
P579～P668の商品は取扱商品につき、ご注文後のキャ
ンセルはご容赦願います。また、価格体系が異なりますの
で、価格・納期についてはお問合せください。

ご　注　意

BEST SELECTION
ベストセレクション

NWSツール

クラインツール

電設作業工具

電動工具

計測器

溶接機

変圧器・インバーター

通線工具

スプレー塗料・化成品

トランシーバー

空調工具

ユニホーム

安全保護具

セキュリティ用品

掃除・衛生・養生用品

はしご・脚立・足場

オフィスファニチャー

ラック

コンテナ・車載ボックス

安全標識

工場用冷暖房機器

579 ～ 582

583 ～ 585

586 ～ 603

604 ～ 611

612 ～ 615

616 ～ 617

617 ～ 618

619 ～ 622

622

623 ～ 624

625 ～ 627

627 ～ 630

630 ～ 638

639 ～ 641

641 ～ 642

643 ～ 649

650 ～ 651

652

653

654 ～ 667

668

578578



ドイツ

オランダオランダ

ベルギーベルギー

フランスフランス

スイススイス オーストリアオーストリア

チェコチェコ

ポーランドポーランド

ゾーリンゲン
ゾーリンゲンとは・・・・
ドイツ中西部の都市。
中世より刃物の街として知られ、
高品質な鉄鋼製品を生産する
工業地域として有名。 

ゾーリンゲンとは・・・・
ドイツ中西部の都市。
中世より刃物の街として知られ、
高品質な鉄鋼製品を生産する
工業地域として有名。 

ゾーリンゲンとは・・・・
ドイツ中西部の都市。
中世より刃物の街として知られ、
高品質な鉄鋼製品を生産する
工業地域として有名。 

機能と品質にデザインをプラス　厳しい要求に応える高級ハンドツール機能と品質にデザインをプラス　厳しい要求に応える高級ハンドツール機能と品質にデザインをプラス　厳しい要求に応える高級ハンドツール

““ゾーリンゲン シリーゾーリンゲン シリーズズ”  日本上陸!!”  日本上陸!!“ゾーリンゲン シリーズ”  日本上陸!!
MADE IN GERMANY

NWSコンビネーションペンチ109

NWSコンビネーションペンチ1092

特殊鋼 チタンコーティング
切断能力：VVF2.6ｘ2C  針金φ3.2

特殊鋼 チタンコーティング
切断能力：VVF2.6ｘ2C  針金φ3.2

スタンダードタイプ　NW109-205

成形グリップタイプ　NW109-205G

ボルトクリップ付

全長 質量 品　番 標準販売価格
スタンダードタイプ 205mm 280g NW109-205 ¥ 6,400
成形グリップタイプ 205mm 315g NW109-205G ¥ 7,600

全長 質量 品　番 標準販売価格
スタンダードタイプ 225mm 390g NW1092-225 ¥ 8,000

ボルトクリップ付

579579
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NWS
ツール
クライン
ツール

電設作業
工具

電動工具

計測器

溶接機

変圧器
インバーター

通線工具

スプレー塗料
化成品

トラン
シーバー

空調工具

ユニホーム

安全
保護具

セキュリ
ティ用品

掃除・衛生
養生用品

はしご
脚立･足場

オフィス
ファニチャー

ラック

コンテナ
車載ボックス

安全標識

工場用
冷暖房機器

※ご注意  ベストセレクション商品は価格体系が異なります。ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

NWSツール

NWS
ツール



NWSニッパー137

NWSニッパー137

NWSニッパー137

特殊鋼 チタンコーティング
切断能力：VVF2.6ｘ2C  針金φ3.2

特殊鋼 チタンコーティング
切断能力：VVF2.6ｘ2C  針金φ3.2

特殊鋼 チタンコーティング
切断能力：VVF2.6ｘ2C  針金φ3.2

成形グリップタイプ　NW137-240G

成形グリップタイプ　NW137-200G

成形グリップタイプ　NW137-180G

スタンダードタイプ　NW137-240

スタンダードタイプ　NW137-200

スタンダードタイプ　NW137-180

全長 質量 品　番 標準販売価格
スタンダードタイプ 240mm 405g NW137-240 ¥ 9,600
成形グリップタイプ 240mm 435g NW137-240G ¥ 10,700

全長 質量 品　番 標準販売価格
スタンダードタイプ 200mm 270g NW137-200 ¥ 8,300
成形グリップタイプ 200mm 310g NW137-200G ¥ 9,400

全長 質量 品　番 標準販売価格
スタンダードタイプ 180mm 240g NW137-180 ¥ 7,600
成形グリップタイプ 180mm 260g NW137-180G ¥ 8,700

切断時、電線が
滑りにくい

切断時、電線が
滑りにくい

切断時、電線が
滑りにくい

580580
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NWS
ツール
クライン
ツール

電設作業
工具

電動工具

計測器

溶接機

変圧器
インバーター

通線工具

スプレー塗料
化成品

トラン
シーバー

空調工具

ユニホーム

安全
保護具

セキュリ
ティ用品

掃除・衛生
養生用品

はしご
脚立･足場

オフィス
ファニチャー

ラック

コンテナ
車載ボックス

安全標識

工場用
冷暖房機器

※ご注意  ベストセレクション商品は価格体系が異なります。ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

NWS
ツール

NWSツール



NWSドライバー12

NWSドライバー10

NWSニッパー138
特殊鋼 チタンコーティング
切断能力：VVF2.6ｘ3C  針金φ3.2

NW12-PH3150

NW12-PH2100

NW12-PH1080

NW10-6150

NW10-5100

NW10-4075

成形グリップタイプ　NW138-200G

スタンダードタイプ　NW138-200

サイズ 全長 質量 品　番 標準販売価格
 ◯－ 4.0×  75mm 170mm 45g NW10-4075 ¥ 1,700
 ◯－ 5.0×100mm 195mm 55g NW10-5100 ¥ 1,800
 ◯－ 6.5×150mm 255mm 90g NW10-6150 ¥ 2,400

