測定（2極法）専門器！

簡易接地抵抗計 4300
コードNo. 234183 標準価格 ￥33,000（税込）

●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！

196. 共立電気計器

ワイヤレスアダプタ  Z3210
コードNo.334365 標準価格 ￥13,200（税込）

●ワイヤレス化に対応！
●国際保護等級  IP67
●1台でA種から
   D種接地抵抗測定までカバー
●0Ω～2000Ωのワイドな測定範囲

対応測定器をワイヤレス化、測定値をタブレットに転送！

●オープンコアセンサでAC/DC電流測定が可能
●短絡防止の測定コードキャップ付（取り外し可）
●新強化保護ブッシュによりケーブル強度増加

●一人で簡単測距 ノンプリで最大400m
●可視レーザーポインターで位置確認
●レーザー求心で簡単設置
●防塵・防水性能IP66

●オーバーモールド採用で
   手にジャストフィット。
●測定コードを本体裏側へ
  スマートに収納可能。

※2012RA

KEW MATE2001A
コードNo. 320614 
標準価格 ￥14,300（税込）

特
価￥11,000 （税込￥12,100）

・電流測定範囲：100.0Aまで
・被測定導体径φ10mm（IV22mm²まで対応）

KEW MATE2000A
コードNo. 320613
標準価格 ￥11,550（税込）

特
価￥8,900 （税込￥9,790）

・電流測定範囲：60.0Aまで
・被測定導体径φ6mm（IV8mm²まで対応）

KEW MATE2012RA（真の実効値測定）
コードNo. 320615 
標準価格 ￥18,150（税込）

特
価￥14,000 （税込￥15,400）

・電流測定範囲：120.0Aまで
・被測定導体径φ12mm（IV38mm²まで対応）

199.DIGI-PAS

デジタル水平器 DWL90PRO
コードNo. 339159 標準価格 ￥9,350（税込）

１人でレベル出し可能！

【アプリケーションインストールカード付属】

・サイズ：61×58×38mm
・モード：角度°mm/m、in/F
・分解能：0.05°(1.0mm/m)
・測定範囲：0～ 90°×4
・電池：単 4電池×2本
・重量：120g

底面強力マグネット付き

Bluetooth®接続でスマホと連携

特
価￥5,100 （税込￥5,610） 特

価￥1,950 （税込￥2,145）

取付枠の垂直だしに便利！

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

●１連から３連までけがきが出来る！
●検電テスター付

サイズ：95×50×11mm

200. アカツキ製作所

特
価￥17,200 （税込￥18,920）

コードNo. 354257 標準価格 ￥27，500（税込）

201. ボッシュ

４倍見やすく

測りやすい！

・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

グリーンレーザー距離計
GLM50-27CG （”スマキョリ”データ転送機能付モデル）

視認性に優れたグリーンレーザーを採用！

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

ビデオ出力対応モデル

microSD録画機能搭載

SS-11 コードNo. 315139
標準価格 ￥20,570（税込）

SS-12 コードNo. 315140
標準価格 ￥27,500（税込）

特
価￥19,800 （税込￥21,780）

特
価￥14,800 （税込￥16,280）

紹介動画

全方位出射の高精度フルラインレーザー！

ゼロブルー ZEROBL-KJCSET
コードNo. 324132 標準価格 ￥206,800（税込）

特
価￥124,000 （税込￥136,400）

180. タジマツール

●鮮視度300のブルーグリーンライン。
●手動でも精密な地墨合わせができる
    回転微調整機能付。
●本体に直接三脚の
   取り付けができます。

【付属品】・受光器 ・三脚 ・リチウムイオン充電池
・USB 充電池用 ACアダプター ・単 3形電池アダプターボックス
・専用キャリングケース ・ショルダーベルト

