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A

間
セール期

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。

3月22日 〜 6月18日

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！ Լ˄Ɩ

350ml
×12 缶

1. HiKOKI

New

取り回しやすい
コンパクトボディ！

￥61,820（税込）

マルチボルトバッテリ 2 個・充電器・ケース付

（税込）
コード No. 321988 標準価格￥70,400

革新的な冷却システム！

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

振動軽減システムＡＶＲが
驚きの低振動を実現！

４．
０Ａｈ最新
バッテリー搭載！

充電鋲打機 ＢＸ３ＭＥ
Ｐ２／４．０Ａｈコンボ

￥181,500（税込）

21. 亀倉精機
標準価格 ¥437,800（税込）

レスバリアバッテリーモデル！

●材料がスムーズに離れる複動オートリターン機構
●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
●レスバリアはモーター部が（45°・90°）折れ曲がり狭いところでの
作業が可能

￥294,800（税込）

18V
18V 6.0Ah
6.0Ah

＜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
・φ12・ポンチ・ダイス付属

標準価格￥371,800（税込）

HPC-NF209WBL

コード No. 316098

35mm

穴径MAX

φ35mm

¥177,980（税込）

板厚MAX

50mm

23. マックス

標準価格￥404,800（税込）

45気圧コンプの極致！

●専用コンプアプリで、
スマホでの操作が可能です。

・タンク容量：11L
・質量：16kg

AK-HL1270E3

高圧 / 常圧

コード No. 342628
標準価格 ¥226,600（税込）

AK-HH1270E3

高圧 / 高圧

コード No. 342630
標準価格 ¥228,800（税込）

￥192,500（税込） ¥194,480（税込）

AK-HL1270E3ブラック 高圧 / 常圧

コード No. 342629
標準価格 ¥226,600（税込）

AK-HH1270E3ブラック 高圧 / 高圧

コード No. 342631
標準価格 ¥228,800（税込）

特価

＜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
・φ14・ポンチ・ダイス付属

●マキタ 18V バッテリー使用
●バッテリー、充電器、ケース付属

板厚MAX

・本体サイズ：L328×W112×H277mm
・マグネット寸法：W65×L145mm
・マグネット最大磁力：5500N
・質量：約 8.8kg

特価

質量

１３kg

コード No. 316099

特価

¥316,800（税込）

穴径MAX

コンプレッサー ＡＫ−ＨＬ１２７０Ｅ３
HPC-NF188WBL

￥278,300（税込）

φ２０mm

●穴あけ能力と機動性をハイレベルで両立した磁気応用穴あけ機。
●低丈タイプで高所・壁面・狭所などの現場に最適。
●H 鋼 100mm ウェブ・H 鋼フランジ・側面作業に対応。

φ30mm

￥169,400（税込）

充電式パンチャー

特価

特価

特価

・フトコロ 50mm
・質量：11.6kg

・本体サイズ：L310×W113×H181mm
・マグネット寸法：W65×L145mm
・マグネット最大磁力：5500N
・質量：約 8.2kg

【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）

ハイパワー首折れ
パンチャー！

Լ˄Ɩ

●穴あけ能力と機動性を
ハイレベルで両立した磁気応用穴あけ機。
●低丈タイプで高所・壁面・狭所などの現場に最適。
●H 鋼 100mm ウェブ・H 鋼フランジ・側面作業に対応。

●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。

最大穴あけ能力

・本体寸法：H443×W128×D286mm

装備多彩！

Լ˄Ɩ

＜付属品＞
替刃Ｎ−１２、スタンド、
Ｍ５レンチ、収納ケース、
バッテリー（日立 ＢＳＬ１８６０）、
充電器（日立 ＵＣ１８ＹＤＬ）

●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。

コード No. 355394 標準価格 ¥222,420（税込）

軽量・コンパクト！

22. オグラ

コードレスポートパンチャー ＲＦ−Ｂ３Ａ

φ20 t=6mm

￥281,050（税込）

木材

50mm

アトラエース LO-3550A

コード No. 226852 標準価格 ¥211,200（税込）

・本体サイズ：
W123×L320×H173mm
・質量：8.8kg

7.2kg( 蓄電池装着時 )

帯のこ（ハイス 18 山 / インチ）
、
収納ケース、バッテリー、
急速充電器、電池カバー

19. 日東工器

18. 日東工器

安全設計の充電式
磁器ボーラー！

標準付属品

￥89,980（税込）

※送料別途

アトラエース LO-3000A

コード No. 334901 標準価格￥423,500（税込）

金属管

￥55,440（税込）

￥236,500（税込）

17. 育良精機

φ50mm

木工−金工
兼用替刃×5 サービス

質量

便利なコンター機能付！

充電式ライトボーラー Ｉ
ＳＫ−ＬＢ３０Ｌｉ

折り曲げ式で狭所でも快適！

穴あけ能力(SUS304相当)

マルチボルトバッテリー使用
丸パイプ
φ120mm
角パイプ（幅×高さ）
t27×120mm
帯のこ寸法（周長 × 幅 × 厚さ） 1,130×2.5×0.5mm
本体寸法
L500×H139×W305mm

特価

φ20 t=9mm

φ１２０mmまで切断可能！

クラス最大の切断能力！
200×100mm
Ｈ鋼を一発切断！

特価

穴あけ能力(SS400相当)

コード No. 339471 標準価格￥119,900（税込）

特価

36Ｖ
5Ａｈ
36Ｖ 2．
2．
5Ａｈ

New

快速･快適･高精度切断とカット数ＵＰを実現！

特価

さらに充実！

コード No. 306295 標準価格￥418,000（税込）

14. HiKOKI
充電バンドソー CB3612DA(XP)

Լ˄Ɩ

¥83,930（税込）

コード No. 348792 標準価格￥79,200（税込）

コード No. 319488

バンドソーＲＢ１８０ＦＶ−ＨＡ・平バイス

特価

コード No. 351860 標準価格￥401,500（税込）

コード No. 324600 標準価格 ¥119,900（税込）

特価

20. 育良精機

コードレスパンチャー ISK−MP2050LF

13. 新ダイワ

古くなった全ネジカッターを
￥５,０００で下取りします

D充電レシプロソー EZ47A1LJ2G-B

特典 特価

特価

ブレード交換は

¥156,200（税込）

・切り残し 20mm
・引っ掛けフック搭載
・切りくずキャッチャー搭載

・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

＜付属品＞
18V5.0Ah 電池パック×2・
急速充電器・
プラスチックケース・
金工刃×1枚・六角レンチ

工具不要の
システム
￥31,680（税込） SDS

※バッテリ・充電器別売

￥126,500（税込）

最大切断能力

・寸法：L455×H141×W64mm
（折り曲げなし時 /18V5.0Ah バッテリ使用時）
・質量：2.05kg（18V5.0Ah バッテリ使用時）
・取付可能刃厚：0.9 〜 1.6mm
・ストローク
幅：14mm

2つの振動低減機構により
快適作業！

￥43,780（税込）

フルカラー液晶 & バックライト搭載
抜群の見やすさ大画面 4.1 インチ

１５０ｍｍ

特価

様々なものを素早く切れる、
スピードキング！

180 ㎜

最大測定深度

オイル
シリンダー採用

16. パナソニック

コード No. 300741 標準価格￥42,350（税込）

14.4V/18V
最大探知深さ

【セット内容】
・18V インパクト本体 (GDR18V-200)
・18V 振動ドリル本体 (GSB18V-55)
・急速充電器 (GAL18V-40)×1台
・バッテリー (A1840LIB)×2 個
・収納用ケース (L-OXX136N)×1個

上向き作業に便利な機能を搭載！

15. ボッシュ

埋設物を簡単探知！

埋設された金属、通電線、
樹脂管を探知可能。

※使用例

片手でさらに使いやすく！

￥67,320（税込） ¥143,000（税込）

セーバーソー GSA1200PE

充電式ウォールディテクタ ＷＤ−１８１ＤＺＫ

コード No. 327764 標準価格 ¥195,800（税込）

太陽光パネル設置時の
垂木探しに！

12. パナソニック

特価

特価

専用ピン２０ｍｍ Ｘ−Ｐ２０Ｂ３ＭＸ ２０００本

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

強烈大特価！

特典 特価

特価

コード No. 449992
標準価格￥222,420
（税込）
【付属品】4.0Ah
バッテリ×2、
充電器、ケース

コード No. 331114 標準価格￥66,000（税込）

Ｄ充電全ネジカッタ ＥＺ４５Ａ８ＬＪ２ＧＢ

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

9. マキタ

¥104,368（税込）

コンクリート探知機 コード No. 230910
Ｄ-ＴＥＣＴ１５０ＣＮＴ 標準価格￥170,500（税込）

ガスネイラ ＧＳ−７３８Ｃ２

コード No. 324728 標準価格 ¥170,500（税込）

8. ボッシュ

●40Vmax 仕様により AC 機を超える破砕力を実現（※同社比）
・寸法：L496×W113×H258mm
・質量：6.3kg

特価

セットのバッテリーの容量が
３．
０Ａｈ→４．
０Ａｈにアップ！

【付属品】
・バッテリー BL4040×2 ケ、充電器、ケース付

特価

￥258,060（税込）

11. マックス

10. ヒルティ

充電鋲打機 ＢＸ３ＭＥＰ２／４．０Ａコンボ

コンボキット GDR18V200GSB

●18V インパクト
ドライバーと
振動ドリル
のセット。

・定格電流：15A
・寸法：L710×W141×H305mm
・打撃力：26J
・重量：12.5kg
・無負荷打撃数：1,950 打 / 分 ・チャックタイプ：TE-S
・付属品：チゼル TE-SP-SM36×1
TE-SP-FM36×1

●低振動＋振り回され低減機構搭載
●別売のワイヤレスユニットを装着すれば
無線連動集塵機に対応可
【付属品】
・寸法：L500×W115×H286mm ・バッテリBL4040×2 本
・質量：7.3kg
・充電器 DC40RA

￥128,920（税込）

特価

特価

￥58,300（税込）

《能力》
木材：220mm
パイプ：175mm
軟鋼板：20mm

ＥＺ７８８１ＰＣ２Ｖ−Ｂ
（黒） ＥＺ７８８１ＰＣ２Ｖ−Ｒ
（赤）

18Ｖ
0Ａｈ
18Ｖ 4．
4．
0Ａｈ

特価

六角軸
１７

・寸法：417×108×240mm
・重量：4.8kg

コード No. 317899
標準価格￥82,500（税込）

古くなったハンマードリルを
￥10,０００で下取りします

7. ボッシュ

世界最高技術の
低振動構造

チャック部先端から
冷却風を排出！

打撃エネルギー

9.4 ジュール

￥26,730（税込） 各￥129,800（税込）

電動ハツリ機 ＴＥ−１０００ＡＶＲコンボ

New

クラス最強！

ＡＣ機同等のハイパワー！

コード No. 321627
コード No. 326475
標準価格 各￥185,900（税込）

コード No. 311796 標準価格￥303,600（税込）

打撃エネルギー８.０ジュール！

【付属品】
集じんシステム、3.4Ah 電池 2 個、
充電器、ケース

6. ヒルティ

小型電動ブレーカー ＴＥ５００Ｘ
（Ｇ０３）

コード No. 351764 標準価格 ¥130,460（税込）

コード No. 345715 標準価格 ￥161,150（税込）

特価

5. ヒルティ

4. マキタ

充電式ハンマ HM001GRMX

充電式ハンマドリル ＨＲ００５ＧＲＭＸ

特価

ケース付

φ２８ｍｍ

特価

コード No. 354253
標準価格￥35,530
（税込）

特価

DH18DPB(NNK)

3. マキタ
コンクリート
穴あけ最大

特典

特価

コード No. 354252
標準価格￥82,390
（税込）

三輪素麺
誉 No30

創業100 年を超える
伝統の味
手延べ素麺
（約 50g）
×20

デルモンテの果汁100%
ジュース詰合せ
160g×28 本

2. パナソニック
充電集塵ハンマードリル
「HEPA フィルター」
新搭載！

圧倒的なパワーで
連続作業に強い！
２8．
8Ｖ
4Ａｈ
２8．
8Ｖ 3．
3．
4Ａｈ

●使用頻度の高い小径
サイズの穴あけに最適です。
・能力：コンクリート
3.4 〜 18mm/ 鉄工
13mm/ 木工 18mm
・本体寸法：L251×H268×W84mm
・質量：2.1kg( サイドハンドル除く )

DH18DPB(2XP)

C

果汁飲料ギフト
KDF-30R

選べて嬉しい！景品付き商品あります！

充電ハンマドリル DH18DPB

オススメ
電動工具

B

サッポロエビス
セット YE3D

￥303,600（税込） ¥192,500（税込） ¥194,480（税込）
1

25.マクセルイズミ

24.マクセルイズミ
充電式ケーブルカッタ
煩わしい戻し作業が不要に！
21．
6Ｖバッテリ搭載で高速切断。

充電式圧着工具

Li-ion 21.6v

パワフル&スピーディ！

Ｓ７Ｇ−Ｍ２００Ｒ

Ｓ７−Ｋ５０

特価

特価

景品付き
●軟鋼板 3.2mm・
3 インチまで穴あけ可能。

・切欠き寸法：25×11mm ・最小下穴径：φ36mm
・最大板厚：3.2mm(SS400)/1.6mm(SUS304)
・本体幅：56mm ・本体高さ：110mm