サイズ 全長 質量 品　番 標準販売価格
 ◯＋ #1×  80mm 175mm 50g NW12-PH1080 ¥ 1,900
 ◯＋ #2×100mm 205mm 80g NW12-PH2100 ¥ 2,100
 ◯＋ #3×150mm 270mm 145g NW12-PH3150 ¥ 3,000

全長 質量 品　番 標準販売価格
スタンダードタイプ 200mm 310g NW138-200 ¥ 9,400
成形グリップタイプ 200mm 330g NW138-200G ¥ 10,600

倍力構造

動画は
コチラ

581581
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NWS
ツール
クライン
ツール

電設作業
工具

電動工具

計測器

溶接機

変圧器
インバーター

通線工具

スプレー塗料
化成品

トラン
シーバー

空調工具

ユニホーム

安全
保護具

セキュリ
ティ用品

掃除・衛生
養生用品

はしご
脚立･足場

オフィス
ファニチャー

ラック

コンテナ
車載ボックス

安全標識

工場用
冷暖房機器

NWS
ツール

NWSツール



NWSケーブルカッター43

NWSケーブルカッター43

NWSポンプラ1660

NWSツールストラップ

特殊鋼 チタンコーティング
切断能力：VVF2.6ｘ2C

特殊鋼 チタンコーティング
切断能力：VVF2.6ｘ2C

クロムバナジウムチタンコーティング
最大くわえ幅：50mm

全長 質量 品　番 標準販売価格
成形グリップタイプ 160mm 195g NW43-160G ¥ 9,900

全長 質量 品　番 標準販売価格
成形グリップタイプ 210mm 320g NW43-210G ¥ 14,000

全長 ストラップ幅 質量 品　番 標準販売価格
450mm 10mm 10g NW819-1S ¥ 2,200

全長 質量 品　番 標準販売価格
250mm 345g NW1660-250 ¥ 9,400

プッシュボタンスライド機構
ボタンを押して
スライドさせる方式で
開口幅調整が簡単

Gシリーズ（成形グリップ）
に取付けられます。

582582
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NWS
ツール
クライン
ツール

電設作業
工具

電動工具

計測器

溶接機

変圧器
インバーター

通線工具

スプレー塗料
化成品

トラン
シーバー

空調工具

ユニホーム

安全
保護具

セキュリ
ティ用品

掃除・衛生
養生用品

はしご
脚立･足場

オフィス
ファニチャー

ラック

コンテナ
車載ボックス

安全標識

工場用
冷暖房機器

※ご注意  ベストセレクション商品は価格体系が異なります。ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

NWSツール

NWS
ツール



クライン ペンチ

クライン ペンチ （ジャーニーマンシリーズ）

クライン ニッパー

圧着付スタンダードタイプ　KL12098
●電線管・ボルト等はさめる先端形状

強力タイプ　KLD2000-9NE
●電線管・ボルト等はさめる先端形状

スタンダードタイプ　KLD201-7NE
● �エッジを削り落とし、ホルダーへのスムーズな
出し入れを実現

スタンダードタイプ　KLD201-8NE
● �エッジを削り落とし、ホルダーへのスムーズな
出し入れを実現

強力タイプ　KLD2000-7K

強力タイプ　KLD2000-8K

強力タイプ　KLJ2001-7NE

強力タイプ　KLJ2000-9NE

圧着付スタンダードタイプ　KLJ12098
●電線管・ボルト等はさめる先端形状

強力タイプ　KLD2000-28

スタンダードタイプ　KLD220-7強力タイプ　KLD2000-48
●ヘッド部傾斜タイプ

強力タイプ　KLD2000-49
●ヘッド部傾斜タイプ

強力タイプ　KLJ2000-8

全長 質量 品　番 標準販売価格
強力タイプ 238mm 494g KLD2000-9NE ¥ 11,800

スタンダードタイプ 189mm 249g KLD201-7NE ¥ 9,630
スタンダードタイプ 221mm 417g KLD201-8NE ¥ 9,630

全長 質量 品　番 標準販売価格
圧着付スタンダードタイプ 222mm 372g KLJ12098 ¥ 13,300

強力タイプ 192mm 275g KLJ2001-7NE ¥ 14,800
強力タイプ 224mm 423g KLJ2000-8 ¥ 13,300
強力タイプ 241mm 513g KLJ2000-9NE ¥ 13,800

全長 質量 品　番 標準販売価格
圧着付スタンダードタイプ 219mm 327g KL12098 ¥ 10,600

強力タイプ 200mm 299g KLD2000-7K ¥ 12,300
強力タイプ 221mm 386g KLD2000-8K ¥ 10,600

全長 質量 品　番 標準販売価格
強力タイプ 205mm 272g KLD2000-28 ¥ 8,800
強力タイプ 205mm 272g KLD2000-48 ¥ 9,290
強力タイプ 229mm 283g KLD2000-49 ¥ 12,200