特
価￥43,200 （税込￥47,520）

３年の安心保証！

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

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

184. ライカ

特
価￥110,000 （税込￥121,000）

レーザーレベル  MJ-300S
コードNo. 355370 標準価格 ￥223,300（税込）
自動整準機構搭載！

・デジタル受光器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

デジタル受光器付き！

187. マイゾックス

193．日置電機

LANケーブルハイテスター 3665
コードNo. 226798 標準価格 ￥54,780（税込）
スプリットペアも検出可能な
ワイヤマップ機能！

●断線位置の確認もできる
　ケーブル長測定
●各ケーブルの識別ができる
　ディレクションチェック機能

断線箇所まで

わかる！

シールド
対応

CAT6
対応

特
価￥42,500 （税込￥46,750）

・測角精度：5"
・国土地理院 測量機登録：2級 A
・測距範囲：ノンプリ 0.5~400m　 付属ミニプリズム 1.6m~3,500m
・測距制度：ノンプリ (5+3ppm×D)mm 
 付属ミニプリズム (2+2ppm×D)mm [D は距離 (m)]

あらゆるバッテリー測定シーンに対応！

バッテリーテスター DS-5
コードNo. 361487 標準価格 ￥29,700（税込）

特
価￥23,000 （税込￥25,300）

204. 大作商事

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

・本体寸法：約143×95×18mm
・質量：約240g

製品紹介ページ NewNew

150Kg積載可能タイプに、
待望のストッパー付が新登場！

コンパクトキャリー CC101KB2
コードNo. 305755 標準価格 オープン

軽量コンパクト！

フィフティカート KHE-50
コードNo. 352678 標準価格 オープン

特
価￥11,000 （税込￥12,100） 特

価￥8,800（税込￥9,680）

207. ナンシン 208. アルインコ

「イザ」という時に活躍！

ヘルメットIZANO2  ホワイト
コードNo. 355619 標準価格 オープン

特
価￥5,100 （税込￥5,610）

●折り畳んで収納できる防災・現場用ヘルメット。
●折りたたみ時は業界最薄の63mm (※2021年2月時点)

205.DIC

特
価￥4,150 （税込￥4,565）

樹脂連結ドーリー  PD-427-3SN
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

206. ナンシン

●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

・荷台寸法：L605×W411mm
・使用時寸法：L675×W411×H723~923mm
・質量：6.5kg

●キャスターが収納できる軽量コンパクト台車。
●キャスターとハンドルが連動して
   フラットに収納できます。

荷崩れ防止ガイド搭載！

ハンドルをワンタッチで
折り畳んで天板内に収納可能！

・天板サイズ：W720×D460ｍｍ
・自重：6.9kg・車輪：100Φ

本体内蔵のストッパーペダルでワンタッチ操作！

微音

ブレーキＯＮ／ＯＦＦが
一目瞭然！

スマホで見るワイヤレスカメラ！

探査カメラみるサーチミニ＋ CMS-WC2
コードNo. 358570 標準価格 ￥52,800（税込）

特
価￥31,200 （税込￥34,320）

203. ジェフコム

紹介動画

●ジェフコム製アルミポール、ケーブル牽引具等（別売）と
    組み合わせて使用できます。
●録画、再生をスマホで操作。
●濡れてもOK!(IP64)
●LEDライト付
●USB充電式