・最大切断能力：φ32mm
・全長：262mm
・質量：615g

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

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

￥426,800（税込）

35. ジェフコム

コード No. 351141 標準価格￥3,300（税込）

●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。
●引掛けやすい先端機構。

BB-60-SN

New

銅線・VA線・結束
バンドを楽々切断！

より細かい
作業に適した

隙間にも
入れ込みやすい

Ｍ字型ツメ

クランク形状

伸縮ソケット（のびるーの）
Ｎｏ．５０１２Ｌ

５段階

伸びる！

コード No. 306413 標準価格 ¥32,560（税込）

作業に合わせて
軸部が伸びる！

￥3,190（税込）

最長

６００Ｌ

●JIS1級（メートル目盛のみ）
●落下防止用ベルトホルダー付
●ステンレスバネ使用

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）

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

※使用例

￥3,828（税込）

￥2,618（税込）

47. トップ工業

48. ビクター
ホルダー2 段 VPS-H72

ツールバック

コード No.321326 標準価格￥3,850（税込）

抜き差ししやすい特殊縫製！

生地は通常のナイロン生地の 7 倍の強度を
もち、摩擦、引き裂き、擦り切れに強い
CORDURA ファブリックを採用

コード No. 354887
標準価格 ¥7,810（税込）

牛革タイプの二段差し！

￥5,830（税込）

TB-4525

コード No. 324715
標準価格 ¥10,450（税込）

￥7,810（税込） ￥3,080（税込）

・寸法：H340×W470×D280mm ・質量：1,985g

セフ着脱式工具差し

腰周りの組み換えが簡単な着脱式！

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

SFKSN−P1VA（VA ストリッパー差し）

VA ストリッパー
＋
ペンチの二段差し

￥3,388（税込）
￥3,058（税込）

コード No. 329511
標準価格￥4,554（税込）

特価

SFKSN−P1PD（充電ペンドライバ差し）

・ペンチは 8 インチのものまで
収納可能です。

※SFKSN−P1PD
※SFKSN−P2SD

￥3,058（税込）

SFKSN−P2CR（圧着ペンチ 2 本差し）

※SFKSN−P2CR

コード No. 329514
標準価格￥4,917（税込）

特価

※SFKSN−P1VA

※工具別売

特価

SFKSN−P2SD（ドライバー 2 本差し）

コード No. 329513
標準価格￥4,554（税込）

※工具は別売です。

￥2,750（税込）

※使用例
（工具は
別売です）

52. タジマツール

コード No. 329510
標準価格￥5,104（税込）

特価

￥2,618（税込）

・ペンチ、ニッパーに加え左右に
ドライバーを各 1 丁づつ収納可能。
・落下防止用コード装着のための
D 環が左右についています。
・サイズ：W140×
H255×
D45mm
・質量：180g

・寸法：H320×W380×D240mm ・質量：1,160g

ペン型ドライバー＋ドライバー
2 本＋ビットを収納可能！

特価

特価

2

噛み込みにくい高機能！

特価

作業効率ＵＰ！

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）

コード No. 227020 標準価格 ¥4,070（税込）

コーススレッド
120mm まで対応！

51. コマ印

※工具は別売です。

￥2,068（税込）

壁際、コーナー部など
極狭スペースでの
作業に！

キーレスドリルチャック ＣＲ−１３

特価

50. コマ印

・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

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

コード No. 307798 標準価格￥5,390（税込）

特価

GASFGSLM25-65(6.5m)

コード No.319276
標準価格￥9,130（税込）

特価

工具のこだわりから
生まれた厳選腰袋シリーズ！

￥19,470（税込）

￥5,280（税込）
￥5,940（税込）

￥6,600（税込）

43. 新亀製作所

ＬグリップスリムＰＲＯＬＧ−６０００ １８Ｖ対応

TB-3520

特価

ペン型充電ドライバー差し TPJ-101PN

コード No. 354884 標準価格￥2,750（税込）

2.5 倍

コード No.319275
標準価格￥8,140（税込）

特価

特価

49. トップ工業

強度

GASFGSLM25-50(5.0m)

コード No. 354891
標準価格￥11,000（税込）

42. 新亀製作所

特価

W3/8 専用

￥6,336（税込）

No.3020N-225BG

・サイズ：225mm
・質量：340g

・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

剛厚マグ爪

￥2,178（税込）

偏心テコ原理で取り外しがラクに！
頭部に２２°の角度がつけてあります。

弾性樹脂で全身をガード、剛厚テープ仕様
コンベックス！

43mm

●対辺 17mm のインパクト用ソケットや、手回
し用レンチに差し込んで使用します。
●回転させると全ネジ部をロックし、止まると解
除されるオートロック機構
●簡易保持構造により脱落しにくくなっています。

・サイズ：200mm
・質量：270g

納得の収納力！

剛性力１．
３倍！

ネジ山修正機能付き！

●グリップ根元部分にネジ山修正機能 (W3/8) がついています。
●偏芯機構を採用し、テコの原理で従来品より楽に切断できます。
●高級感あふれるブラック＆ゴールド仕様。
●工具接続用シャックル付。

No.3020N-200BG

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

46. タジマツール
剛厚セフGステンロックマグ25

偏芯パワーペンチNo.3020N

コード No. 354890
標準価格￥10,560（税込）

本体全長３５０Ｌ

※使用例

IODA

特価

１７mm ソケット部に装着可能！

つぶれたネジ、
錆びたネジの取り外し、
締付に！

特価

コード No. 324773 標準価格 ¥3,586（税込）

コード No. 314682 標準価格￥5,742（税込）

41. スターエム

コード No. 300640 標準価格￥4,268（税込）
狭い奥行きのある所でのビス締め・穴あけ作業に！
本体全長 350L/400L/450L/500L/550L/600L

BAA1000

春日電機
カメダデンキ
TXDA2
DA−14
TXDA2AM
シリーズ
JXDA・JXDC・
DA−15
JXDD（長穴）
シリーズ
JXDB（短穴）

39. フジ矢

￥3,861（税込） ￥3,861（税込） ￥3,498（税込）

45. ミトロイ

ソケットレンチセットＳＮ４１９Ｍ−ＩＳＯ

薄刃ラウンド刃

特価

特価

￥715（税込）

薄刃ストレート刃

383HGSR-185

IXDA IIDB

38. メリー
ネジラー ＺＡ１８５

本体部で中ネジ・
大ネジの頭を
しっかり
保持します

コード No. 355494
標準価格￥5,940（税込）

JAPPY

IDEK

特価

今度のハイパーは
ツメが違う！

ＴＨ−２型

特価

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

全ネジソケットアダプター ＺＡＤ−３／８（ＢＰ）

New

特価

カッタークランクハイパーＡＬ型 ２４０Ｂ

コード No. 354076 標準価格 オープン価格

383HGSS-185

コード No. 355493
標準価格￥5,940（税込）

特価

●配電盤、分電盤用の合鍵
●500 番キー、30 番キーに対応（※タキゲン製）
・サイズ：110×28×16mm
・質量：75g

￥62,480（税込）

モクバ型式 オムロン
PFP100N
ＴＨ−１型
PFP50N

先端部で
小ネジの頭を
しっかり
保持します

・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

40. オルファ

44. ミトロイ

VA 線ニッパ・薄刃

●広い刃先の開き幅！
●薄い刃先で狭い所の
作業も簡単に！

￥25,025（税込） ￥34,320（税込） ￥2,145（税込）
腰周り道具
作業工具
腰袋

ＴＨ−２型

コード No. 317164
標準価格 オープン価格

￥33,000（税込）

BB-80-SN

37. ビクター

特価

・伸長時：8m/ 収納時 52cm
・質量：1kg

特価

特価

・伸長時：6m/ 収納時 43.5cm
・質量：0.82kg

￥60,500（税込）

コード No. 306946
標準価格￥52,360（税込）

・全長：8.0m
・落下衝撃荷重：約 5.1kN
・寸法：L202×W182×D68mm
・重さ：約 1.8kg

特価

DXF-8000

コード No. 350962
コード No. 332671
標準価格￥38,500（税込） 標準価格￥52,800（税込）

コンパクトで携帯に便利！

ＴＨ−１型

コード No. 317163
標準価格 オープン価格

ＢＢ−８０−ＳＮ

36. ジェフコム
盤用マルチキー BMK-6

目標に真直ぐ届く！

DXF-6000

￥26,400（税込）

￥440,000（税込）

シルバーフィッシャー(プラス )

カット位置が見える！

特価

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

34. モクバ

特価

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

衝撃に強い！

￥6,600（税込）

●強力倍力機構で軽く切断
●軽量で持ち運びらくらく
●バリ取り不要
●火花、切粉がでません
●電源不要

・全長：5.7m
・落下衝撃荷重：約 5.7kN
・寸法：L182×W162×D67mm
・重さ：約 1.4kg

特価

コード No. 321399
標準価格￥748,000（税込）

軟鋼板の切断など、
引っ掛けた
状況で切断可能！
・全長：250mm
・質量：320g

ＤＩＮレールカッター

ＢＢ−６０−ＳＮ

●ケースは割れにくいように鉄板で補強した
コード No. 214174
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。 標準価格￥41,690（税込）

特価

ＮＣ−ＣＶ３２５−６

コード No. 321398
標準価格￥638,000（税込）

特価

特価

ＮＣ−ＣＶ２００−２

倍力構造でステン板や野緑受けを
簡単に切断することが可能！

￥14,52０（税込）

33. 藤井電工

ベルブロック

業界初！空冷ファン搭載！

コード No. 309651 標準価格￥8,800（税込）

最大325φを楽々切断！

●ハンドルロック、
途中解除の操作が
ハンドルロックノブ
１つで可能です。
●固定刃と可動刃は
特殊鋼鍛造で優れた耐久性。

32. 西田製作所

ストリッピングマシン

コード No. 328809 標準価格￥24,200（税込）

●指詰め防止ストッパー
●ワンタッチ取り外しゴムストッパー

￥45,980（税込）

￥199,100（税込）

31. 土牛産業

特価

￥275,000（税込）

景品付き

倍力Ｗカッター 01355

特価

特価

特価

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

30. マーベル

￥328,900（税込）

ラチェットケーブルカッター MRC-325

●油圧パンチにセットするだけで
ニブラのように鉄板を切欠く
（追切り）
オプション刃物。
●切粉の飛散がなく、
仕上がり品質は良好。
●配電盤加工、
電気工事から工場
ライン、
試作品製作まで、
幅広く
お役に立てます。

特価

・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、
ケース付

兼用タイプにリニューアル！

特価

油圧パンチで追切り
ができる！

１4.4Ｖ

１８Ｖ ５．
０Ａｈ
圧着ダイス
14 〜 250sq

特典

●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

コード No. 320043 標準価格￥63,580（税込）

コード No. 341590 標準価格￥291,500（税込）

小型軽量！

特価

特価

18Ｖ/14．
4Ｖ両方の電池が兼用で使用可能！

予備バッテリー
（BP−2120）
×１個サービス

29. 西田製作所

ガイドパンチ横切り刃物 NC-GCC25A

充電油圧パンチャー REC-Li7PD

コード No. 320669 標準価格￥423,500（税込）

・寸法：379×352×92mm
・質量：6.9kg
・適用範囲：圧着 150-325【8-10(OP)】
圧縮 C12-C42(OP) T 型圧縮 T11-T450(OP)

・圧着範囲：14 〜 250mm2

￥269,500（税込）

【付属品】
バッテリパック BP-2120、
充電器、
ケース

28.マクセルイズミ

27. カクタス

＜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：327×343×80mm
コード No. 322915
・質量：4.5kg
標準価格￥392,700（税込）

コード No. 324606
標準価格 ￥251,900（税込）

クリンプボーイ ＥＶ−250ＤＬ標準セット

・圧着範囲：14 〜 200mm2

Ｓ７Ｇ−Ｍ２５０Ｒ

Ｓ７−Ｋ５０Ｙ

２１．６Ｖ ２．０Ａｈ

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）

￥258,500（税込）

￥147,400（税込）
￥176,000（税込）

コード No. 337912 標準価格￥482,900（税込）

圧着・圧縮３２５mm2 まで！

・寸法：316×345×80mm
コード No. 322914
・質量：4.2kg
標準価格￥379,500（税込）

コード No. 324605
景品付き
標準価格 ￥211,200（税込）

充電式圧着工具 S7G-M325R

２１．
６Ｖ
０Ａｈ
２１．
６Ｖ２．
２．
０Ａｈ

●２１．
６Ｖバッテリ搭載！
●作業効率を上げる
オートリターン機能搭載！

オートリバース搭載！

電気工事向け
工具

26.マクセルイズミ

￥3,278（税込）

53. ＢＢＫ
コード No.320747 標準価格￥181,500（税込）

一目で値が分かるデジタル式！

空調用工具コーナー

●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。

フロン回収機 ＴＡ１１０ＸＺ（ボンベ付）

コード No. 317233 ボンベ付標準価格￥215,600（税込）

新冷媒・従来冷媒対応

衝撃の回収能力！

＋

回収能力
Ｒ４１０Ａ
（気体）
Ｒ３２
（気体）

２７０ｇ/ｍｉｎ

回収能力

4,100g/ 分

回収ボンベ２４Ｌ
（フロートセンサー付）

特典

90cm 黄色ホース
×１本サービス

対応機器

ツーステージ オイル逆流

家庭用エアコンの据付はこれ一本でＯＫ！
持ち運びに便利な 2in1 仕様です。

【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

コード No. 324910 標準価格 ¥26,400（税込）

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

コード No. 312808
標準価格￥25,300
（税込）

簡単に
位置決めが可能

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

￥20,680（税込）

￥16,445（税込）

72. TASCO

71. ＢＢＫ

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

赤外線リークテスター
ＴＡ４３０Ｄ
コード No. 313632
標準価格￥54,780（税込）

対応可能冷媒
Ｒ３２

Ｒ１２３４ｙｆ

Ｒ４０７Ｃ

Ｒ２２

Ｒ４０４Ａ

Ｒ１２

ネジ径 3/8

軽量・コンパクト！

トルクレンチの
２丁掛けに最適！

ポンプ圧力

1.0MPa

ルームエアコン洗浄に最適！

￥990（税込）
￥6,600（税込）

大好評クイックホルダービット付属！

配管・ダクト等
天井用アンカー
として最適！

専用ビットで、下穴径・深さを間違えない！
打込みホルダーはＯリング機構で確実ロック！
クロス刃でデッキプレートも真円に近い穴あけ！

ラクに安全施工！

コード No. 221781 標準価格 オープン価格

W3/8×30（500 本）
下穴径：12.5mm

５００本入

防水等級

100V(50/60Hz)
IPX4

本体サイズ W190×D170×H265mm
本体質量

3.2kg

￥32,780（税込）

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

￥4,378（税込）

77. 若井産業

78. 若井産業
カベロック LDX00CB(500 本箱入)

コード No. 300675 標準価格￥23,100（税込）

特殊先端形状採用！

コード No. 226805 標準価格 ¥23,100（税込）

500本入りの徳用箱！

ドライバー１本で穴あけ、
ボードアンカーの開脚が可能！

５００本入
コンテナボッ
利！

下穴不要！

￥13,860（税込）

※普通石こうボード
（GB−R）対応

・材質：亜鉛ダイカスト
●鋭い刃先で位置決めができ、
・仕様：ホワイトカラー
楽に施工ができます。
●ねじを締めると刃先が開脚し、 ・ユニクロタッピングト
ラス 4×25 付属
石こうボードに食いつきます。