スタンダードタイプ 195mm 245g KLD220-7 ¥ 8,030

583583
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NWS
ツール
クライン
ツール

電設作業
工具

電動工具

計測器

溶接機

変圧器
インバーター

通線工具

スプレー塗料
化成品

トラン
シーバー

空調工具

ユニホーム

安全
保護具

セキュリ
ティ用品

掃除・衛生
養生用品

はしご
脚立･足場

オフィス
ファニチャー

ラック

コンテナ
車載ボックス

安全標識

工場用
冷暖房機器

クライン
ツール

クラインツール



クライン ニッパー （ジャーニーマンシリーズ）

クライン ワイヤーストリッパー （ペンチタイプ）

クライン ケーブルカッター

クライン 万能ナイフ用替刃 クライン 電工ナイフ クライン ナイフサック

クライン 自動装填式折りたたみ格納型万能ナイフ

強力タイプ　KLJ2000-28
強力タイプ　KLJ2000-48
●ヘッド部傾斜タイプ

●小型・軽量、スプリング付で連続作業も楽々
●皮むき、切断、ワイヤーループ可能
●力の入れやすいグリップ形状
●全長：159mm　
●質量：122g

●腰袋に入るコンパクトサイズ、軟銅線切断も可能
●切断能力（最大径）
　アルミ13mm、軟銅9mm、100芯18mm
※鋼心アルミより線は切れません。

●丈夫で鋭利な刃
●両端使用可能で長寿命
●5枚入

●刃は特殊加工で強靱 ●電工ナイフ（KL44200）専用
●ベルト通しタイプ
●ベルト幅：57mm

※本体カラーが黒になりました。

●自動装填式で、より早く、より安全に刃の交換ができる
●高品質な刃で鋭い切れ味が持続
●クイックリリースボタンで刃の交換が簡単
●替刃は3枚まで内蔵可能

品　番 標準販売価格
KL11045 ¥ 3,820
KL11046 ¥ 4,030
KL11047 ¥ 4,220

KL11046
適用ケーブルサイズ

mm2 1.31 0.82 0.52 0.33 0.20 0.13
AWG 16 18 20 22 24 26

KL11047
適用ケーブルサイズ

mm2 0.33 0.20 0.13 0.08 0.05
AWG 22 24 26 28 30

KL11045
適用ケーブルサイズ

mm2 5.26 3.31 2.08 1.31 0.82
AWG 10 12 14 16 18

全長 質量 品　番 標準販売価格
241mm 408g KL63050 ¥ 8,550

全長 質量 品　番 標準販売価格
108mm 210g KL44130 ¥ 5,300

全長 刃長 質量 品　番 標準販売価格
159mm 44mm 68g KL44200 ¥ 5,660

サイズ 質量 品　番 標準販売価格
54×197mm 36g KL5188 ¥ 1,730

サイズ 品　番 標準販売価格
60×6mm KL44101 ¥ 720

全長 質量 品　番 標準販売価格
強力タイプ 206mm 277g KLJ2000-48 ¥ 11,600

全長 質量 品　番 標準販売価格
強力タイプ 206mm 304g KLJ2000-28 ¥ 11,100

584584
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NWS
ツール
クライン
ツール

電設作業
工具

電動工具

計測器

溶接機

変圧器
インバーター

通線工具

スプレー塗料
化成品

トラン
シーバー

空調工具

ユニホーム

安全
保護具

セキュリ
ティ用品

掃除・衛生
養生用品

はしご
脚立･足場

オフィス
ファニチャー

ラック

コンテナ
車載ボックス

安全標識

工場用
冷暖房機器

※ご注意  ベストセレクション商品は価格体系が異なります。ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

クライン
ツール

クラインツール



クライン ドライバー （マイナスドライバー）

クライン ツールバケット クライン 丸バケツ

クライン 六角レンチセット

クライン ツールバッグ

クライン ドライバー （プラスドライバー）

クライン モンキーレンチ

クライン 腰袋

KL603-3 KL602-3
●レンチ対応シャフト

KL602-4
●レンチ対応シャフト

KL605-6

KL603-4

KL603-6

KL603-7

サイズ 全長 質量 品　番 標準販売価格
 ◯－ 5.4※×76mm 171mm 68g KL602-3 ¥ 2,480
 ◯－ 7※×102mm 212mm 113g KL602-4 ¥ 2,630
 ◯－ 7※×152mm 263mm 136g KL605-6 ¥ 2,660

サイズ（幅×奥行×高さ） 質量 品　番 標準販売価格
305×152×254mm 0.97kg KL5102-12 ¥ 19,000
356×152×356mm 1.16kg KL5102-14 ¥ 19,600

ショルダーストラップキット KL5102S ¥ 9,440

全長 質量 最大口開き 品　番 標準販売価格
209mm 231g 28mm KL507-8 ¥ 7,200
260mm 390g 33mm KL507-10 ¥ 9,190

ハンドル長さ キー長さ 質量 品　番 標準販売価格
92mm 41 〜 76mm 159g KL70582 ¥ 1,990

サイズ 質量 品　番 標準販売価格
191×216mm 340g KL5125L ¥ 18,100
191×216mm 286g KL5125 ¥ 12,600

サイズ 全長 質量 品　番 標準販売価格
 ◯＋ #1×  76mm 171mm 68g KL603-3 ¥ 2,100
 ◯＋ #2×102mm 211mm 113g KL603-4 ¥ 2,430
 ◯＋ #3×152mm 279mm 159g KL603-6 ¥ 3,220
 ◯＋ #2×178mm 287mm 136g KL603-7 ¥ 2,710 ※±0.2mm程度の誤差が生じる場合があります。

●小さなサイズで大きな仕事。狭いスペースでの作業に威力を発揮
●鍛造熱処理された合金鋼ボディは丈夫で軽量
●クローム仕上げ

●頑丈な一般用途の腰袋
●テープフッカー付
●ベルト幅：57mm
●ポケット数：5

レザー製
KL5125L

キャンバス地
KL5125

●先端部強化仕様で優れた耐久性、折りたたみ式で紛失の心配なし
●7本セット
　1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mm

「樹脂底」+「樹脂板側面」のツールバケット　丈夫で型崩れしない キャンバス製丸バケツ
・ポケット14個付
・耐水性に優れ、丈夫なポリエステル生地を使用
・サイズ：幅356×奥行178×高さ254mm
・質量：0.9kg