・本体サイズ：22×82×32mm
・質量：35g

７



LEDテープライト
パネルタイプの充電式LEDランタン！
パネルライト

ユーザー登録により5年保証！

充電式LEDライト GF-106RG
コードNo. 359388 標準価格 ￥15,400（税込）

立ったまま伸縮できる上部操作タイプ！
四脚アジャスト式専用脚立

手がかり棒4本仕様！
可搬式作業台デューク

特
価￥9,100 （税込￥10,010）

ロングスライドの伸縮脚！
伸縮式脚立 PRT-FX

より安全性の高い商品を追求！
三連伸縮梯子レン太

コンパクトに

収納できる！

スタンダードタイプの3連はしご
３連梯子スーパーコスモス

コンパクトに収納できる
インサイド構造！

アルミ２連はしご

アルミ三連梯子 アルミ伸縮足場板
コンパクトな伸縮足場板軽量タイプ！
片面使用型伸縮足場板

アルミパイプ製で
最大使用質量200kgの移動式足場！

アルミパイプ製移動式足場

209. ハタヤ 210. ジェントス

215. ジェントス

本体に直接チャージ！Highモードでも長時間(11時間)
点灯するヘッドライト！

LEDヘッドライト  RVH07R
コードNo. 354029 標準価格 オープン

特
価￥7,480 （税込￥8,228）

213. グランツ

217. ディアドラ 218. 長谷川工業

219. ピカコーポレイション 220. アルインコ

221. ナカオ 222. ピカコーポレイション 223. アルインコ

224. 長谷川工業 225. アルインコ 226. ピカコーポレイション

227. 長谷川工業 228. ピカコーポレイション

使用場所に合わせて
フレキシブルに曲げられるLED照明！

紹介動画

点灯パターン

PL-200R
照射パターン

PL-400R
照射パターン

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

LTP-5S
コードNo. 358250
標準価格 ￥24,200（税込）

特
価￥15,400 （税込￥16,940）

片面発光タイプ 5mセット

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

特
価￥26,180 （税込￥28,798）

片面発光タイプ 10mセット

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

特
価￥50,400 （税込￥55,440）

片面発光タイプ 20mセット

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

特
価￥21,700 （税込￥23,870）

両面発光タイプ 5mセット

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

特
価￥36,400 （税込￥40,040）

両面発光タイプ 10mセット

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

特
価￥68,600 （税込￥75,460）

両面発光タイプ 20mセット

MD-53D
コードNo. 325119
標準価格 ￥108,900（税込）

特
価￥33,000 （税込￥36,300）

・全長：5.33m  ・縮長：3.61m  ・質量：13.9kg

MD-60D
コードNo. 325120
標準価格 ￥123,200（税込）

特
価￥35,000 （税込￥38,500）

・全長：6.02m  ・縮長：3.95m  ・質量：15.3kg

MD-74D
コードNo. 325121
標準価格 ￥140,800（税込）

特
価￥39,000 （税込￥42,900）

・全長：7.40m  ・縮長：4.64m  ・質量：18.0kg

MD-81D
コードNo. 325122
標準価格 ￥159,500（税込）

特
価￥44,000 （税込￥48,400）

・全長：8.09m  ・縮長：4.99m  ・質量：21.4kg

MD-95D
コードNo. 325123
標準価格 ￥200,200（税込）

特
価￥56,000 （税込￥61,600）

・全長：9.47m  ・縮長：5.68m  ・質量：24.0kg

MD-102D
コードNo. 325124
標準価格 ￥218,900（税込）

特
価￥61,000（税込￥67,100）

・全長：10.16m  ・縮長：6.02m  ・質量：25.6kg

VSS-200H
コードNo. 332371
標準価格 ￥49,060（税込）

特
価￥17,000 （税込￥18,700）

・長さ：1193~1973mm　・質量：7.5kg

VSS-240H
コードNo. 311314
標準価格 ￥52,030（税込）

特
価￥18,000（税込￥19,800）

・長さ：1408~2398mm　・質量：8.5kg

VSS-270H
コードNo. 311315
標準価格 ￥55,110（税込）

特
価￥19,000 （税込￥20,900）

・長さ：1558~2698mm　・質量：9.2kg

VSS-300H
コードNo. 311316
標準価格 ￥58,080（税込）

特
価￥20,000（税込￥22,000）

・長さ：1708~2998mm　・質量：9.9kg

VSS-330H
コードNo. 311317
標準価格 ￥61,710（税込）

特
価￥21,000 （税込￥23,100）

・長さ：1858~3298mm　・質量：10.7kg

VSS-360H
コードNo. 311319
標準価格 ￥66,000（税込）

特
価￥22,000 （税込￥24,200）

・長さ：2008~3598mm　・質量：11.4kg

VSS-400H
コードNo. 311320
標準価格 ￥73,810（税込）

特
価￥24,000（税込￥26,400）

・長さ：2398~4018mm　・質量：13.3kg

特
価￥5,800 （税込￥6,380） 特

価￥8,700 （税込￥9,570）

214. レッドレンザー

・本体寸法：φ35×151mm
・本体質量：約 170g
・使用電池：専用充電池 (Li-ion)