￥13,860（税込）

82. ＫＦＣ
ケミカルアンカーエボロック ＥＬＬ１５０
コード No. 322923 標準価格 ¥4,785（税込）

ノンスチレンでニオわない！

●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

￥3,278（税込）

※コーキングガン別売

83. ヘンケル
発泡ウレタン Ｍ５２７０キット

コード No. 224866 標準価格 オープン価格

窓枠や管材、その他住宅施工時の
あらゆる隙間の充てんに！
断熱、結露防止に！

【キット内容】
・専用ガン１丁
・発泡ウレタン 750mL×2 本
・クリーナー 500mL×1 本

特価

￥8,250（税込）

＜付属品＞
吐出ホース5m
給水ホース1.5m( ストレーナ付 )
吐出ノズル
ガングリップ

らくらくボードアンカー
ＲＢＡ４１２ＣＢ
（５００本入）

特価

特価

【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

電源

81. ＫＦＣ
ＨＩＦ３８３０容器セット（５００本入）

コード No. 315052 標準価格￥30,690（税込）

コード No. 328291 標準価格￥6,380（税込）

特価

コード No. 300929
標準価格￥1,650（税込）

２００本入バケツ

特価

特価 特価

コード No. 324265
標準価格￥242/ 本（税込）

ネジ

ユニコンアンカーバケツセットＵＢ−２１

￥165/本（税込）
ＥＺＩ−３０４５ＣＮ
￥176/本（税込） ￥10,780（税込）
コード No. 324264
標準価格￥231/ 本（税込）

フィックスレンチ FW-2479N10

アンカー

コード No. 300930
標準価格￥11,000（税込）

品番
ねじ呼び径 アンカー外径 全長 穿孔径 穿孔深さ 二面幅
35
EZI-3025CN
69
W3/8
10
10.5
14
EZI-3045CN
89
55
単位 :mm
※出荷単位 30 本

ＥＺＩ−３０２５ＣＮ

・表面処理：三価クロートメッキ
・ドリル径：9mm

80. ユニカ

74. ＢＢＫ

コード No. 337095 標準価格 ¥41,250（税込）

ス入
ク

②高ナット側面の２カ所から出る
ボルトチェッカーで目視確認。
・吊りボルトのねじ込みが完了すると
ボルトチェッカーが押し出されます。

９.５ｍｍ、１２.５ｍｍ厚
せっこうボード施工ＯＫ！

３０本入ブリスター

￥24,750（税込）

ポータブルエアコン洗浄機 TA352WL

特価

￥4,290（税込）

大幅スピードＵＰ！簡単3ステップ施工！

特価 特価

特価

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）

最大計量値

１００ｋｇ

特価

30本入

全長56mm

２つの施工完了を
目視で簡単確認！

73. TASCO

特価

下穴不要のＡＬＣ用雌ねじアンカー！

①座金外周から出る
チェックリングで目視確認。
・ナット部を締め付けると二重座金に
挟まれたチェックリングがはみ出てきます。

￥28,380（税込）

76. 峰岸
エアコン室内機取付専用アンカー ＭＡ−１

コード No. 333389 標準価格￥7,260（税込）

アンカー類他

●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。

セッティング簡単
カプラー仕様

￥43,780（税込）

75. 大阪ファスニング

・精度：±0.5%
・電源：9V 電池
・表示分解能力：4g or 20g

吐出水量

特価

特価

特価

Լ˄Ɩ

操作が簡単な
シンプル設計！

約 4.0L/min

・ＮＤＩＲ方式
各物質による、赤外線を吸収
する波長と量の違いで検知す
るため、誤反応が少なく漏れ
箇所の特定が容易に出来ます。
・検出感度…3.0ｇ/ 年
（ＴＵＲＢＯ）

￥73,480（税込）

軽量型＆
省スペース！

コード No. 305171
標準価格￥41,250（税込）

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

Ｒ４１０Ａ Ｒ１３４ａ

トリオンＡＬＣ雌ネジアンカ
ＴＲ−３８６５

イージーアイアンカー

高い防塵防水機能！

チャージングスケール
ＴＩＦ９０２０Ａ−Ｊ

IP65

●適応サイズ
1/4” 5/16” 3/8” 1/2”
5/8” 3/4”

・適合サイズ：1/4"・
3/8"・1/2"・5/8"

79. サンコーテクノ

コード No. 328252 標準価格￥41,250（税込）

軽量ラチェット式！
ワンタッチで
ラチェット切替！

・クランプバーの位置合
わせがしやすいプラン
ジャー機構を採用。

69. ロビネア

チャージングスケール ＢＳ−５０２

●スライドして位置決めする時に、
サイズ事に止まる構造

R32
R410A

￥19,580（税込）

68. ＢＢＫ

67. ロビネア
軽量ラチェットフレアツール
ＲＦ−８０６ＲＵ

収納便

サイトグラス付で冷媒の
状態が目視可能。

66. TASCO
アルミ製フレアツール ＴＡ５５０ＡＨ

￥11,138（税込）

※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。

￥11,880（税込）

￥37,180（税込）

コード No.339189 標準価格￥14,850（税込）

特価

使いやすいボールバルブ式！

特価

コード No. 305074 標準価格￥25,850（税込）

￥10,643（税込）

特価

ゲージマニホールドキット TA122G-1

￥9,859（税込）

75260R（5/8)

●新冷媒・従来冷媒兼用
●校正証明書付

特価

70. TASCO

コード No.339187 標準価格￥13,145（税込）

コード No.339188 標準価格￥14,190（税込）

特価

￥19,250（税込）

￥9,075（税込）

75230R（3/8)

75250R（1/2)

特価

特価

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

コード No.339186 標準価格￥12,100（税込）

特価

作業がさらに
スムーズに！

独自構造のラチェットヘッド
採用で作業効率ＵＰ！

一本で１/４・３/８兼用！

特価

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。

狭所作業にも便利な
ラチェット式！

特価

特価

コード No. 320793 標準価格￥30,800（税込）

75220R（1/4)

ラチェットトルクレンチ

コード No. 355034 標準価格￥14,740（税込）

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
セットです。
＜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)

特価

お得な空調用
トルクレンチセット！

軽量フレアツール ７００−ＤＰＣ

コード No. 317192
標準価格￥102,300（税込）

特価

トルクレンチでしっかり締め付け！

65．
ＢＢＫ

コード No. 317191
標準価格￥80,300（税込）

排気量：142L/ 分（50Hz）
170L/ 分（60Hz）
寸法：L395×W145×H257mm
重量：15.9 ㎏

64. ロビネア

ダブルヘッドトルクレンチ ＴＡ７７１ＷＴ−２３

￥10,78０（税込）

コード No. 317190
標準価格￥74,800（税込）

63. TASCO

コード No. 330287 標準価格￥54,780（税込）

【セット内容】
・トルクレンチ STW17S フレアナットサイズ 1/4
・トルクレンチ STW22S フレアナットサイズ 3/8
・収納ケース

ＢＢ−２６０−ＳＶＣ

排気量：100L/ 分（50Hz)
113L/ 分（60Hz）
寸法：L337×W138×H244mm
重量：10.5 ㎏

￥44,000（税込） ￥47,300（税込） ￥60,500（税込）

RTQ・FWレンチセット RTQS-61

新冷媒
対応

ＢＢ−２４０−ＳＶＣ

特価

￥45,430（税込）

トルクレンチセット ＳＴＷ２ＨＳ

校正証書付

ＢＢ−２２０−ＳＶＣ

特価

特価

特価

特価

●小型〜大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。
●4 ポールモーターで長時間の運転を可能にしました。
・本体サイズ：H265×D355×W130mm ・質量：10.4kg
・排気速度：76L/min(50Hz) 90L/min(60Hz)

62. ＢＢＫ

真空到達度
２ステージ式 １５ミクロン

排気量：51L/ 分（50Hz)
57L/ 分（60Hz）
寸法：L318×W124×H234mm
重量：8.5 ㎏

防止弁付

コード No. 223037 標準価格￥18,348
（税込）

特価

特価

特価

特価

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

真空到達度

￥67,980（税込）

ｇ／ｍｉ
ｎ

真空度の計測から漏れ検査まで
このポンプ一台で！

2.0Pa（15ミクロン）

61. スーパーツール

￥87,780（税込）

デジタル計付小型真空ポンプ（ケース付）

新たなスタンダードモデル！

・真空到達度：22.5 ミクロン（3Pa）・排気量：50L/min
・寸法：L233×W90×H192mm ・質量：3.8kg
・吸気管径：5/16 フレア
＜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

回収能力

１２０

60. ＢＢＫ

〜15HP( 馬力)程度

￥62,150（税込）

軽量８ｋｇで
持ち運びがラク！

￥164,780（税込）

コード No. 328267 標準価格￥60,500（税込）

業界初！
充電式で２ステージ仕様の真空ポンプ！

Լ˄Ɩ

《本体寸法》
240×175×320mm

12kg

●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。
・サイズ：H350×L380×W270 ㎜

ツーステージ真空ポンプ TA150XE

ライナー 5/8・3/4
×各１個サービス

・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）

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

59. TASCO

特典

Ｌｉ-ｉｏｎ
１０．
８Ｖ

ビックリするくらいコンパクトで
収納・持ち運びが簡単！

液回収速度

￥146,300（税込）

充電真空ポンプ RP-225

リチウムイオンバッテリー搭載！

コード No. 301622 標準価格￥144,100（税込）

回収スピードは隼の如く！

回収速度

コンプレッサー：750Wツインオイルレス

コード No. 328253 標準価格 ¥104,500（税込）

コード No. 237872 標準価格￥86,900（税込）

コード No. 326561 標準価格￥203,500（税込）

軽量

58. B B K

コードレスフレア ＲＦ−２０Ｓ４２４９０１

フロン回収機 ＲＧ３０００Ｊ

270g/ 分

コード No. 313310

￥115,5００（税込）

56. ロビネア

ES8823

２4０

タッチパネル式の
次世代回収機！
・サイズ：W380×D240×H350mm
・質量：11.0kg

エコセーバー隼

＋

ｇ／ｍｉ
ｎ

57. RE X

55. アサダ

54. TASCO

デジタル式フロン回収機 ＲＭ−３３０

￥17,600（税込）

3

84. 育良精機

自動芯出し機能付

・圧着能力：13A 〜 30A

コード No. 220522
標準価格￥99,000（税込）

特価

【止水能力】
ポリ管・塩ビ管
13 〜 30A ／ 13 〜 50A

過剰圧着防止装置付

ＳＳ−３０

・圧着能力：13A 〜 50A

コード No. 217915
標準価格￥130,900（税込）

89. RE X

Gラインスコープ ＧＬＳ−２８１０

適応管径
φ40mm〜100mm

コンパクトな管内カメラ！

●録画機能を搭載し静止画、動画の保存が可能。
●リチウムイオンポリマー電池を内蔵。2 時間充電で約
4 時間の使用可能。

●適応サイズ（呼び寸法）
：
75・100・125・150・200
●適応外形寸法：
89・114・140・165・216mm
●質量：16kg

VC-0348A

299

0.65

228

VC-0348A

レンズ画角

150.8°

0.4

〜φ63
・全長：250mm
・質量：820g

100. シブヤ

ロングフレキ Ｂ−１３ 1/2×１０ｍ

ダイモドリル ＴＳＫ−０９５

優れた作業性・耐久性！

乾湿兼用！

コード No. 121540 標準価格 オープン価格
価格

●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。

質量

並列運転

565

339

¥128,700（税込）

コード No. 323032
標準価格￥217,800（税込）

104. プロモート
コード No. 351858 標準価格 オープン価格
定格出力

手軽に使える
カセットボンベ式！

ＳＰＪ−１２３Ｃ
（スイベル付）

0．6ｋＶＡ

●ホームセンターや量販店等で
販売しているカセットボンベを
セットするだけで燃料補給ＯＫ！
●ガソリンを抜く手間がなく、
後処理が簡単。
●別売の並列運転コードで 2 台を
接続すれば 2 倍の出力に。

コード No. 321386 標準価格 ¥228,800（税込）

コード No. 329892 標準価格 ¥187,000（税込）

・連続運転時間：約3.0h（定格負荷時）
・燃料タンク容量：3.6L
・乾燥質量：21.1㎏

高品質な電気を供給する正弦波インバータ搭載

定格周波数

高性能エアクリーナ搭載！

Լ˄Ɩ
小型・軽量の
スタンダードタイプ！

単相 200

50/60

125

発電機兼用溶接機 ＥＧＷ１６０Ｍ−Ｉ

小型・軽量・ハイパワー！

寸法：L663×W240×H401㎜ 乾燥質量：10.1㎏（ブレード除く）

小型・軽量！
定格出力電流

コード No. 311792
標準価格￥315,700（税込）

●片手で持てる
１８Ｋｇ！
●ストラップ付き。

Լ˄Ɩ

※送料別途
NETIS
登録商品

標準価格 ¥415,800（税込）

●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。

370

455
185

・充電時間：約 1 時間
・サイクル寿命：約2000回
・溶接電流：20 〜 160A

￥４３１,２００（税込）

3年保証

160A

NETIS
登録商品

直流

10〜160A

適用溶接棒

φ1.0〜φ4.0
・外形寸法：L465×W215×H375mm
・質量：18.8kg( ショルダーベルト含まず )

￥382,800（税込）

115. 三笠産業

プレートコンパクター

圧倒的な耐久性・抜群の操作性！

●特殊ダクタイル製の転圧盤
●堅牢な転圧盤二重構造
●キワの作業もラクラク

MVC-40H (49kg)

・転圧盤寸法：420×298mm

MVC-50H (58kg)

・転圧盤寸法：460×345mm

コード No. 320123

ガソリン
コード No. 318749

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

￥１８４,８００（税込） ¥２１２,５２０（税込）

315

コード No. 324223 標準価格 オープン価格
本体・バッテリー

電源いらずで場所を選ばない！

標準価格￥254,100（税込）

, ００
（税込）
￥１２２１

標準価格￥265,100（税込）

, ００
（税込）
￥１２２１

MVC-F60H (65kg) ・転圧盤寸法：510×350mm

コード No. 318750
・最大速度：25m/min ・最大作業勾配：35%(20 度 )