・ポケット29個付（内側15個、外側14個）
・耐水性に優れ、丈夫なポリエステル生地を使用
・サイズ：幅356×奥行178×高さ254mm
・質量：1.35kg

●黒色のポリプロピレン製の底
●サイズ：直径305×高さ381mm
●質量：934g

●ナチュラルキャンバス製のツールバッグ
●ヒンジ付鉄製フレームの口は丈夫でハードな使用もOK
●丈夫で握りやすい革製ハンドル
●2つの着脱ストラップ（バックル付）
●湿気に強いビニール底
●ショルダーストラップキットと組み合わせて、
　肩掛け使用も可能

KL5102S
ショルダーストラップキット
（KL5102専用）

KL5102-14

品　番 標準販売価格
KL5144HBS ¥ 25,000

品　番 標準販売価格
KL5144BHB140S ¥ 26,000

品　番 標準販売価格
KL5109 ¥ 12,500

ナイフ用ホルダー付

585585
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ツール
クライン
ツール

電設作業
工具

電動工具

計測器

溶接機

変圧器
インバーター

通線工具

スプレー塗料
化成品

トラン
シーバー

空調工具

ユニホーム

安全
保護具

セキュリ
ティ用品

掃除・衛生
養生用品

はしご
脚立･足場

オフィス
ファニチャー

ラック

コンテナ
車載ボックス

安全標識

工場用
冷暖房機器

クラインツール

クライン
ツール



ピンセットラジオペンチスーパーマイクロラジオペンチ

全長 質量 品　番 標準販売価格
150mm 50g FY-MP7-150 ¥ 2,930

全長 質量 品　番 標準販売価格
150mm 100g FY-MP6-150 ¥ 2,930

●細く短い先端形状で精密な作業に最適●先端まで強靭に仕上げ、折れにくく曲がりにくい
●くわえ部は滑りにくいギザ付

切断能力
鉄線φ0.8mm
銅線φ1.2mm

切断能力
鉄線φ1.5mm
銅線φ2.6mm

電工職人ペンチ

ペンチ

絶縁ペンチ

全長 質量 品　番 標準販売価格
228mm 380g FY-3300-225 ¥ 7,250

全長 質量 切断能力 鉄線 切断能力 鋼線 品　番 標準販売価格
180mm 245g φ3.0mm φ2.0mm ★ WH-26708 ¥ 7,850
200mm 325g φ3.4mm φ2.2mm ★ WH-26711 ¥ 8,770

全長 質量 切断能力 鉄線 切断能力 鋼線 品　番 標準販売価格
180mm 205g φ3.0mm φ2.0mm ★ WH-26706 ¥ 4,620
200mm 280g φ3.4mm φ2.2mm ★ WH-26709 ¥ 5,390

VA・VVF線/エコ線等のケーブル線の切断に　ピアノ線もOK
VA線φ2.6×3芯を一発カット

●最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」でシャープな切れ味
●便利な圧着機能付（1.25～5.5mm2）
●くわえ部は滑りにくいローレット（格子状）加工
●環境に優しく、手にフィットするエラストマー樹脂グリップ
●グリップエンドに落下防止ヒモ取付穴付
●切断能力　�鉄線：φ3.6mm　銅線：φ4.0mm�

ピアノ線：φ2.0mm　VA・VVF線：φ2.6×3芯

●刃先はギザ付ローレット加工済・高周波焼入れ（HRC62）
●材質は特殊工具鋼
●規格：DIN（ドイツ規格）�ISO5746

●軟線、硬線、ケーブルの切断したり、部材をつかむ等広く使用できるギザ付汎用ペンチ
●VDE-GS認証済み　AC1000Vまで絶縁保証
●高周波焼入れ（HRC62）
●規格：DIN（ドイツ規格）�ISO5746

絶縁ペンチ（圧着付）ペンチ（圧着付）

全長 質量 品　番 標準販売価格
220mm 440g ★ WH-35716 ¥ 12,200

全長 質量 品　番 標準販売価格
220mm 430g ★ WH-33826 ¥ 8,470

●VDE-GS認証済み　AC1000Vまで絶縁保証
●刃先はギザ付ローレット加工済・高周波焼入れ（HRC64）
●材質は特殊工具鋼
●便利な圧着機能付（1.5～6mm2）
●規格：DIN（ドイツ規格）�ISO5746

●ギザ付でパイプ、棒にも対応
●高周波焼入れ（HRC64）
●便利な圧着機能付（1.5～6mm2）
●規格：DIN（ドイツ規格）�ISO5746

切断能力
鉄線φ3.8mm
鋼線φ2.8mm

切断能力
鉄線φ3.8mm
鋼線φ2.8mm
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★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。



全長 質量 切断能力
鉄線

切断能力
銅線

切断能力
ピアノ線 品　番 標準販売価格

185mm 240g φ2.2mm φ3.0mm φ1.2mm FY-700-175 ¥ 5,180
202mm 300g φ3.0mm φ3.5mm φ1.2mm FY-700-200 ¥ 5,960

全長 質量 切断能力
鉄線

切断能力
銅線

切断能力
ピアノ線 品　番 標準販売価格

162mm 160g φ2.0mm φ3.0mm φ1.0mm FY-70-150 ¥ 4,000
185mm 230g φ2.0mm φ3.0mm φ1.2mm FY-70-175 ¥ 4,420

全長 質量 切断能力
鉄線

切断能力
銅線 品　番 標準販売価格

130mm 85g φ1.2mm φ2.0mm FY-60-125 ¥ 3,760
152mm 115g φ1.6mm φ2.6mm FY-60-150 ¥ 3,980