・電源：専用リチウムイオン充電池 /単 3形アルカリ電池×1本
・本体サイズ：約φ34.9×136.3mm
・本体質量：約 143g( 電池含む )

水中でも安定した照射が可能！
電池を取り出さずに充電できる
マグネティックチャージシステム！

●専用充電池/乾電池兼用
●マグネット充電式、専用マグネット充電ケーブル付属

●3色(暖色・昼白色・白色)調色可能。
●180°可動マグネット付きスタンド。
●耐塵・耐水・1m防水仕様
    (IP66及びIP67準拠)
●2m落下耐久
●USB充電式

バランス重視のスタンダードモデル！

充電式ライト P6RCore 502179
コードNo. 354853 標準価格 オープン
ベストセラーのP7R後継機種！！

特
価￥7,700 （税込￥8,470）

３６０°回転するＦｌｅｘヘッド！

ワークライトiW5Rflex 502006
コードNo. 327845 標準価格￥12,100（税込）

・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

216. 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

踏ざん内の伸縮操作バーを引き上げる
だけでワンタッチで操作できます。

PL-400R（大）
コードNo. 359960
標準価格 オープン

PL-200R（小）
コードNo. 359959
標準価格 オープン

特
価￥4,980 （税込￥5,478）

特
価￥3,980 （税込￥4,378）

・本体サイズ：W99.5×H111.5×D33.3mm
・本体質量：約 201g( 電池含む )

・本体サイズ：W152.7×H111.6×D33.3mm
・本体質量：約 298g( 電池含む )

点灯パターン

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

特
価￥17,800 （税込￥19,580）

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

211. レッドレンザー

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

212. ジェントス

LEDヘッドライトセット LR-H434HDSET
コードNo. 361563 標準価格 オープン

●操作しやすい伸縮操作レバー(6mmピッチ)。
●昇降しやすい幅広踏ざん(60mm)。
●最大441mmの高さ調節が可能。

●作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。
●傷つき防止のクッションカバーも装着されています。
●かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。

スタンションを使って連棟できます。

フットプレートを使用する
ことで安定した上はしごの
伸縮操作を可能にしました。

●伸縮ピッチ：50mm
●2点支持
●アルミ合金製

脚部伸縮脚立 RYZB ●段差で役立つロングストローク
   （最大31cm）の伸縮脚。
●幅広踏ざん（60mm）で作業も快適。
●幅広天板は工具などを置ける
   便利なトレー形状。