標準価格￥269,500（税込）

特価

ＥＣ７４１４Ｓ
（１４インチ）

512

111.マイト工業

（税込）
コード No. 321947 標準価格 ¥616,000

320

高耐久・ハイパワー！

￥１７３,８００（税込）

省エネモード

電流調整範囲

タンピングランマー ＭＴ−５５Ｈ

1035

１９．８ｋｇ

447

リチウムバッテリ溶接機 LBW-160G

バッテリー溶接機 ＩＳＫ−Ｌｉ１６０Ａ

溶接可能本数
（満充電時）
φ2.6…約 50 本 /φ3.2…約 20 本 /φ4.0…約 5 本

114. 三笠産業

特価

7.0

コード No. 311790
標準価格￥297,000（税込）

特価

特価

￥７１,５００（税込）

4.0sq×2.5m

W135×L420×H250

¥２９７,０００（税込）

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

１年保証

直流

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

特価

外形寸法（mm）

MAX φ4.0

ＥＣ７４１２Ｓ
（１２インチ）

質量

特価

電撃防止装置 内蔵 (ON/OFF 切替スイッチ付 )

無負荷電圧（V） 66( 電撃防止機能 :20V 以下 )
MAX φ2.6

※送料別途

200

５Ｌ

110. 育良精機

コード No. 320983 標準価格 ¥610,500（税込）

730

燃料タンク

¥130,900（税込）

￥173,800（税込）

109. 新ダイワ

コード No. 320118

定格出力

２．０ｋＶＡ

・連続運転可能時間 :
(1/4 負荷〜定格負荷 ) 約 9.5 〜 4.0h
・直流 12V-8.0A
・超低騒音

４サイクルオイル
×1ケサービス

￥７７,０００（税込）

（画像は
EC7412S）

35

定格入力容量 4kVA(3.9kW) 7kVA(6.9kW)
出力電流（A）

負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード。

特価

40

軽量・高品質！

携帯性はそのままに出力を向上！

特価

定格入力電圧（V） 単相 100

エンジン発電機 ＥＧＩ２００

１．
8ｋＶＡ

・燃料容量：500g ( カセットボンベ 2 本 )
・エンジンオイル量：180mL
・本体寸法：W470×D270×H390mm
・質量：約 14.0kg

￥100,100（税込）
￥114,400（税込）

106. 京セラ

発電機 ＥＵ１８ｉ
（ＪＮ）

特価

超軽量・超小型！

エンジンカッター

コード No. 312464
標準価格￥176,000（税込）

定格出力

689 ㎜

¥495,000（税込）

コード No. 312463
標準価格￥154,000（税込）

105. ホンダ

インバーターガス発電機 PEG600iB

特価

インバータ直流アーク溶接機 MA-2125DF

定格入力電流（A）

・寸法：L848×W700×H721mm
・乾燥質量：118.1kg
・燃料タンク容量：18.0L
・エンジン排気量：389cm3

113. 新ダイワ

コード No. 315972 標準価格￥137,500（税込）

4

ＴＳ−１３５

ＳＰＪ−１２３Ｃ

￥102,300（税込）
￥145,200（税込）

625 ㎜

特価

特価

※並列運転には別売
専用コードが必要です。

112.マイト工業

質量（kg）

コード No. 323029
標準価格￥156,200（税込）

498 ㎜

￥154,000（税込）

入力コード

ＴＳ−０９５

湿式 65mmビット
×１本サービス

特価

４．０Ｌ
エコノミースイッチ

ＳＰＪ−１２３Ｃ
（スイベル付）

ＳＰＪ−１２３Ｃ

特典 特価

２．３ｋＶＡ

仕様溶接棒

※画像は乾式ビットです。

特価

特価

200V出力を備えた圧倒的な大出力！
定格出力

・連続運転時間：
(1/4 負荷〜定格負荷 ) 約 7.0 〜 3.2h
・直流 12V-8.3A
・超低騒音

湿式ビット 65mm
1 本サービス

●単相 100V・200V 同時出力可能。

５．５ｋＶＡ

２７ｋｇ

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

特典

出力１５００Ｗ・瞬間最大３０００Ｗの大容量！

コード No. 308479 標準価格 ¥616,000（税込）

467

乾湿兼用機 ・取付ネジ：Ｃロッド

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

特価

大容量パワーバッテリー！

燃料タンク

定格出力

ダイモドリルがモデルチェンジ！

特価

コード No. 354079 標準価格 オープン価格

発電機 EU55isN(JNT)

Լ˄Ɩ

ダイヤモンドコアドリル

ダイモドリル

・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

湿式ビット 65mm
1 本サービス

103. 富士倉

108. ホンダ

回転数を自動制御する
エコノミースイッチで燃料を節約。

102. ハッケン

101. シブヤ

コード No. 323031 標準価格 ¥183,700（税込）

￥82,280（税込）

特典

￥5,940（税込）

107. ワキタ
静音設計なのにパワフル＆大容量！

●便利な目盛付き

・切断能力：2 〜 8 インチ
（50 〜 200mm）
・全長：292mm
・質量：6.1㎏

特価

材質：SUS316L 呼び径：13A（1/2B）
肉厚：0.3 ㎜ 内径：13.1㎜ 外径：16.8 ㎜ 長さ：10m
最小曲げ半径：40 ㎜ 最高使用圧力：1.75Mpa

￥２０６,８００（税込）

インバータ発電機 ＨＰＧ２３００ｉＳ

¥３,３００（税込）

・色：黒 / 金
・全長：214mm
・最大口開き：38.5mm
・質量：316g

特価

￥６,５７８（税込）
, ４
￥１１７
８（税込） ￥７,８１０（税込）

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

コード No. 321273 標準価格 オープン価格
価格

●手動かつバッテリー
式、ＡＣ電源式、
もし
くはニューマティック
式のインパクトドライ
バーでも使用できま
す。
（定格トルクが２７１
Ｎ・ｍ以 上のものを
ご使用ください）
●陶管、排水鋳鉄管、
セ
メント管の切断に。

〜φ48

ポータブルバッテリー ＢＡ−３０００

発電機
ポータブル電源
溶接器
エンジン機械工具

狭いスペースでの使用に便利！

ナットもパイプも１本で２役！

特価

コードNo.310762
標準価格￥8,250（税込）

コード No. 313961 標準価格￥102,960（税込）

コード No. 328892 標準価格 ¥5,500（税込）

適応パイプ外径 (mm)

特価

ＩＲＣ−１５０ＮＸ

97. リジッド
陶管カッター２３８−Ｐ＃４２８７８

※画像は VC-0348A

特価

コードNo. 310761
標準価格￥6,820（税込）

コード No. 308292
標準価格￥56,309（税込）

パイレンモンキー FLP-38-BG

特価

ＩＲＣ−１２５ＮＸ

￥2,695（税込）
￥3,311（税込）
￥4,774（税込）
￥5,775（税込）

ＰＣＦＢ−５０

アゴ部分をつけ替え
てパイプレンチに変身！

特典

コードNo. 310760
標準価格￥4,730（税込）

特価 特価 特価 特価

ＩＲＣ−１００ＮＸ

New

, ７０
（税込）
￥２７１
￥３２,３４0（税込）

コード No. 312414
標準価格￥47,289（税込）

96. フジ矢

コード No. 354219 標準価格￥13,024（税込）

・床 (ALC・コンクリート)
▼金具内へのパテ詰め不要
・床 ( 止水スリーブ対応 )
・中空床・壁 (ALC・コンクリート) 金具の内側にパテが取り付けられて
いるため従来のようなパテ詰め作業
・中空壁・片壁
が省けます！

コードNo. 310759
標準価格￥3,850（税込）

・抜群の切れ味と
耐久性を兼ね備えた
４枚刃パイプカッター！
・狭所作業で大活躍！

95. ヒット

たて型ワイドレンチ SOM93

99. 因幡電工

98. 因幡電工

ＩＲＣ−７５ＮＸ

よりコンパクトに！

●水道給水用・ガス用ポリエチレン管の直角切断に。
●狭い所でも回転切断可能！最大回転半径 120mm
●ベアリングローラ採用で荷重を軽減！

￥11,110（税込）

￥８０,０８０（税込）

特価

特価

特価 特価

VC-0363A

質量 (kg)

コード No. 336178
標準価格￥19,558（税込）

スリット入りのパテ
のため分割し
やすく巻き付け易く
なりました！

ワンタッチ式フックで
素早く確実な脱着

・質量：0.8kg

アルミ製の弱点を解消！

全長 (mm)

VC-0363A

▼パテを巻き
付けるだけ

４枚刃パイプカッター

コード No. 310908 標準価格 ¥18,590（税込）

特価

品番

コード No. 336176
標準価格￥10,978（税込）

￥２７,２８０（税込）

92. ＭＣＣ

ポリエチレンカッタ PEI-50

ＰＣＦＢ−２５

《対象管》
VP管（VW 管）
・
HIVP管（HIVW 管）
・
VU管・ゴム輪継手（ゴム輪受口）
・
TS継手（接着受口）
・T 形ダクタル鋳鉄管

●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 4.5・巾）の締め付け・緩め作業に最適です。

・切断能力：強化ガスホース
9.5・13・19・25mm
・全長：500mm
・質量：1.8kg

６種類の防火区画に対応！

パイプに傷をつけずに
挿入できます！

特価

特価

特価

IP68

●鋼芯入り強化ガスホース、エアホース等が簡単に、
しかも効率的に切断できます。
●切断がラクな据え置きタイプ。

耐火キャップＮＸ

塩ビパイプ挿入機 ＰＩＭ２００−Ｒ

コード No. 205188 標準価格￥133,507（税込）

Լ˄Ɩ

特価 特価

カメラヘッド
・寸法：W490×D450×H60mm
・重量：2.2kg

切れ味超爽快！

簡単で効率的！

¥388,300（税込）

φ30 110

塩ビカッタ（特殊コーティング）

コード No. 133029 標準価格￥41,976（税込）

【標準装備】
・自動切上ダイヘッド (1/2 〜 3/4) (1〜 2)× 各 1
・チェーザ (1/2 〜 3/4) (1〜 2)× 各 1組
・ねじ切りオイル (50W-R 4L)×1
・予備カーボンブラシ×1組、マシンカバー×1

・切断能力：8A 〜 25A(1/4 〜 1)
・機械寸法：L372×W324×H310mm
・質量：21kg

91.ＭＣＣ

Լ˄Ɩ

94. ＭＣＣ

93. ヒット

強化ホースカッター ＨＣ５００

【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

￥９１,６３０（税込） ¥162,800（税込）

10m

￥１４０,８００（税込）

￥２０６,８００（税込）

セーフティーマシンのベストセラー！

適応パイプ径

広角度カメラ
対角：150°
高解像度 640×480pixel

・電源：リチウム・ポリマーバッテリ /AC アダプタ

￥６４,６８０（税込）

ケーブル長

デジタルズーム2倍

●詰まり箇所の特定がしやすい距離カウンター機能。
●断線しても修理可能（断線した部分にカメラを取付可能）

●ブレーキ付きモーターを採用
した巻込防止設計。
●自動オープン転造ヘッドの搭載が
可能。
（オプション）

90. ヒット

コード No. 318436 標準価格￥176,000（税込）

ヘッド外径：φ28mm
ケーブル長：20m

●高速・ハイパワーモータ採用により、作業能率アップ。

特価

特価

ＳＳ−５０

￥９２,４００（税込）

コード No. 328552 標準価格￥264,000（税込）

コード No. 309237 標準価格￥517,000（税込）

特価

コード No. 217817
標準価格￥92,400（税込）

コード No. 204025
標準価格￥132,000（税込）

SS-30

特価 特価

ＩＳ−５０ＡＨ

クリアスコープ2820 TH2820

コード No. 206126 標準価格￥229,900（税込）

※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。

２スピード油圧ポンプにより
スピーディに止水！

￥６９,３００（税込）

88. アサダ

ねじ切りＦ５０ＡⅢ ２１０３１５

小型軽量、
ワンピースボディ！

ＩＳ−３０ＡＨＳ

水回り・配管
工事用
工具コーナー

87. RE X

パイプマシンネジプロ25 PMNA025

パイプ断水機

ヘッドが可動式だから
使いやすさ抜群！

あらゆる配管検査に！

86. ＭＣＣ

85. 亀倉精機

パイプ圧着機

￥１３２,０００（税込）

117. オグラ

116. オグラ
バーベンダー MB-L16

抜群の安定性を持つ低床ベンダー！

コードレスツライチカッター ＤＦＣ−２５３６ＢＬＨ

Ｄ１６鉄筋対応！

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。

マルチボルト
バッテリー使用

￥231,000（税込）

リモコンウインチ
※各リモコン 1個付属

コード No. 321083
標準価格￥255,200（税込）
コード No. 321084
標準価格￥205,700（税込）

アルミ製台車『DUNK』MTR1000PDT

コード No. 355395 標準価格 ¥132,000（税込）

コード No. 305755 標準価格 オープン価格
荷崩れ防止ガイド搭載！

特価

・天板サイズ：W720×D460ｍｍ
・自重：6.9kg・車輪：100Φ

￥36,850（税込）

LB010 1t

ブレーキＯＮ／ＯＦＦが
一目瞭然！

・質量：5.9kg

特価

コード No. 229747 標準価格￥44,550（税込）

¥39,600（税込）

AWI-196RCB

AWIM-126RCB

・揚程：1.5m

￥220,000（税込）
125. リングスター

124. ナンシン
サイレントマスタ運搬台車

驚くほど小さな力で移動できる！

￥267,300（税込）

最大使用質量

300kg

●静かで滑らかな動きの
微音キャスターを採用。

スーパーバスケット ＳＢ−５６０

長尺工具・道具等の収納に便利！
日本製

１ｍ単管パイプ ×
４本サービス付属

本体内蔵の
ストッパーペダルで
ワンタッチ操作！

￥10,780（税込）

126. リングスター

●充電式クリーナー等の収納に便利！
●収納時でも積重ね可能！
●サイズ：L560×W295×H220 ㎜
●重量：1.05 ㎏ ●容量：約 22ℓ

ＳＢ−５６０／グリーン
コード No. 319175

ＳＢ−５６０／レッド

・サイズ：W900×D600mm
・車輪：125mm グレーゴム

¥67,980（税込）

127.マーベル

スピーディボックス

アクティブバッグ

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

水拭き可能な特殊素材！
スライド式チェストストラップ・背中パット付き

片手で簡単！オープン＆クローズ！

150kg

特価

¥51,040

標準価格￥381,700（税込）

コード No. 330272

特典

特価

特価

コード No. 330279 標準価格￥315,700（税込）

・本体寸法：W775×D1225×H262mm
・荷台寸法：W750×D1200mm
・質量：27.4kg

特価

・質量：8kg

コード No. 313956 標準価格 ¥57,310（税込） ●小形・軽量で持ち運びが容易、
かつ収納も便利です。
●操作性と安全性を重視して
（税込）
開発されたプロフェッショナル仕様。