全長 質量 切断能力 樹脂 品　番 標準販売価格
158mm 140g 5.0mm FY-90A-150 ¥ 4,370
183mm 210g 6.0mm FY-90A-175 ¥ 4,900
200mm 270g 8.0mm FY-90A-200 ¥ 5,500

ハイパワーニッパ（圧着機能付）

強力ニッパ スタンダードニッパ

プラスチックニッパ（ストレート刃）

テコの原理で従来製品より軽い切れ味

刃部が鈍角で耐久性に優れた強力刃を使用 ラウンド刃（厚刃）を採用したスタンダードタイプのニッパ

硬質樹脂（プラスチック）の切断に最適

●テコの原理を応用して頭部の支点を偏芯しているため、楽に切断
●高性能特殊鋼に独自の熱処理を施し、耐久性に優れる
●便利な圧着機能付（1.25,�2,�5.5mm2）

● �刃部を薄く鋭利に加工しているので、プラスチック成型後のゲートの
切断作業、バリ取り作業やプラモデルの製作等に最適

●グリップは衛生的な抗菌樹脂を採用
●刃部のくい違い防止用ストッパーネジ付で、刃を保護
●最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」でシャープな切れ味
●平面のゲート切断に最適なストレート刃

ニッパ 絶縁ニッパ
●楕円形の頭部はラップジョイント接合で高い負荷にも対応
●高周波焼入れ（HRC64）
●軟線からピアノ線まで作業できます
●材質は特殊工具鋼
●規格：DIN（ドイツ規格）
　ISO5749

●高周波焼入れ（HRC64）
●軟線からピアノ線まで作業できます
●材質は特殊工具鋼
●規格：DIN（ドイツ規格）
　ISO5749

全長 質量 切断能力
鉄線

切断能力
鋼線

切断能力
ピアノ線 品　番 標準販売価格

180mm 220g φ3.4mm φ2.2mm φ1.6mm ★ WH-26749 ¥ 7,700

全長 質量 切断能力
鉄線

切断能力
鋼線

切断能力
ピアノ線 品　番 標準販売価格

180mm 260g φ3.4mm φ2.2mm φ1.6mm ★ WH-26751 ¥ 11,900
200mm 315g φ3.6mm φ2.5mm φ1.8mm ★ WH-26754 ¥ 12,800

ポンププライヤー

全長 質量 品　番 標準販売価格
250mm 360g ★ WH-26768 ¥ 10,400

●先端は薄型で狭いところでもラクラク作業できる
●材質は特殊バナジウム鋼（焼入れ済）
●規格：DIN（ドイツ規格）�ISO8976
●最大くわえ幅：40mm　●最大適用パイプ径：1�1/2
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CチャンカッターMバーカッター

全長 質量 品　番 標準販売価格
550mm 1.2kg FY-FCC-550 ¥ 20,600

全長 質量 品　番 標準販売価格
500mm 1.4kg FY-FMC-500 ¥ 22,000

専用替刃 FY-FMC-B ¥ 7,800

軽天一発切りがラクラク　替刃式 火花・電源を気にせずCチャンを一発切り
●スライドテコ方式で切れ味抜群　●Mバーに合わせた独自の刃形状
●ハンドルにアルミパイプを使用し軽量

●刃部は精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用
●Cチャンに合わせた独自の刃形状
●ハンドルにアルミパイプを使用し軽量

●適用Mバー：
　CW-19（CS-19）、
　板厚0.5mm以下

●適用Cチャン：
　CC-19（C-38）、
　板厚1.2mm以下

専用替刃　
FY-FMC-B

アルミプチカッター

アルミプチカッター

アルミプチカッター（ステン刃）
●アルミハンドルで驚異の軽さ
●暗いところで発光する蓄光グリップ
●刃の開きが広くなって硬線も軟線も切断しやすくなった
●落下防止フック取付穴付（2ヵ所）

●アルミハンドルで驚異の軽さ
●暗いところで発光する蓄光グリップ
●刃の開きが広くなって硬線も軟線も切断しやすくなった
●落下防止フック取付穴付（2ヵ所）

●アルミハンドルで驚異の軽さ
●暗いところで発光する蓄光グリップ
●刃の開きが広くなって硬線も軟線も切断しやすくなった
●落下防止フック取付穴付（2ヵ所）

全長 質量 切断能力
軟質材

切断能力
軟鋼

切断能力
硬鋼 品　番 標準販売価格

215mm 160g φ4.0mm φ4.0mm φ2.0mm APC-20A ¥ 2,300

全長 質量 切断能力
軟質材

切断能力
軟鋼

切断能力
硬鋼 品　番 標準販売価格

213mm 170g φ4.0mm φ4.0mm φ2.0mm APN-20A ¥ 2,900

全長 質量 切断能力
軟質材

切断能力
軟鋼

切断能力
硬鋼 品　番 標準販売価格

215mm 160g φ4.0mm φ4.0mm φ1.6mm APS-20A ¥ 3,800

アルミプチクリッパー

ボルトクリッパー

●ハンドル、連結板はアルミ合金でアルマイト加工
●暗いところで発光する蓄光グリップ
●ハンドルには反射シール付
●ルミナスグリップはソフトで手にやさしくフィット

●刃先先端部の尖りで刃先を有効利用　狭い箇所での切断に最適
●ツバ付グリップが手にしっかりフィット力が確実に伝わり強力にカット
●グリップは環境に優しいエラストマーを使用
●連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利�
　（EBC-300～450）