紹介動画

RYZB-30
コードNo. 360995
標準価格 ￥103,730（税込）

特
価￥41,800 （税込￥45,980）

【専用脚立】・天板高さ：2.82～3.13ｍ・質量：15.4kg

RYZB-27
コードNo. 360994
標準価格 ￥82,940（税込）

特
価￥35,800 （税込￥39,380）

【専用脚立】 ・天板高さ：2.51～2.82m ・質量：13.2kg

RYZB-24
コードNo. 360993
標準価格 ￥73,150（税込）

特
価￥32,800 （税込￥36,080）

【専用脚立】 ・天板高さ：2.21～2.52m ・質量：12.2kg

RYZB-21
コードNo. 360992
標準価格 ￥64,790（税込）

特
価￥27,800 （税込￥30,580）

【兼用脚立】 ・天板高さ：1.91～2.22m ・質量：11.1kg

RYZB-18
コードNo. 360990
標準価格 ￥56,430（税込）

特
価￥23,800 （税込￥26,180）

【兼用脚立】・天板高さ：1.61～1.92m ・質量：10.0kg

RYZB-15
コードNo. 360989
標準価格 ￥49,500（税込）

特
価￥21,800 （税込￥23,980）

【兼用脚立】 ・天板高さ：1.31～1.63m ・質量：8.3kg

RYZB-12
コードNo. 360988
標準価格 ￥42,570（税込）

特
価￥17,800 （税込￥19,580）

【兼用脚立】 ・天板高さ：1.02～1.33m ・質量：7.1kg

RYZB-09
コードNo. 360987
標準価格 ￥38,390（税込）

特
価￥16,800 （税込￥18,480）

【兼用脚立】 ・天板高さ：0.72～1.03m ・質量：6.0kg

SXJ-300A
コードNo. 318695
標準価格 ￥101,200（税込）

特
価￥48,800 （税込￥53,680）

・天板の高さ：2.69~3.00m　・質量：14.8kg

SXJ-270A
コードNo. 318694
標準価格 ￥93,500（税込）

特
価￥44,800（税込￥49,280）

・天板の高さ：2.40~2.71m　・質量：12.2kg

SXJ-240A
コードNo. 318693
標準価格 ￥84,700（税込）

特
価￥40,800 （税込￥44,880）

・天板の高さ：2.11~2.42m　・質量：10.9kg

SXJ-210A
コードNo. 318692
標準価格 ￥57,860（税込）

特
価￥28,800 （税込￥31,680）

・天板の高さ：1.82~2.13m　・質量：9.4kg

SXJ-180A
コードNo. 318691
標準価格 ￥53,460（税込）

特
価￥26,800 （税込￥29,480）

・天板の高さ：1.53~1.84m　・質量：8.4kg

SXJ-150A
コードNo. 318690
標準価格 ￥46,200（税込）

特
価￥22,800 （税込￥25,080）

・天板の高さ：1.24~1.54m　・質量：7.4kg

SXJ-120A
コードNo. 318689
標準価格 ￥41,360（税込）

特
価￥20,800 （税込￥22,880）

・天板の高さ：0.94~1.25m　・質量：6.4kg

SXJ-90A
コードNo. 345384
標準価格 ￥35,860（税込）

特
価￥17,800 （税込￥19,580）

・天板の高さ：0.65~0.96m　・質量：5.5kg

PRT-360FX
コードNo. 315983
標準価格 ￥179,300（税込）

特
価￥65,000 （税込￥71,500）

【専用脚立】・天板高さ：3.35~3.79m　・質量：22.2kg

PRT-330FX
コードNo. 315982
標準価格 ￥160,600（税込）

特
価￥58,000（税込￥63,800）

【専用脚立】・天板高さ：3.06~3.50m　・質量：20.4kg

PRT-300FX
コードNo. 315981
標準価格 ￥113,300（税込）

特
価￥39,800 （税込￥43,780）

【専用脚立】・天板高さ：2.76~3.20m　・質量：18.7kg

PRT-240FX
コードNo. 222599
標準価格 ￥82,500（税込）

特
価￥25,000 （税込￥27,500）

【専用脚立】・天板高さ：2.17~2.61m　・質量：13.4kg

PRT-210FX
コードNo. 217883
標準価格 ￥61,600（税込）

特
価￥23,000 （税込￥25,300）

【はしご兼用脚立】・天板高さ：1.88~2.32m　・質量：11.4kg

PRT-180FX
コードNo. 214898
標準価格 ￥53,350（税込）

特
価￥20,000 （税込￥22,000）

【はしご兼用脚立】・天板高さ：1.59~2.03m　・質量：10.1kg

PRT-150FX
コードNo. 214897
標準価格 ￥46,750（税込）

特
価￥18,000 （税込￥19,800）

【はしご兼用脚立】・天板高さ：1.29~1.73m　・質量：8.0kg PRT-270FX
コードNo. 229319
標準価格 ￥85,800（税込）

特
価￥27,000 （税込￥29,700）

【専用脚立】・天板高さ：2.47~2.91m　・質量：15.1kg

PRT-120FX
コードNo. 217882
標準価格 ￥41,250（税込）

特
価￥16,000 （税込￥17,600）

【はしご兼用脚立】・天板高さ：1.00~1.44m　・質量：7.0kg

●軽量スタンダードタイプの三連はしごです。
●軽自動車に積載ＯＫ！
     （※ご使用の車のサイズをご確認ください。）

●水平レベルを調整可能なアウトリガー標準装備。
●セパレートタイプのエンドレススロープ
●立てかけ角度がすぐわかる側面シール

HE3-2.0-60
コードNo. 238671
標準価格 ￥153,120（税込）

HE3-2.0-70
コードNo. 220610
標準価格 ￥164,230（税込）

HE3-2.0-80
コードNo. 231237

・全長：5.85m  ・縮長：2.84m  ・質量：17.0kg
特
価￥49,800 （税込￥54,780）
・全長：6.86m  ・縮長：3.18m  ・質量：19.0kg
特
価￥49,800 （税込￥54,780）
・全長：7.86m  ・縮長：3.51m  ・質量：21.0kg
特
価￥49,800 （税込￥54,780）標準価格 ￥187,880（税込）