1000kg

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

最大使用質量

ハンドルをワンタッチで
折り畳んで天板内に
収納可能！

最大積載質量

AWI-196RCB

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

特価

LB016 1.6t

AWIM-126RCB

微音

150Kg 積載可能タイプに、
待望のストッパー付が新登場！

●四隅に単管 (φ48.6) が挿入できる平台車です。

・質量：5.7kg

￥160,600（税込）

コンパクトキャリー ＣＣ１０１ＫＢ２

力強きパートナー！

コード No. 313949 標準価格￥41,250（税込）

￥199,100（税込）

123. ナンシン

122. アルインコ

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！

類のない操作性、
耐久性！

日立・マルチボルト
バッテリー (36V/18V) 使用
切断可能径：4 〜 16mm 切断速度：約 2.4 秒

ＤＣＣ−１６３６ＢＬＨ

切断可能径：4 〜 13mm 切断速度：約 1.7 秒

¥184,800（税込）

121. 京セラ

120. キトー
キトーレバーブロックL5 形

●バッテリ・充電器
・ケース付き
ヘッド部と
モーター部の間で
３６０度回転します。

特価

￥87,780（税込）

高性能ブラシレスモーター
搭載！

ＤＣＣ−１３３６ＢＬＨ

特価

特価

特価

・切断可能径：10 〜 25 ㎜
・本体寸法：L450×W128×H142 ㎜ ・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

充電鉄筋カッター

特価

３６Ｖ

・本体外径寸法：L378×W205×H108mm
・質量：5.8kg
・最大切断能力：鉄筋径 D16（SD345 相当品：490N/mm2）
・切断速度：約 2.5 秒
・標準付属品：六角棒レンチ (3・4・5)、
スパナ (14×17)、油圧オイル、ケース

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

LB008 0.8t

コード No. 328292 標準価格 ¥236,500（税込）

価格をおさえながら実用的な
切断能力と耐久性を実現。

●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。

119.ＩＫＫ

バーカッター HBC-316

コード No. 240109 標準価格 ¥161,700（税込）

コード No. 326563 標準価格￥308,000（税込）

鉄筋カッター
ウインチ台車
工具箱等

118.ＩＫＫ

目指したのは使いやすさ！

コード No. 319176
標準価格 各オープン価格

※レギュラー
サイズ使用例

容量
30ℓ

MAB−R（レギュラーサイズ）

特価

●機能的な 8 つのポケット

・サイズ：H460×W340×D200mm ・質量：1,250g

別売商品

DSK-301B2

小工具・先端工具等の 70
㎜
収納に便利！

DSK-301

各￥1,012

コード No. 319177
（税込） 標準価格 オープン価格

※ＳＢ−３７０・４６５にも装着可能！

￥209（税込）

コード No. 323648 標準価格 各オープン価格

SDB−４７５・レッド

コード No. 323649

各￥3,058（税込）

・本体サイズ：W118.2×H65.5×D33.1㎜
・質量：252g( 電池、SD メモリーカード含む )

特価

寒冷地でも使用可能！

¥98,780（税込）

コード No. 328163 標準価格 ¥54,780（税込）

Լ˄Ɩ

135．ＤＩＣ
防災用ヘルメットＩＺＡＮＯ ＭＥＴ-イザノメット-

コード No. 306027 標準価格￥5,060（税込）

「イザ」という時にワンアクションで、
すぐ組み立て可能！
《国家検定取得》
墜落時保護用／飛来落下物用

特価

標準価格 各オープン価格

ラミネート加工で
水洗いＯＫ！

コード No. 312176

使用後は折り畳んでコンパクト
に収納できます。

・本体サイズ：165×274×60 ㎜ ・質量：1160g

Ｍサイズ（７０Ｌ）

¥43,780（税込）

137. ペンギン

136. 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！

現場で使うハイエース、キャラバン用の
ディーゼルエンジン用ジャンプスターター！
●ガソリン車 6000cc クラス、ディーゼル車 3000cc クラス対応。
●スマートフォン、携帯電話の充電も可能。
( 接続コードは付属しておりません）

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

・サイズ：40×40×45cm

￥946（税込）

138. ペンギン
ガラ袋厚口 #80 紐付き(10 枚入 )

コード No. 324290 標準価格 オープン価格

丈夫で長持ち！

Ｌサイズ（１８０Ｌ）

携帯性に優れ、
コンパクトに収納！
特価

●中心の LED 表示色が赤
になったら換気のサイン。
●精密ドライバー・3・以下
のもので製品底部の
ダイヤルを調整し、CO2 濃度の
閾値を設定して使用します。
●コンセントからの給電式です。

特価

￥4,378（税込）

即！
組み
立て

省ス
ペース
収納

収納時容量が
約半分に！

139. トンボ工業

シルバーＲＧショベル

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

優れた強靱性！
軽いパイプ製！

コード No. 310802

・サイズ：55×55×60cm

特価

Ｍサイズ

Ｌサイズ

コード No. 333797
標準価格 各オープン価格

コード No. 333798

直径 470× 高さ 570mm

・サイズ：600×900mm

特価

特価

特価

アナアキショベル

コード No. 210457 標準価格 オープン価格

頭部にあけられている穴により
土離れがとても良く、粘土状の
土でも楽に掘り起こすことが可能！

142. トンボ工業

可変式ショベル「スコッパー」

標準価格 各オープン価格

にぎり手のレバーを引いて
ショベル部分の角度を調整！

新案特許
取得済

掘る！すくう！かき集める！堅穴掘りに便利！

粘土質土壌での
切れ味・土離れ
が良い！

１丁３役！

コード No. 307989

《ミニ丸》

コード No. 307993

￥10,780（税込）
￥9,900（税込）

《角》

コード No. 238593
標準価格 オープン価格

￥2,420（税込）
￥2,530（税込）

144. 浅香工業
アスファルト平レーキ 柄付

縦穴を掘る時の強い味方！
植木の移植作業に最適！

土やグラウンド、
アスファルト
などのならし作業に！

深い穴もラクに
掘れます！

コード No. 226510 標準価格 オープン価格

【材質】
頭部：スチール
柄：木
・全長：1710mm
・頭部：600×67mm
・重量：1.2kg

・全長：1400mm
・穴径：155mm
・質量：4kg

￥4,378（税込）

特価

《丸》

コード No. 238592
標準価格 オープン価格

複式ショベル

コード No. 355873 標準価格 オープン価格

特価

すべりにくく
手になじむ柄部！

特価 特価

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

《丸》

143. 浅香工業

※イメージ

握りやすい
グリップ！

￥3,278（税込）

●丈夫な厚口のガラ袋です。

￥1,980（税込） ￥1,188（税込） ￥1,485（税込） ￥990（税込）

141. 浅香工業

・全長：970mm
・肩巾：232mm
・頭部長さ：292mm
・質量：1.7kg

直径 550× 高さ 650mm

特価 特価

￥1,320（税込）

特価

￥2,640（税込）

換気のタイミングをお
知らせ！

New

●2.1m の落下テストもクリア。耐落下衝撃性を高めたタフボディ。
●IPX8 相当の防水性能。水深 20m で 2 時間の使用が可能。

●工事用電子小黒板機能に対応予定！

134. アイガーツール

ジャンプスタータープロ ＦＣＪ６２００

¥10,538（税込）

¥3,850（税込）

特価

特価

・全長：970mm
・刃巾× 刃長：205×295mm
・質量：1.6kg

￥12,980（税込）

CO2 測定器「換気やるゾウ」KYZ-135

コード No. 355165 標準価格 ¥10,780（税込）

特価

特価

特価

・質量：260g

140. トンボ工業

すべらない！
しっかり握れる
グリップ！

DJ-P321GM ゴールド・ミドルアンテナ
コード No. 330391 標準価格￥21,780（税込）

特価

【付属品】
USB ケーブル、
ブラシ、
取扱説明書

※Ｌサイズ

独自の穴明け加工。
水分を含んでいる土でもラクにすくえます！

￥12,980（税込）

００．
●

・サイズ：70×70×75cm

配管工事の狭い場所での
掘削作業用ショベル！

ハードな現場に応えるタフな性能！

USB 充電式

コード No. 322934

土離れが良い！

特価

どこでも使える充電式殺虫器！

ＬＬサイズ（３６０Ｌ）

穴明き配管ショベル ＳＶＲＧＲＨＪ

コード No. 327774 標準価格 ¥118,800（税込）

特価

特価

充電殺虫器『電撃！ちょこっと』DGK-1B

コード No. 331606 標準価格 オープン価格

●内部の電撃格子に触れると、
高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。
●ランタン・トーチとしても使用可能です。

コード No. 234564 標準価格 オープン価格

130. リコー
防水防塵カメラ Ｇ９００保証モデル

￥12,980（税込）

●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。
・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 )

133. アカツキ製作所

132. ハタヤ

薬剤不使用

現場用ゴミ箱
ショベル
レーキ類

￥9,900（税込）

DJ-P321BM ブラック・ミドルアンテナ
コード No. 330389 標準価格￥21,780（税込）

コード No. 330390 標準価格￥21,780（税込）

131. ハタヤ

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

￥12,980（税込）

IP67

各￥10,780

¥5,280（税込）

コード No. 329835
標準価格￥16,500（税込）

免許・資格
DJ-P321RM レッド・ミドルアンテナ
不要

ＤＪ−ＰＢ２０B（ブラック） コード No. 307136
ＤＪ−ＰＢ２０Y（イエロー）コード No. 307137 標準価格 各￥15,400（税込）
ＤＪ−ＰＢ２０W（ホワイト）コード No. 307139
（税込）
ＤＪ−ＰＢ２０R（レッド） コード No. 310588

●近紫外線、
ブラックボディで誘引し、
内蔵ファンで吸引、
死滅させます。

コード No. 330388 標準価格￥21,780（税込）

耐塵防浸

単三乾電池 3 本だからできる、長時間通話と音声出力 400mW の大音量！
濡れた手でつかんでも大丈夫！IP54 相当の防塵・防沫ポリカーボネート製ボディを採用！

UV光源で蚊や虫を誘引！

DJ-P321BL ブラック・ロングアンテナ

小型・多機能・
高性能アンテナ採用！

免許・資格不要

トランシーバー
現場用カメラ他

吸引式蚊取り器『蚊取り・先攻』KTS-1

トランシーバー DJ-P321BL

特価

特定小電力無線／交互通話専用

クラス最小・
最軽量！

コード No. 327606 標準価格 ¥7,700（税込）

●靴などを分けて収納できる 2 層式収納。 合計最大40ℓ
●ショルダーベルト、かさ増し巾着付き。
・サイズ：H600×W340×D200mm ・質量：1,580g

129. アルインコ

128. アルインコ

トランシーバー ＤＪ−ＰＢ２０

容量

MAB−B（ビッグサイズ）

SDB−４７５・ブルー

特価

¥17,050（税込）

ＳＢサイドボックス
品番：ＳＢＳ−２００

560 ㎜

※画像はビッグサイズです。

200 ㎜

特価

特価

¥19,580（税込）

特価

特価

コード No. 218113
・簡単操作で車輪がロックするブレーキ付き。 標準価格 オープン価格

￥7,260（税込）

特価

コード No. 237454
標準価格 オープン価格

コード No. 329834
標準価格￥12,100（税込）

62 ㎜

￥3,058（税込）
5

145. スターエム
面取加工はお任せ！

ＰＣＳＭ５０Ｃ （カッター ５０ｍｍ）
コード No. 327710
標準価格 ￥12,375（税込）

全長 125mm のショートタイプ、
全長 330mm のロングタイプもあります。

コード No. 310618
標準価格 ￥5,830（税込）

ＤＪＷー１０ . ０×６０Ｓ

コード No. 310619
標準価格 ￥6,380（税込）

ＤＪＷー１５ . ０×６０Ｓ
ＤＪＷー２５ . ０×７６Ｓ

コード No. 313612
標準価格 ￥9,680（税込）

ＤＪＷー３５ . ０×７６Ｓ

コード No. 313615
標準価格 ￥10,890（税込）

４０％
Ｆ
ＯＦ

さまざまな場所に穴あけ可能！

六角軸

止り穴用

コード No. 316871
標準価格 ￥19,800（税込）

特価

特価

￥2,464（税込）

標準価格￥3,960（税込）

バリ、焼けが少ない！

162. レヂトン

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

切断砥石『鬼刃』 ●鋭いエッジでシャープに切れます。
●両面補強加工で高耐久性を実現。
●一般鋼・ステンレス用

切れるンジャー 105×1.0×15

標準価格 ¥4,070（税込）

コード No. 345073 標準価格 オープン価格

鬼の切れ味！

高コストパフォーマンス！

「多用途」切断砥石！

￥7,260（税込）
￥10,164（税込）

164. ユ・ニーズ

163. ダイヤテック

切断砥石・マルチセブン １０５×１．０×１５

コード No. 319250

［用途］
薄鉄板
アルミ
プラスチック
切削厚：2 ㎜

10枚入

１０枚入

10枚入

キワ切りに最適！

New

職人芸が更なる進化！ ●チップ高さ 6.0mm→8.0mm で寿命 UP
●硬質コンクリート切断用

コード No. 354879
標準価格￥6,710（税込）

特価

SS-DX4( 外径 105mm) セグメントタイプ

各￥3,960（税込）

165．ＫＩドリル

Ｇ１ブレード １０５ｍｍ

コード No. 218927 標準価格￥9,680（税込）

基盤に無数のダイヤをちりばめ、塩ビパイプ
の切断時にバリが出ず、面取りにも最適！
キッチンパネルはささくれず、
きれいに切断！

４０％
Ｆ
ＯＦ

・アルミナとジルコニアが混ざり
合ったＺＡ砥粒タイプ。非常に靭性
が高く、耐摩耗性に優れています。

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

￥1,650（税込） ￥2,805（税込） ￥5,808（税込）

168. 河部鋸刃

169. 河部鋸刃

レシプロソーブレードＧＯＬＤ

シャーパー弓型ブレード

ロングセラー商品！

切断速度・耐久性ＵＰ！

●刃先はコバルトハイス
●ステンレスなどの難削材の切削に最適！

●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

ＧＯ１６１８Ｒ
（全長１６０㎜）5 枚入
コード No. 210143
標準価格￥4,840（税込）

各５枚入

特価

SS-DX5( 外径 125mm) セグメントタイプ

コード No. 354880
標準価格￥10,010（税込）

170. キヨーワ

標準価格
オープン価格

KYC-20A（出力 0.2kw）

特価

・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

￥47,080（税込）

KYC-40A（出力 0.4kw）

コード No. 210149
標準価格￥7,920（税込）

173. ケルヒャー

業務用高圧洗浄機
ＨＤ４／８Ｃ・５０Ｈｚ

業務用乾湿両用クリーナー
ＮＴ２７／１
乾湿両用

コード No. 311998
標準価格￥165,000（税込）

選ばれたクリーニング性能！

１００Ｖマシンでも
パワフルな洗浄力！

圧力
８ＭＰａ

●扱いやすいダイレクトコネクター
●移動にも収納にも便利な
コンパクトサイズ
●プロ仕様の頑丈な設計
●使いやすさを追求した設計
●独自のパワーノズルで
高い洗浄力