全長 質量 切断能力
軟質材

切断能力
軟鋼

切断能力
硬鋼 品　番 標準販売価格

280mm 260g φ12.0mm φ5.0mm φ3.0mm APK-28 ¥ 5,300

全長 質量 切断能力
HRB80軟線

切断能力
HRC20硬線 品　番 標準販売価格

320mm 780g φ5mm φ5mm EBC-300 ¥ 4,900
361mm 980g φ7mm φ6mm EBC-350 ¥ 5,900
465mm 1430g φ8mm φ7mm EBC-450 ¥ 7,200
605mm 2470g φ10mm φ9mm EBC-600 ¥ 9,600
770mm 4090g φ13mm φ11mm EBC-750 ¥ 15,000
925mm 5960g φ16mm φ13mm EBC-900 ¥ 21,300
1050mm 9070g φ18mm φ15mm EBC-1050 ¥ 37,200

全長 質量 品　番 標準販売価格
スタンダードタイプ 253mm 350g RO-WP-250 ¥ 2,570
スプリングタイプ 252mm 335g RO-WPA-250 ¥ 3,270

強力タイプ 305mm 685g RO-WPS-300 ¥ 4,240

ウォーターポンププライヤ

スタンダードタイプ
RO-WP-250

スプリングタイプ
RO-WPA-250

強力タイプ
RO-WPS-300
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ワイヤーストリッパー

VA線ストリッパ

全長 質量 品　番 標準販売価格
170mm 220g LS-55 ¥ 7,830

全長 質量 対象サイズ（mmφ） 品　番 標準販売価格
185mm 350g 1.6×2芯,3芯  2.0×2芯,3芯 VI-6003VA ¥ 16,600

専用替刃 VI-VA603 ¥ 2,950

VA線、エコ電線（600V EEF/F）が最高の仕上り

インジケータ付調節ネジを回し、ビニール線のサイズに適合した
皮剥きストリップが簡単にできる

●握り幅が業界最小（114mm）�
●電気工事士技能試験必携工具
●適用電線
　VVF（VA線、Fケーブル）
　・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型
　EM-EEF、EEF/F（エコ電線）
　・600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレン
　シースケーブル

●シャープなカッター付
●適用サイズ：0.1～5.5mm2

マルチカッター

全長 質量 品　番 標準販売価格
200mm 200g VI-VM-29 ¥ 6,600

専用替刃 VI-029 ¥ 1,950

●水道工事関連
　�架橋ポリエチレン管（呼び5～25）、ポリブデンパイプ（呼び10～25）、HIVP管（呼び13～
25）、PE二層管（呼び13～20）、CPVC管（φ34まで）、CD管、サヤ管（φ34まで）

●電気･ガス･空調工事関連
　�ポリエチレン管（呼び25まで）、モール（呼び0～3号）、プロテクタ（呼び0号まで）、電線フレキ
（PFD、PFSφ34まで）、VEHI管（呼び14～16）、ドレンホース、VE管（呼び14～22）
●食品・医療機器関連
　シリコンホース、テフロンチューブ、フッ素ホース（φ34まで）
●機械設備関連
　エアーホース、高圧用樹脂ホース（φ34まで）

●ポリブデンパイプ、架橋ポリエチレンパイプの切断に最適
●パイプが変形せず、きれいに楽に切断できる

ロッキングトレーズマンユーティリティナイフ

ユーティリティナイフ

品　番 標準販売価格
LE-T10771 ¥ 4,570

品　番 標準販売価格
LE-SSRK1 ¥ 5,140

●安全なロック装置
●人間工学に基づいたラバーグリップで握り心地がいい
●栓抜き、ドライバー、パイプリーマー、コードストリッパー付

●耐摩耗性に優れたステンレス鋼製ノーズ（チタンコーティング）
●ユーティリティブレード3枚付
●クイックブレードリリースでブレードの交換が簡単
●内部にブレードを5枚まで収納可能

ユーティリティブレード

品　番 標準販売価格
LE-GOLD5C ¥ 880

●チタンコーティング高速度鋼エッジにより耐久性が高く切れ味長持ち
●バイメタル構造で、柔軟に曲がり折れない
●化粧ボード、絶縁材、床板、屋根材等の切断に最適
●5枚入　
●適用ナイフ：LE-T10771,�LE-SSRK1

エラストマH黒刃

質量 品　番 標準販売価格
135g KDH-13 ¥ 1,060

専用替刃・10枚入 KDHB-10BH ¥ 1,160

すべりにくいエラストマーボディ

エッジブレーカー

サイズ（mm） 質量 品　番 標準販売価格
82×40×105 75g KDEB-S ¥ 1,980

カッターナイフの刃折りが片手ですばやくできる
●腰まわりの折りやすい位置に装着
●折った刃は袋の中に落ちる
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ドライバー（ステンレス製）
●シャフトは六角軸で、さび知らずのステンレス製。完全真空焼入れ済
●人間工学に基づいたデザインのハンドルは、角つきで転がらない
●規格：DIN（ドイツ規格）�ISO2388�DIN�EN�10�088.

サイズ 全長 品　番 標準販売価格
 ◯＋ ♯2×100 213mm ★ WH-32611 ¥ 4,930
 ◯＋ ♯3×150 268mm ★ WH-32612 ¥ 7,080

サイズ 全長 品　番 標準販売価格
 ◯－ 3.5×75 179mm ★ WH-32606 ¥ 2,930
 ◯－ 4.5×90 201mm ★ WH-32607 ¥ 3,080
 ◯－ 5.5×100 213mm ★ WH-32608 ¥ 4,160
 ◯－ 6.5×125 238mm ★ WH-32609 ¥ 4,620