3REN-7.0A
コードNo. 317588
標準価格 ￥206,800（税込）

3REN-8.0A
コードNo. 317592
標準価格 ￥223,300（税込）

3REN-9.0A
コードNo. 317594

・全長：6.914~7.054m　・縮長：2.997m　・質量：20.7kg
特
価￥112,800 （税込￥124,080）
・全長：7.901~8.041m　・縮長：3.326m　・質量：22.6kg
特
価￥121,800（税込￥133,980）
・全長：8.888~9.028m　・縮長：3.655m　・質量：24.4kg
特
価￥131,100 （税込￥144,210）標準価格 ￥240,350（税込）

●脚部伸縮式で最大40cmの高さ調整が可能。
●天板寸法：L155×W50cm

DUK-1116T
コードNo. 242888
標準価格 ￥201,300（税込）

DUK-1516T
コードNo. 242890
標準価格 ￥215,600（税込）

DUK-1816T
コードNo. 242895
標準価格 ￥236,500（税込）

・天板高さ：0.73～1.05m  ・質量：18.8kg

・天板高さ：1.04～1.44m  ・質量：21.9kg
特
価￥103,800 （税込￥114,180）

特
価￥97,800 （税込￥107,580）

・天板高さ：1.36～1.76m  ・質量：24.1kg
特
価￥114,800 （税込￥126,280）

動画はこちら！

紹介動画

紹介動画

紹介動画

サイズ豊富な伸縮式脚立！

3CSM-87
コードNo. 313364
標準価格 ￥190,300（税込）

3CSM-77
コードNo.313363
標準価格 ￥176,000（税込）

特
価￥49,800 （税込￥54,780）

特
価￥44,800 （税込￥49,280）

・軽自動車に積載可能
・全長：7.69m　・縮長：3.61m　・質量：20.3kg

※作業主任者の立会いが必要です
   (3 段セットのみ )
※足場は高さに関わらず特別教育が必要です。

・普通自動車に積載可能
・全長：8.71m　・縮長：3.95m　・質量：22.2kg

3段セットアウトリガー付 ARA-3HA
コードNo. 316110
標準価格 ￥982,300（税込）

2段セット ARA-2A
コードNo. 316109
標準価格 ￥683,760（税込）

特
価￥698,000 （税込￥767,800）

特
価￥498,000 （税込￥547,800）

・全高：4.31~4.54m　・作業床高さ：3.29~3.52m　・質量：119kg

・全高：5.86~6.09m　・作業床高さ：4.84~5.07m・質量：158kg

STFD-2025
コードNo. 304996
標準価格 ￥37,400（税込）

STFD-2825
コードNo. 354040
標準価格 ￥52,360（税込）

特
価￥15,800 （税込￥17,380）

STFD-1525
コードNo. 354039
標準価格 ￥30,800（税込）

特
価￥13,800 （税込￥15,180）

特
価￥21,800 （税込￥23,980）

・全長：1.5m　・縮長：0.9m　・質量：4.5kg

・全長：2.0m　・縮長：1.1m　・質量：5.5kg

・全長：2.8m　・縮長：1.6m　・質量：7.5kg

●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

【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

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

特
価 各￥11,000 （税込各￥12,100）

FC-181（白） FC-292（黒）
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

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

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！

JSAA 認定
A種プロテクティブ
スニーカー

標準価格 各￥14,300（税込）

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」

・電源：単 3形アルカリ電池×4本 / 専用リチウムイオン充電池
・本体質量：約 285g( 電池含む )

お気軽にご用命ください

８
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