￥108,900（税込）

コード No. 224158
標準価格￥44,000（税込）

コンパクトなのに
パワフルな吸引力で
効率的な作業！

・吸引風量：67L／秒
・コンテナ容量：27L
・消費電力：最大 1150W
・電源コード：7.5m

集塵容量

２７Ｌ
１４Ｌ

乾燥

液体

特価

￥81,180（税込） ￥21,780（税込）

ＧＯＬＤ３０１８Ｒ
（全長３００㎜）5 枚入

172.. ケルヒャー

特価

●らくらく自吸呼び水不要。
●水道水の蛇口からも給水できます。

特価

特価

・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

コード No. 121055
標準価格￥110,000（税込）

コード No. 330814・全長 250mm ・山数 14 山

自吸機能付＆充電式！ 18V1.5Ah
18V1.5Ah

【付属品】
バッテリー×1ケ、
充電器、自吸ホース 5m、
吸水コネクター、
延長ランス、
5in1ノズル

コード No. 210147
標準価格￥7,040（税込）

コード No. 330812・全長 200mm ・山数 14 山

ポータブルウォッシャー BPW1800L1

100V
無給油
最高圧力
3.5Mpa

ＧＯＬＤ２５１８Ｒ
（全長２５０㎜）5 枚入

コード No. 330810・全長 160mm ・山数 14 山

大特価！
！

コード No. 339169 標準価格￥39,600（税込）

手軽に
使える
洗浄機！

コード No. 121030
標準価格￥63,800（税込）

6

ＳＰＹー１６１４
ＳＰＹー２０１４
ＳＰＹー２５１４

171. リョービ

電動洗浄機

洗浄機
クリーナー

コード No. 210145
標準価格￥6,050（税込）

特価

コード No. 354882
標準価格￥10,010（税込）

特価

特価

RC-DX5( 外径 125mm) リムタイプ

￥6,050（税込）

￥2,662（税込）
￥3,333（税込）
￥3,872（税込）
￥4,356（税込）

ＧＯ２０１８Ｒ
（全長２００㎜）5 枚入

特価

●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。

特価

RC-DX4( 外径 105mm) リムタイプ

コード No. 354881
標準価格￥6,710（税込）

・サイズ：外径 105× 刃厚 0.8×内径 M10mm

18 山

特価

￥3,520（税込）
￥5,258（税込）
￥3,520（税込）
￥5,258（税込）

F110N ／コード No. 239729
F135N ／コード No. 239737
F150N ／コード No. 327810
F165N ／コード No. 239738
F180N ／コード No. 237449
標準価格 各￥6,600（税込）
金属から木材まで
多種多様な切断に！
ステンレス、鉄板、木材、
サイディングまで幅広い
材料の切断が可能！

特価

ナットやカバーが邪魔
にならないオフセット型！

高低刃＋レベルカット刃で
切れ味・寿命ＵＰ！

特価

167. 三京ダイヤ
ダイヤモンドカッター 職人芸 DX

コード No. 355373
標準価格￥4,972（税込）

特価

コード No. 331085 標準価格￥9,460（税込）

・コストパフォーマンス最高レベル。

￥1,430（税込）

￥2,530（税込）

166. 三京ダイヤ
塩ビカッター「美楽」PED-4F

●高寿命・低価格の切断砥石

特価

両面補強

●タイル切断でも焼けにくい！アルミ切断もストレスなく切断！
●レンガ・石材・塩ビ・FRP・アルミ・鉄・ステンレスなど
の切断に！

特価

￥2,310（税込）

１０枚入

特価

特価

超薄型０．
８ｍｍ！

マルチエコカッター

KIBA-105Z

KIBA-105

コード No. 355371
標準価格￥2,981（税込）

ＯＦ

特価

適合タップ：M4・M5・M6・3/8W

ＯＦ

特価

特価

特価

特価

切断砥石「金の卵」金八（きんぱち）
１０５ｍｍ×０．８ｍｍ
コード No. 310677

コード No. 327785
標準価格 ￥2,662（税込）

￥2,585（税込） ￥1,738（税込）

161. レヂトン

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

４０％
Ｆ

特価

￥1,980（税込）

ＬＳＴ−Ｔ４−３／８

Ｍ４・Ｍ５・Ｍ６の３本組

￥16,390（税込）

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

４5％
Ｆ

160. ＯＭＩ

刃寿命＆切れ味格段に向上！

特価

コード No. 213693
標準価格 ￥27,500（税込）

159．ＯＭＩ

適合タップ：M4・M5・M6・M8・
3/8W・M10

コード No. 335633
標準価格 ￥3,971（税込）

六角軸インローター
ＲＰ－１００

￥35,090（税込）

スパイラルタケノコドリル
穴あけスピード２倍以上！寿命３倍以上！

コード No. 327784
標準価格 ￥3,080（税込）

ＲＳＰ４５６

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！

￥10,560（税込）

ＬＳＴ−Ｔ４１０

Ｍ３・Ｍ４・Ｍ５の３本組

１６０φ

コード No. 311266
標準価格￥17,600（税込）
●穴あけ時の粉塵かぶりを防ぐダストカバー

材質 /HSS チタンコーティング

コード No. 335632
標準価格 ￥3,784（税込）

コード No. 220860 標準価格￥63,800（税込）

￥19,437（税込）

タップ下穴あけにこの一本！

ＲＳＰ３４５

￥12,870（税込）

ツバなし機構、
壁貫通らくらく！

クリーンダストカバー CDC-5T

六角軸タップ下穴用ドリル

お得な３本組！

プラスインローターＫＰＩ－１００

●石膏ボード、
樹脂、
木材、
金属サイディング等に対応。

158. ライト精機

六角軸３本組スパイラルタップ

155. ハウスビーエム
ラジワン換気コアマルチキット
ＲＯＭＱＦ−１１１６

ツノワンダウンライトホルソー
セット TWDL-2

￥25,410（税込）

157. ライト精機

コード No. 330892
標準価格￥4,730（税込）

コード No. 311197
標準価格￥32,395（税込）
●100mm・125mm の 2 サイズに
対応できるセットです。

・サイズ：全高 283× 全幅φ153mm
・質量：1.05kg
・軸径：φ10mm

￥10,538（税込）

コード No. 330891
標準価格￥4,180（税込）

DCB-15

特価

・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

DCB-12

ツノワンダウンライトホルソー

特価

●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。

コード No. 330909
標準価格￥3,080（税込）

コード No. 330890
標準価格￥3,520（税込）

￥1,980（税込）
￥1,848（税込）

ダウンライト工事に最適！

●φ50 〜 110mm 対応の
ユニバーサルホルソー。
●ケイカル板対応の
「超硬刃」を標準装備。
●従来品ではできなかった
壁・梁に近接するダウン
ライト穴あけも可能。
●別売バイメタルホルソーで
軽天下地の加工もＯＫ
※ご使用の際は充電
ドリルドライバーをお使いください。

6.35mm

156.KIドリル

インローター ビニールパイプの内面切断に！

スマートワックス
(80g 入 ) DCB-W

コード No. 330889
標準価格￥3,410（税込）

DCB-10

154. ハウスビーエム

特価

各￥13,530（税込）

セミドライワックス ＤＪＷ－ＷＡＸ

コード No. 348818 標準価格￥36,300（税込）

特価

特価

有効長：150mm

スマートガイド DCB-G

コード No. 330908
標準価格￥3,300（税込）

コード No. 332345 標準価格 ￥3,300（税込）

角スタッド等の貫通作業に最適！

コード No. 323974 標準価格￥16,830（税込）

コード No. 330886
標準価格￥3,300（税込）

DCB-8

￥1,980（税込）
￥1,980（税込）
￥1,980（税込）
￥1,980（税込）
￥2,046（税込）
￥2,112（税込）
￥2,508（税込）
￥2,838（税込）

特価

鉄筋コンクリート、ブロック、石材等の
切削作業が手軽にできる！

位置決めガイドＶ ＤＪＷ－ＰＧＤ－Ｖ

ユニバーサルホルソー EZ3582

コード No. 330884
標準価格￥3,300（税込）

DCB-5

・
【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）

コード No. 313616 標準価格 ￥3,520（税込）

153. パナソニック

152. ミヤナガ

6.35

コード No. 330885
標準価格￥3,300（税込）

【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。

充電ツバナシＢＯＸ ＢＩＮＳＪＤＢＯＸ１

DCB-4.5

特価 特価

コード No. 313610
標準価格 ￥7,260（税込）

コード No. 330883
標準価格￥3,300（税込）

六角軸

DCB-6

特価

￥4,004（税込）
￥4,730（税込）
￥5,874（税込）
￥6,732（税込）
￥8,415（税込）

《特許取得》
セミドライ
ワックス付

特価

特価 特価 特価 特価 特価

151. ＫＩドリル

ＤＪＷー８ . ０×６０Ｓ

磁器タイルへの
穴あけを最適化！

DCB-3.5

￥6,204（税込）

特価 特価 特価 特価 特価 特価 特価 特価

ＤＪＷー６ . ０×６０Ｓ

コード No. 310615
標準価格 ￥5,500（税込）

コード No. 322152
標準価格￥9,900（税込）

磁器タイルダイヤコアビット

セラミックタイルを水なし穿孔！

ビット先端に
「セミドライワックス」を塗布するだけ！

￥5,720（税込）

ＴＤ１５００３２Ｒ 刃先径１５.０ｍｍ ＳＤＳ

特価

コード No. 310614
標準価格 ￥5,500（税込）

3枚刃でズバッと
クギを切って進む！

コアビットドリル（ＳＤＳ）

ワイヤー取付け用穴
（ケーブル引き込み用）

コード No. 322151
標準価格￥9,130（税込）

150. ハウスビーエム

￥3,850（税込）
￥3,850（税込）
￥4,081（税込）
￥4,466（税込）
￥5,082（税込）
,
（税込）
￥6,776（税込） ￥2 464
￥7,623（税込） ￥2,310（税込）

ＤＪＷー５ . ０×６０Ｓ

￥1,716（税込）
コード No. 234251
￥1,859（税込） 27mm
標準価格￥5,346（税込）
30mm コード No. 234252
￥2,178（税込） 標準価格￥6,314（税込）
32mm コード No. 234253
￥2,541（税込） 標準価格￥7,832（税込）
35mm コード No. 234254
￥2,948（税込） 標準価格￥8,976（税込）
38mm コード No. 234255
￥3,465（税込） 標準価格￥11,220（税込）

コード No. 514304 ／ 25mm
コード No. 514311／ 30mm
コード No. 514329 ／ 32mm
コード No. 514336 ／ 35mm
コード No. 514343 ／ 38mm
コード No. 439830 ／ 40mm
標準価格 各￥22,550（税込）

特価 特価 特価 特価 特価 特価 特価

特価 特価 特価 特価 特価 特価

コード No. 234245
標準価格￥2,288（税込）
12mm コード No. 234246
標準価格￥2,486（税込）
15mm コード No. 234247
標準価格￥2,904（税込）
18mm コード No. 234248
標準価格￥3,388（税込）
21mm コード No. 234249
標準価格￥3,938（税込）
24mm コード No. 234250
標準価格￥4,620（税込）

特価

充電ダイヤコアビット「セミドライ」

クギ切りドリル（ミドルタイプ）

9mm

コード No. 327717
標準価格 ￥4,180（税込）

￥6,204（税込）

ＴＤ１２００３２Ｒ 刃先径１２.０ｍｍ ＳＤＳ

刃先が鋭角になっており、
位置決めが簡単！

149. ユニカ

148. スターエム
1 枚刃に比べて釘に当った時の
衝撃が分散されるため、
軽くて良く切れる！

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！

ＰＣＳＭＣＤ２２５ （センタードリル）

￥2,442（税込）

コード No. 322150
標準価格￥9,900（税込）

特価

コード No. 327711
標準価格 ￥14,575（税込）

ＴＤ１５００３２ 刃先径１５.０ｍｍ ストレート

・全長：320mm
・有効長：150mm

ＰＣＳＭ６５Ｃ （カッター ６５ｍｍ）

※シャンクは
別途お買い求めください。

5007X-1015 ・適用加工穴径：10 15mm

コード No. 327613
標準価格￥3,278（税込）

￥7,700（税込）
￥9,130（税込）
￥2,618（税込）

￥5,720

ＳＤＳ- プラス

特価

￥1,793（税込）

各￥6,380（税込）
特価

コード No. 327612
標準価格￥2,398（税込）

特価

5007X-0510・適用加工穴径：5 10mm

三面加工
ＴＤ１２００３２ 刃先径１２.０ｍｍ ストレート
（ストレート）
コード No. 322149
標準価格￥9,130（税込）
（税込）

（カッター ３８ｍｍ）
コード No. 327709
標準価格 各￥10,175（税込）

特価

5mm

￥1,210（税込）

ＰＣＳＭ３８Ｃ

特価

特価

5007X-0205・適用加工穴径：2

コード No. 327611
標準価格￥1,628（税込）

ＰＣＳＭ３２Ｃ
（カッター ３２ｍｍ）
コード No. 327708

特価

ドリルドライバのご使用をおすすめします。

通線用ドリル
配線用の下穴あけに！
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！
特価

金属サンドイッチ
パネルへの穴あ
けに最適！

穴あけ後のバリ取り・面取りに！
【適用材】
ステンレス・ ※インパクトドライバ使用時にインパクト
がかかると、加工面の仕上がりが悪くなったり、
鉄・非鉄金属
ドリルが破損する恐れがあります。