ハンドソー用ブレード（バイメタル）

ハイソケットドライバー

山数 用途 品　番 標準販売価格
24 一般用 LE-V224HE ¥ 4,570
32 薄鋼用 LE-V232HE ¥ 4,570

●柔軟に曲がり折れにくいバイメタルブレード
●刃の欠けを防ぐタフツース設計
●サイズ：長さ300×幅12.7mm
●各10枚入

●�ハンドル部は、硬質プラスチックの上に特殊軟質樹脂を加工し強靱で衝撃に強く耐油性
に優れる。また、抜群の握りやすさを保持し、円滑な回転トルクを伝えることが可能

●軸部は工業用特殊鋼使用
●硬質クロームメッキ仕上げ

ハンドソー

品　番 標準販売価格
LE-88300 ¥ 4,570

●蝶ネジを使ってすばやくテンションの調節ができる
●LE-V224HE（1枚）付

ハイグリップドライバー軸部カバー付
電気工事・電力機械・OA機器・電機部品の組立、修理点検等に
●軸部を樹脂でカバー、安全性抜群
●軸部は工業用特殊鋼使用、全身総焼入れ
●マグネット入
●指で触れるだけで＋－がわかる

サイズ 全長 品　番 標準販売価格
 ◯＋ ♯2×100 200mm SF-6700-2100 ¥ 840
 ◯－ 6.0×100 200mm SF-6700-6100 ¥ 840

SF-6700-2100

SF-6700-6100

サイズ（対辺） 全長 品　番 標準販売価格
5.5 190mm SF-8800C-55 ¥ 970
6.0 190mm SF-8800C-60 ¥ 1,000
7.0 236mm SF-8800C-70 ¥ 1,100
8.0 236mm SF-8800C-80 ¥ 1,120
9.0 236mm SF-8800C-90 ¥ 1,140
10.0 236mm SF-8800C-100 ¥ 1,160

パーフェクトグリップドライバー（貫通タイプ）
●手にしっかりフィットするパーフェクトグリップ
●安定した強力締め付けが可能
●貫通タイプで、ハンマーで強打できる

サイズ 全長 品　番 標準販売価格
 ◯＋ ♯1×  75 156mm SF-3370-1075 ¥ 700
 ◯＋ ♯2×100 201mm SF-3370-2100 ¥ 860
 ◯＋ ♯3×150 246mm SF-3370-3150 ¥ 1,100
 ◯－ 5.5×  75 156mm SF-3370-5575 ¥ 700
 ◯－ 6.0×100 201mm SF-3370-6100 ¥ 860
 ◯－ 8.0×150 246mm SF-3370-8015 ¥ 1,100

SF-3370-2100

SF-3370-6100

品　番 標準販売価格
SF-16 ¥ 1,200

ウルトラミニ 精密ドライバーセット

サイズ 質量 品　番 標準販売価格
φ30×32.5mm 28g SF-99-B ¥ 480

狭い場所での作業に最適な、超最短スタビードライバー 精密機器･カメラ･メガネ･時計等の極小ネジに
●指先に力が入る深溝グリップ
●滑りを防ぐクッションリング付
●ビット２本付
　小ネジ用：＋○�－○�#1×4.5
　一般ネジ用：＋○�－○�#2×6.0

●頭部キャップを軽く指先で押さえたまま、
　安定して回転できます
●セット明細（各1本）
　＋○�#0,�＋○�#1,�
　－○�1.4mm,�－○�2.0mm,
���－○�2.4mm,�－○�2.9mm
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★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。
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絶縁ドライバー

交換式絶縁ドライバー

●手に柔らかいソフトフィニッシュハンドルの絶縁ドライバー
●「スリム・フィクス」絶縁部の径を33%狭めてあり、狭いところの作業もラクラク
●VDE-GS認証済み　AC1000Vまで絶縁保証
●刃先はクロームバナジウムモリブデン合金鋼使用。総焼入れの上にプロ用黒染め仕上げ
●絶縁材はブレードに直接成型

●�グリップのビット受け部は外径六角
6mmVDE専用。クイック機能でビッ
トの着脱も簡単

●�手に柔らかいソフトフィニッシュハン
ドル

●�「スリム・フィクス」絶縁部の径を
33%狭めてあり、狭いところの作業
もラクラク

●�VDE-GS認証済み　AC1000Vま
で絶縁保証

●�刃先はクロームバナジウムモリブデ
ン合金鋼使用。総焼入れの上にプロ
用黒染め仕上げ

●�絶縁材はブレードに直接成型
●�ビットは必ずグリップに差し込んで
使用してください。

■グリップ

■プラスビット

■マイナスビット

グリップ
WH-34577

プラスビット
WH-34583

マイナスビット
WH-34580

サイズ 品　番 標準販売価格
 ◯＋ ♯1×90 ★ WH-34583 ¥ 1,850
 ◯＋ ♯2×90 ★ WH-34584 ¥ 1,850

全長 品　番 標準販売価格
160mm ★ WH-34577 ¥ 6,930

サイズ 全長 品　番 標準販売価格
 ◯＋ ♯1×80 191mm ★ WH-35393 ¥ 3,390
 ◯＋ ♯2×100 218mm ★ WH-35394 ¥ 4,620

サイズ 全長 品　番 標準販売価格
 ◯－ 4.0×100 211mm ★ WH-35390 ¥ 3,080

サイズ 品　番 標準販売価格
 ◯－ 2.5×90 ★ WH-34578 ¥ 1,540
 ◯－ 3.0×90 ★ WH-34579 ¥ 1,540
 ◯－ 4.0×90 ★ WH-34580 ¥ 1,850
 ◯－ 5.5×90 ★ WH-34581 ¥ 1,850

※WH-34578,�WH-34579はスリム・フィクスではありません。

ロングビット

●表面硬化仕上げ
●特殊熱処理加工
●工業用特殊鋼

サイズ 品　番 標準販売価格
両頭＋○ #2×200mm SF-13-ASB-200 ¥ 690
両頭＋○ #2×300mm SF-13-ASB-300 ¥ 1,100
段付＋○ #2×200mm SF-13-BSB-200 ¥ 1,200
段付＋○ #2×300mm SF-13-BSB-300 ¥ 1,380