穴あけ・
切断用工具類

147. ミヤナガ

146. ミヤナガ
スーパーメタル
コアカッター

ステンレス用面取カッター

・本体質量：7.7kg
・寸法：L420×W420×H525mm

￥30,580（税込）

174. ＬＴＣ

175.マイゾックス

グリンレーザーＬＳＴ−ＹＧ９７ＥＸセット

グリーンレーザー墨出器 G-440SR

電子整準フルライングリンレーザー！
ラインドットポイント搭載！

リアルグリーン採用！

コード No. 355042 標準価格 ￥289,300（税込）

レーザー墨出し器
レーザーレベル

自動整準レベルプレーナ

史上最高レベルの耐久性と高精度を実現！

・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

●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

●高輝度グリーンレーザー
●全周微調整機能付

ドットポイント搭載

●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。
・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
・質量：約 1.7KG（電池含まず）

●ラインが見つけやすいドット照射
MLS-444-GP-RT
●傾斜機能付きで斜め照射が可能
●リチウム電池、単 3 電池、AC100V の 3 電源方式
●専用リチウム電池 2 個付属
・受光器三脚付セット

180. ニコン

181. マイゾックス

¥162,800（税込）

レーザーレベル LL100Nスタンダードセット
コード No. 330931 標準価格￥234,300（税込）

素早く作業を開始できる！

￥54,780（税込）

¥118,800（税込）

【付属品】受光器、充電池、
AC アダプター

182. ＬＴＣ

レーザーレベル MJ-300S

オートレベル TK-832・三脚付

コード No. 355370 標準価格￥212,300
（税込）

コード No. 319337 標準価格￥201,300（税込）

耐久性・信頼性・操作性を追求！

デジタル受光器付き！

水準測量・土木建築に最適！

受光器・三脚付き

LP-610J-DB

高精度

標準偏差（1km）
±0.7mm

●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

特価

コード No. 341127 標準価格 オープン価格

￥140,800（税込）

・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）

●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

184. マイゾックス

コード No.305098 標準価格 ￥132,000（税込）

倍率２８倍！

世界標準のベストセラー！
ALG-25Y（2m5 段タイプ）

・全縮時：645mm
・質量：0.9kg

￥76,780（税込）

緑色のＬＥＤ数字表示で視認性抜群！！
自動反転で天井作業でも読み取り簡単！
見やすいデジタル水平器！

メガ排水勾配器 MGL-500

コード No.333007 標準価格 ¥8,250（税込）

187. ボッシュ

コード No. 354016 標準価格￥60,500（税込）

屋外でも周囲を測定・
記録できるスマートな
ソリューション！

視認性抜群！

Ｖ溝 & マグネット付

●専用の無償アプリを使用すれば、
測定結果をスマートフォンやタブレ
ット PC に転送することができます。

特価

コード No. 318287 標準価格￥5,478（税込）

水もホコリもおかまいなし！
２ｍ

計測器

￥7,260（税込）

189. カスタム

コード No. 315176 標準価格 ￥4,510（税込）

本体を金属板に貼れる磁石を内蔵！
両手操作で安全確保を！

コード No. 312113 標準価格￥9,240（税込）
新方式の検相器！
３相３線式 /３相４線式配電線における
相順（起電力が発生する順番）が
ペンタイプのプローブを配電線に
接触させることで確認できる
新方式の検相器！

193. 共立電気計器

・本体サイズ：W66×H205×D25 ㎜
・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

特価

￥3,905（税込）

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φ40 ㎜で最大 300A まで測定可能。
●実効値検波（RMS）

・検出電圧範囲：AC100V 〜 AC1,000V
・寸法：
（L）153×（W）21×（D）26mm
・質量：約 40g（電池含む）

特価

特価

特価

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

コード No. 328155 標準価格 ¥49,500（税込）

ＩＰ５３

●細い・太い配線や、狭い
間隔でも検相可能に
●小型・軽量ボディで抜群の携帯性
●設置や撤収の手間が省ける

プローブは巻取り収納式！
導通チェック機能付き！（ＬＥＤ、ブザー）

ＡＣクランプリーカー Ｍ−１１４０ＸＲ

防塵防水

検電機能付き

●非接触式ＡＣ検出
●検電を音とＬＥＤでお知らせ
●先端と背面にＬＥＤライトを搭載

¥4,664（税込）

191.マルチ計測器

190. カスタム

検相・検電器 ＶＰ−０１Ｕ

アナログテスター ＣＸ−０４ＭＢ

耐塵・耐水

・検出電圧：ノーマルモード時 100〜1000V
ワイドモード時 12 〜 1000V
・電源：単 4 形乾電池 ×2 本
・寸法：W24×H161×D29mm
・重量：約 68g
（電池含む）

￥44,880（税込）

¥4,950（税込）

ＩＰ６７

落下耐性

・電源：充電式内蔵リチウム
イオンバッテリー
・質量：210g

特価

188. カスタム

防塵防水ＡＣ検電器 Ｖ−２０ＷＰ

測定範囲
0.08-120m

●超大型気泡管を搭載で視認性抜群。
●水平、1/50、1/75、1/100 測定可能。
・サイズ：500mm
・質量：500g

特価

￥5,610（税込）

・最小表示：0.05°・0.08%・1mm/m
・サイズ：254×27×59mm
・質量：約 372g（電池含まず）
・電源：単 4 アルカリ乾電池 ×2 本

特価

特価

特価

コード No. 354817 標準価格￥14,080（税込）

￥7,392（税込）

¥44,550（税込）

195. 共立電気計器

194. 共立電気計器

AC デジタルクランプメーター2200

コンセントテスタ 4505

瞬時にコンセントの極性判定が可能！

4レンジ絶縁抵抗計

AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ

現場での測定スピードを最大限追求！

クランプ付ポケットサイズＤＭＭ！

●細く薄いティアドロップ型のセンサ部（φ33）
●最大測定電流 AC1000A

●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。

●リモートスイッチ付プローブ標準装備 KEW3441
●取り出し・収納が簡単な携帯用ケース付属

薄型・超軽量・ポケットサイズのACクランプ！

パッと判定ひと目でわかる！

デジタル接地抵抗計 4105DL

保守・点検作業の効率アップ！

IP67防水であらゆる環境に適応！

コード No. 322373 標準価格￥57,200（税込）

コード No. 316520 標準価格 ¥46,200（税込）
●業界最速の応答速度 2 秒
●巻き取りやすいコードリールで作業時間を大幅短縮

￥39,270（税込）

0.01% 単位で補正可能！
連続印字の位置ズレ
を防げます。

チューブマーカー

レタツイン

現場でのコードレス
作業が可能に！

さらに手軽に、
そして鮮明に！

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

￥66,000（税込）

チューブ・5、9、12 ㎜
のテープに印字可

アルミ
ケース付

203.マックス

レタツインＬＭ−５５０Ｗ

コード No. 316399 標準価格￥152,900（税込）

特価

特価

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

￥63,360（税込）
￥95,920（税込） ￥122,320（税込）

ＬＭ−５００Ｗ（チューブウォーマー・ケース付）
コード No. 316398
標準価格￥119,900（税込）

計測温度範囲

・充電式内蔵リチウムイオンバッテリ
・寸法：138×84×24mm ・質量：0.19kg

￥146,300（税込）

204.マックス

ビーポップ

ＣＰＭ−１００Ｈ５

コード No. 320528 標準価格 ¥250,800（税込）

ラベル印刷から切り文字まで！

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！

特典 特価

コード No. 316397
標準価格￥79,200（税込）

特価 特価

ＬＭ−５００

￥93,500（税込）

コード No. 354924 標準価格￥154,000（税込）

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

全てを備えたオールインワン！

充電池
（eneloop スタンダード）
（単 3 形 ×4 本）に対応！

クラス最高レベルの
高速印字を実現！

200. TASCO

サーモグラフィＣ５ ＴＡ４１０ＦＣ−５

新しいクラウドサービス FLIR lgnite に対応。
熱画像の自動アップロードや共有が可能に。

（チューブウォーマー・ＰＣリンク・ケース付き）

古くなったチューブマーカーを
1.5 〜 8.0 ㎜までの
3,000 円で下取りします

・市販チューブ
（φ2.5 〜 6.5mm）に印字可
・6、9、12mm 幅のテープに印字可
同梱の PC 接続キットの利用で
PC からデータを直接印字可能！

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

202.マックス

特典

ケーブルプリンター
ラベルプリンター類

豊富なマテリアルに
美しい印字を実現！

コード No. 307631 標準価格￥110,000（税込）
標準価格
地中に埋設されている水道管の水漏れ調査に！

￥15,400（税込）

特価

コード No. 313332 標準価格￥120,780（税込）

コード No. 320615 標準価格 ¥18,150（税込）

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

※使用例
※KEW4105DL

・測定レンジ：20Ω/200Ω/2000Ω
・電圧測定範囲：0 〜 300.0V
・使用電池：単 3 形乾電池 LR6/R6（1.5V）×6
・外形寸法：L121×W188×D59mm
・質量：約 690g（電池含む）

201. キヤノン
ケーブルＩＤプリンタ Ｍｋ２６００

漏水探知マイク ＤＧ−００

特価

￥54,780（税込）

【付属品】
キャリングバッグ付

特価

¥40,700（税込）

・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

特価

特価

●コンパレータ機能搭載の高速タイプ。
●オプションのワイヤレスアダプタ Z3210 を接続すれば、
スマホやタブレットに測定値を転送することが可能です。
●定格測定電圧：50V/125V/250V/500V/1000V
・電源：単 3 形アルカリ乾電池 ×4 本
・寸法：W152×H92×D40mm ・質量：440g

●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。

￥33,660（税込）
199. 土牛産業

198. 共立電気計器

ディジタル絶縁抵抗計 ＭＹ６００

￥12,100（税込）

KEW MATE2012RA（真の実効値測定）

特価

特価

コード No.354071 標準価格 ¥47,300（税込）

・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）

197. 横河

196. 日置電機
5レンジ絶縁抵抗計 IR4052-51

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

・定格測定電圧：25V/
50V/125V/250V

※3441

￥42,075（税込）

※KEW2200

※2012RA

コード No. 309211
標準価格 ¥39,600（税込）

￥9,790（税込）

特価

KEW3442

KEW MATE2001A

コード No. 320614 標準価格 ¥14,300（税込）

特価

特価

4505BT（Bluetooth 搭載）

コード No. 331042 標準価格 ￥49,500（税込）

￥32,725（税込）

特価

特価

KEW2200R（真の実効値測定）

コード No. 309468 標準価格 ¥13,200（税込）

コード No. 320613 標準価格 ¥11,550（税込）

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

￥33,660（税込）

特価

￥8,415（税込）

コード No. 331041 標準価格 ￥38,500（税込）

￥11,220（税込）

・定格測定電圧：125V/
250V/500V/1000V

4505

特価

KEW2200

コード No. 233727 標準価格 ¥9,900（税込）

●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
KEW MATE2000A

コード No. 309209
標準価格 ¥39,600（税込）

・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 4 形乾電池 R03/LR03（1.5V）×2 本
・外形寸法：L190×W68×D20mm
・質量：約 120g（電池含む）

スタジア測量

スタジア測量が可能
（スタジア乗数 100、
加数 0）

レーザー距離計 GLM120C

￥4,818

・全縮時：845mm
・質量：1.2kg

192. 共立電気計器

￥115,5００（税込）

186. アカツキ製作所

コード No. 327839 標準価格 ￥12,100（税込）

JIS 保護等級 4 相当の
すぐれた防水性

・本体サイズ：W130×D215×H135mm
・質量：1.8kg

コード No. 354816 標準価格￥11,880（税込）

（税込）
ALG-35Y（3m5 段タイプ）

￥32,780（税込）

185. マイゾックス

デジレベル２５０ ＤＧＬ−２５０

サンアルゴー・イエロー
●スタッフの先端から順次引き伸ばしたとき、
手元の読み取り点で長さ・高さを確認できます。
●5 段階伸縮でトランクにも楽々収納。

三脚付

￥104,280（税込）

防水性

・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 1850g

特価

183. サンポウ光学

オートレベル ＳＰ−２８０Ａ

・自動整準ー電源を入れると自動的に整準開始
・±3mm/30m のレーザ精度 ・直径 350m の測定範囲
・防塵・防水 IP54、コンクリート面への落下性能 1m の堅牢設計
・単 1アルカリ電池 2 個で長時間作業可能な低消費電力設計

特価

特価

￥151,800（税込）

有効径 42mm 明るくク
リアな正立像の望遠鏡

●使用範囲半径 300m
●自動整準機構搭載

特価

特価

コード No. 341128 標準価格 オープン価格

¥65,78０（税込）

望遠鏡

※LP-610J-DB

LP-610J-DBD

【標準付属品】
受光器・シフティング台座・昇降機能付クランプ・
専用充電式 Li-ion 電池パック×2・
専用収納ケース・専用ハードケース

・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

ギラつきの少ない青色グリーンライン！

特価

持ち運び便利な軽量設計！

コード No. 328600 標準価格 オープン価格

特価

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）

フルライン

フルライン

特価

特価

受光器・三脚付

179. ソキア

フルライングリーンレーザー ALC-44G

コード No.352399 標準価格 ¥308,000（税込）

グリンレーザー ＬＳＴ−ＥＧ６０Ｕセット

受光器、三脚、ケース付

￥109,780（税込）

178. アルインコ

177. ＬＴＣ

176.マイト工業
グリーンレーザー墨出器 MLS-444-GP-RT

・Windows10/8.1/8/7 対応
すぐ使える簡単ソフト付き。

古いビーポップを ¥10,000 で
下取りします。

¥200,640（税込）
7

コード No. 355396 標準価格￥192,500（税込）

広範囲を明るく照らす！

LED ライト
投光器
保安用品他

全光束（Ｈｉ１００％）

耐塵・防水

新機構
オレールプラグ

IP55

明るさ最大

●2 時間でフルチャージ。充電が早い！
●充電式としてもコンセントに差したままでも
使用可能な HYBRID モデル。
・本体サイズ：126×170×46mm
・本体質量：500g

アースピンの接続状態が
外から目視確認できる

ハイブリッドフラッシュライト！

New

500lm
700lm

充電式ヘッドライトH7RWork 502195

コード No. 328571 標準価格￥9,130（税込）

コード No. 354839 標準価格 オープン価格

幅広く使用できるベーシックライト！

自然な色を再現！

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

IPX4

IP67

防塵・防水

IP67

￥14,300（税込）

・電源：専用充電池 (Li-ion)
・本体寸法：W75×H53×D58mm（ヘッド部）
・本体質量：約 413g

特価

￥19,030（税込） １００

抜群の着心地！
背中：Ｘ型

使用可能質量

ｋｇ

伸縮ストラップ式ツインランヤードＨＬ−ＺＣＷ型

コード No. 327734 標準価格￥16,940（税込）
長さ：最大約 1,600mm

特価

腿：水平タイプ

￥10,780（税込）

【Ｍサイズ】身長が 160cm 〜 180cm の範囲で、
おおよそ標準的な体重の方向け

使用可能質量

１００
ｋｇ

ロック装置付き巻取式ランヤードＨＬ−ＭＲ型

ｋｇ

全てが日本品質。

耐久性に優れるプロ用！

伸縮脚立 GAUDI

コード No. 330649
標準価格￥28,600（税込）
・天板高さ：1.02~1.33m ・はしご時長さ：2.14~2.78m ・質量：6.9kg

GUS-150

特価

特価

GUS-180

¥20,680（税込）

GUS-210

コード No. 330653
標準価格￥46,200（税込）
・天板高さ：1.91~2.22m ・はしご時長さ：3.99~4.63m ・質量：10.9kg

アルミ製パイプ足場

安定感抜群！
超軽量、

●両端取手部分に傷つけ防止のエンドキャップ付き。

ATL-3WBJS

コード No. 355376
標準価格 オープン価格

●アウトリガーの形状が変わりました。
・作業床高さ：4.70〜5.00m
※作業主任者の立会いが必要です。
※足場は高さに関わらず特別教育が必要です。

・作業床寸法：485×1250mm
・質量：74.0kg

特価

￥21,780（税込）

New

特価

8

・伸長：4.00m ・縮長：2.23m ・質量：13.2kg

特価

特価

¥21,780（税込）

コード No. 355378
標準価格 オープン価格

ATL-3BJS

コード No. 355375
標準価格 オープン価格

￥217,800（税込）

STGD-A4023

RAX-21b

￥272,800（税込）

コード No. 354157
標準価格￥45,100（税込）

・天板高さ：0.81m ・はしご時長さ：1.71m ・質量：4.8kg

コード No. 354154
標準価格￥25,300（税込）

￥15,180（税込）

￥26,180（税込）

・天板高さ：1.99m ・はしご時長さ：4.18m ・質量：10.3kg

コード No. 354158
標準価格￥57,200（税込）

￥32,780（税込）

227. アルインコ
伸縮脚立 GAUDI

上でやるやつ！
1 本の
調整
2 本の
調整

GUD-240 ・天板高さ：2.13〜2.57m

コード No. 473506
標準価格￥73,700（税込）

GUD-270

●伸縮脚 435mm の調整を立ったままできます。
●操作レバーは全サイズ下から 3 段目。

・質量：14kg

¥38,280（税込）

・天板高さ：2.43〜2.87m ・質量：15.7kg

コード No. 473507
標準価格 ¥82,500（税込）

¥42,680（税込）

GUD-300 ・天板高さ：2.73〜3.17m

・質量：19kg

GUD-360 ・天板高さ：3.31〜3.75m

・質量：22.8kg

コード No. 473508
標準価格 ¥95,700（税込）

お気軽にご用命ください

・作業床寸法：485×950mm
・質量：63.0kg

2点支持

・伸長：3.60m ・縮長：2.03m ・質量：12.2kg

￥25,080（税込）

229. ピカコーポレイション

4mmピッチで任意の長さに伸縮！

RAX-09b

・天板高さ：1.84 〜 2.14m ・質量：12.6kg

コード No. 473513
●伸縮脚 297mm の調整を立ったままできます。 標準価格 ¥48,400（税込）
●操作レバーは全サイズ下から 3 段目。

両面使用型伸縮足場板

コード No. 355377
標準価格 オープン価格

￥20,680（税込）

¥17,380（税込）

228. ピカコーポレイション

STGD-A3623

・天板高さ：1.55 〜 1.85m ・質量：10.5kg

・天板高さ：1.70m ・はしご時長さ：3.56m ・質量：8.4kg

コード No. 473509
標準価格 ¥144,100（税込）

¥49,280（税込）

特価

RYZ-21b

￥18,480（税込）

コード No. 473512
標準価格 ¥39,600（税込）

コード No. 330652
標準価格￥39,600（税込）
・天板高さ：1.61~1.92m ・はしご時長さ：3.37~4.02m ・質量：9.8kg

●高さ調整最大 31cm
●幅広踏ざんで作業も快適。
●幅広天板は工具などを置ける
便利なトレー形状。

・天板高さ：1.25 〜 1.55m ・質量：8.9kg

●壁面を傷つけない保護材付き
●幅広踏ざんで作業も快適。
●幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。
・天板寸法：28.3cm×18.7cm

特価

特価

コード No. 330651
標準価格￥34,100（税込）
・天板高さ：1.31~1.63m ・はしご時長さ：2.75~3.40m ・質量：8.1kg

RYZ-18b

￥16,280（税込）

コード No. 473511
標準価格 ¥35,750（税込）

¥15,180（税込）

RYZ-15b

・天板高さ：0.96 〜 1.26m ・質量：7.5kg

コード No. 473510
標準価格￥31,350（税込）

RAX-18b

￥21,780（税込）

特価

¥12,980（税込）

RYZ-12b

GUS-120

コード No. 354156
標準価格￥36,300（税込）

特価

特価

上でやるやつ！

・天板高さ：1.40m ・はしご時長さ：2.95m ・質量：6.7kg

特価

226. アルインコ

￥17,380（税込）

特価

¥11,880（税込）

コード No. 330648
標準価格￥25,300（税込）
・天板高さ：0.72~1.03m ・はしご時長さ：1.52~2.16m ・質量：5.8kg

前後に動く自在脚で
ぴったりと設置

RAX-15b

130Kg

特価

特価

段差で役立つ
ロングストロークの伸縮脚！

ＬＳ−５９ 全長 5.87m 縮長 1.05m 重量 25.8 ㎏
昇り降りをより コンパクトに
コード No. 319247
縮めて、
快適にする
ワイドな脚幅 収納・持ち運び！ 標準価格￥143,000（税込）
特価

特価

伸縮式はしご兼用脚立

¥43,780
¥76,780
¥87,780（税込）

特価

ＰＴＨ−Ｓ４５０ＪＣＢ

RYZ-09b

コード No. 354155
標準価格￥29,700（税込）

特価

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）
（税込）

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）
（税込）

￥32,780（税込）

RAX-12b

スムーズにロック解除が 上段部での昇り降りを
軽快にするエンドキャップ
出来るプルリング

・全長 4.55m
・縮長 0.93m
・質量 14.9kg

各￥11,660（税込）

・天板高さ：1.11m ・はしご時長さ：2.33m ・質量：5.7kg

最大使用質量

ＬＳ−３９

標準価格 各￥12,980（税込）

224. 長谷川工業
はしご兼用脚立

持ち運びに便利な
キャリーバッグ付き

コード No. 325525
標準価格 オープン価格

・幅 / ラスト：3E 相当

スカイラダー

●タケノコのようにぐんぐん伸びる伸縮はしごです。
●ゆっくりと縮むので指挟み防止になります。

225. 長谷川工業

標準価格 各￥9,130（税込）

特価

はしご・脚立等
仮設機材

100Kg

100 ホワイト×ホワイト
25.0cm コード No. 328975
25.5cm コード No. 328976
26.0cm コード No. 328977
26.5cm コード No. 328978
27.0cm コード No. 328979

001 ブラック×ブラック
25.0cm コード No. 328966
25.5cm コード No. 328967
26.0cm コード No. 328968
●靴底のかかと部に
衝撃緩衝材「GEL」を搭載。 26.5cm コード No. 328969
●通気孔から空気を
27.0cm コード No. 328970
取り込むミッドソール。

223. 長谷川工業

最大使用質量

前後に角度を変えられる
自在脚タイプ！

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！

特価

伸縮はしごキャリーバッグ付き

￥990（税込）

221. アシックス

各￥8,228（税込）

222. ピカコーポレイション

・内容量：120ml

特価

特価

￥9,900（税込）

HL-MR

●油で劣化しにくい耐油性ラバーを使用。
●足への負担を軽減する SRB 中敷を採用。
・幅 / ラスト：3E 相当

１００

4901 インディゴブルー×ホワイト
25.0cm コード No. 318047
25.5cm コード No. 318048
26.0cm コード No. 318049
26.5cm コード No. 318050
27.0cm コード No. 318051
9090 ブラック×ブラック
25.0cm コード No. 318055
25.5cm コード No. 318057
26.0cm コード No. 318058
26.5cm コード No. 318059
27.0cm コード No. 318060

特価

コード No. 325141 標準価格￥17,050（税込）
長さ：最大約 1,520mm
使用可能質量

HL-ZCW

ケーブル表示ラベル
SV24KN×１個サービス

￥34,980（税込）

￥22,660（税込）

安全靴ウィンジョブ FCP201

New

・シーン別に充実した記号＆絵文字
・バリエーション豊かな外枠＆表組み
・漢字 11書体、かな 15 書体、英数 19 書体を搭載

●太陽光に近い CRI90 の高い演色性で自然な色を再現。

スポーツシューズ感覚で履ける作業用シューズ！

チューブタイプが新登場！

●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。

お手持ちの Windows、Mac に対応！
PC 接続でさらに簡単・便利！
（メーカー HP よりダウンロード）

220. アシックス

江戸鳶ハーネスＥＴＮ−１０Ａ−Ｍ

コード No. 325138
標準価格￥29,766（税込）

コード No. 354525 標準価格￥1,320（税込）

特価

219. タイタン
建設業を中心に不動の
人気のＰＲＯモデル！

明るさ最大

2500lm

5０ 台

●ラベルのカドを丸くカットできる「オートトリマー」搭載
●
「ハーフカット機能付オートカッター」搭載
●テープの終了を自動で検出

特価

特価

特価

￥5,940（税込）

限定

コード No. 309131 標準価格￥43,780（税込）

コード No. 354840 標準価格 オープン価格

特価

・電源：専用充電池 (Li-ion)
・本体寸法：W75×H53×D55mm（ヘッド部）
・本体質量：約 282g

・外形寸法 38×87×55mm
・製品重量 118g（電池含まず）

ETN-10A-M

プロ用ハイグレードモデル！

高速印刷＆静音設計！
従来機の２倍の速さで快適ラベル作成！

218. コニシ

変成シリコンコーククリヤー 120mlチューブ

特典

耐落下

￥8,250（税込）

217. キングジム

ラベルライター「テプラ」ＳＲ９７０

耐塵・防水

2m

IP66

￥8,228（税込）

216. レッドレンザー

1000lm

防水(防沫型)

耐塵・防水

充電式ヘッドライトH15RWork 502196

明るさ最大

500lm

江戸鳶ハーネス

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

●太陽光に近い CRI90 の高い演色性で自然な色を再現。
●耐衝撃性・保護性能に優れたプロユーザー向けモデル。

明るさ最大

明るさ最大

800lm
特価

215. レッドレンザー

LEDヘッドライト LE−E501D−SP

耐落下

￥7,128（税込）

乾電池の場合は単 3 形
アルカリ乾電池 ×4 本

特価

214. タジマツール

キーライトGK-001S
×1 ケサービス

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

特価

¥5,478（税込）

特典

キーライトTTR-04RD
×1 ケサービス

420lm

乾電池・専用充電池兼用

明るさ最大

【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

IP68

明るさ最大

IP66

特価

特価

特典

IP64

¥6,468（税込）

耐塵・防水

明るさ最大

小型アルミヘッドライト！

600lm

・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

耐塵・防水
耐塵・防水

コード No. 332552 標準価格￥11,000（税込）

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

明るさ最大

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

充電式ＬＥＤヘッドライトＭＭ−２８５ＨーＳＥＴ

コード No. 354029 標準価格 オープン価格

New

軽量コンパクト！

●ベストセラーである P5R の後継機種。
●電池を取り出さずに充電可能。

213. ジェントス

ＬＥＤヘッドライト ＲＶＨ０７Ｒ

充電式ライトP5RCore 502178

吊下げ

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

●専用充電池 or 単 4×3 本が使用可能です。
●転がり防止のアンチローテートデザイン採用。
・本体サイズ：φ32.8×114.1mm
・質量：約 140g

212. グランツ

コード No. 354852 標準価格 オープン価格

手持ち

￥2,178（税込）

￥8,580（税込）

211. レッドレンザー

充電式 LEDライトFLP-2108-SET

折り曲げ

・サイズ：W200×H185 ㎜（最大時） ・質量：557g（電池含む）
・電源：単 3 アルカリ電池 ×4 本 ・屋内型

特価

特価

特価

210. ジェントス

定格光束

700Lm( 全点灯 )

1300 ルーメン

￥15,180（税込）

￥106,480（税込）

New

使い方いろいろ！

360 度自由自在に回転！

全光束（Ｌｏｗ５０％）

・補助電源に使えるコンセント 2 個付
・本体サイズ：H315×W385×D98mm
（フック、アームは除く）
・質量：4.0kg

コード No. 355392 標準価格 オープン価格

コード No. 339175 標準価格￥4,180（税込）

幅広く使えるマルチワークライト！

2250lm 4500lm

・サイズ：W350×D350×H1263mm
・質量：25.5kg

面発光(COB)LED
ハンディワークライト！

床置き、
バイス取付、
単管クランプ取付、
吊り
下げフック取付や別売の三脚への取付も可能！

側面：25000lm
天面：2300lm

充電式ワークライト GZ-123-SET

LEDフラットスタンドライト
LFS-10BAMOV-W

コード No. 327903 標準価格 オープン価格

コード No. 355007 標準価格 オープン価格

定格光束

コード No. 355393 標準価格 オープン価格

208. 日動工業

充電 LEDワークライト GTR1300

ＬＥＤ４５Ｗ投光器 ＺＬＦ−４５Ｋ

取り付け方多彩！

●5 台まで連結可能な床置き LED 作業灯 ( 屋内型 )
●照射角度 360 度
●保管時や車載時は、横に倒して段積みが可能です。

209. ジェントス

207. グランツ

206. ハタヤ

205. 日動工業
LED パノラマアップライトLUL-240W-50K

¥74,580（税込）