六角3×150mm SF-DSA-3015 ¥ 690
六角4×150mm SF-DSA-4015 ¥ 690
六角5×150mm SF-DSA-5015 ¥ 690
六角6×150mm SF-DSA-6015 ¥ 690

SF-13-ASB-300

SF-13-BSB-300

SF-DSA-4015

マグネット磁気付プロ用ビット

両頭ビット・段付ビット
●ねばりに強く、耐摩耗性・耐衝撃性に優れる
●ブロンズ仕上げ
●H級
●磁石付

サイズ 数量 品　番 標準販売価格
両頭＋○ #1×  65mm 2 SF-13-ASB-165 ¥ 500
両頭＋○ #1×110mm 2 SF-13-ASB-1110 ¥ 640
段付＋○ #1×  65mm 2 SF-13-BSB-165 ¥ 610
段付＋○ #1×100mm 2 SF-13-BSB-1100 ¥ 830

SF-13-ASB-165

SF-13-ASB-1110

SF-13-BSB-165

SF-13-BSB-1100

精密性に優れた特殊表面加工により、ビスの食いつきが抜群
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特殊ビット（1本パック）

●表面硬化仕上げ
●特殊熱処理加工済み
●工業用特殊鋼・高精度

名称 サイズ 品　番 標準販売価格

六角

3.0×65 SF-DSA-3 ¥ 310
4.0×65 SF-DSA-4 ¥ 310
5.0×65 SF-DSA-5 ¥ 310
6.0×65 SF-DSA-6 ¥ 310

四角 SQ1/8"（#2）×65 SF-FWA-2 ¥ 420
SQ9/64"（#3）×65 SF-FWA-3 ¥ 420

ボール
ポイント

HEX4×85 SF-HBA-485 ¥ 480
HEX5×85 SF-HBA-585 ¥ 480
HEX6×85 SF-HBA-685 ¥ 480

ヘックス
ローブ

10H SF-TWA-10H ¥ 880
15H SF-TWA-15H ¥ 880
20H SF-TWA-20H ¥ 880
25H SF-TWA-25H ¥ 880
27H SF-TWA-27H ¥ 880
30H SF-TWA-30H ¥ 880
40H SF-TWA-40H ¥ 880

六角
SF-DSA

四角
SF-FWA

ボールポイント
SF-HBA

へックスローブ
SF-TWA

マグネット磁気付プロ用ビット

ロングジョイント

オートポンチ超硬

● �板金、軽天、内装作業などの、足場が組めず手の届かない所、
狭くて手が入らない所に便利

●�先端が差し替え式なので、様々なビットが使える
●ビット仕様：両頭ビット#2×45

● �ハンマー不要、ワンタッチ操作のオートポンチ
●打ち込みの強弱が調節可能
●先端超硬チップ付
●�目打ち作業、ケガキ作業、�
ドリルの位置決めに

サイズ 品　番 標準販売価格
300mm SF-JL-300 ¥ 2,800
450mm SF-JL-450 ¥ 3,100
600mm SF-JL-600 ¥ 4,100
750mm SF-JL-750 ¥ 4,900

サイズ（mm） 質量 品　番 標準販売価格
φ34×158 180g SF-185 ¥ 3,540
φ23×132 100g SF-188 ¥ 2,700

SF-185

SF-188

SF-JL-300

SF-JL-450

SF-JL-600

SF-JL-750

押すだけで強力打ち込み可能

手の届かない箇所での作業に

ワンタッチホルダー

●先端工具（対辺6.35mm軸）の取付、取り外しが簡単に行える
●ほとんどのチャック式ドリルに使用可能
●作業性のよい軽量タイプ

質量 品　番 標準販売価格
40g SF-WH-635 ¥ 1,430

先端工具の脱着がワンタッチでOK

簡易型チャック モンキレンチ（絶縁グリップ付）

●充電ドライバーに装着すれば、木工穴開けなど色々な作業が可能

●250mmボディで300mm仕様のワイドな口幅36mm
●試験電圧20kV/1分間（使用温度範囲�－20℃～70℃）
●小型・軽量
●質量：500g

充電ドライバー用高品質チャック

チャック許容範囲 全長 品　番 標準販売価格
1.5 〜 6.5mm 75mm SF-JB-55 ¥ 1,430

サイズ 最大口開き 品　番 標準販売価格
250ｍｍ 36mm S-36 ¥ 7,570
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セット内容 品　番 標準販売価格
8, 10, 12, 13, 14mm SEK-DFGS-5S ¥ 23,000

UM-36B

ハイブリッドモンキレンチスケルトン

ポケットモンキ

スタビーダブルフレックスギアレンチセット

口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップ

ギア数90山（送り角度4度）のギアは、小気味よく回転して作業性抜群

品番 全長 質量 最大口開き
UM-24 150mm 90g 24mm
UM-30 200mm 170g 30mm
UM-36 245mm 300g 36mm
UM-46 300mm 580g 46mm

色 品　番 標準販売価格
グリーン UM-46G ¥ 7,850
レッド UM-46R ¥ 7,850
ブルー UM-46B ¥ 7,850
イエロー UM-46Y ¥ 7,850

バイオレット UM-46V ¥ 7,850
スモーク UM-46S ¥ 7,850

色 品　番 標準販売価格
グリーン UM-36G ¥ 4,890
レッド UM-36R ¥ 4,890
ブルー UM-36B ¥ 4,890
イエロー UM-36Y ¥ 4,890

バイオレット UM-36V ¥ 4,890
スモーク UM-36S ¥ 4,890

色 品　番 標準販売価格
グリーン UM-36SG ¥ 4,990
レッド UM-36SR ¥ 4,990
ブルー UM-36SB ¥ 4,990
イエロー UM-36SY ¥ 4,990

バイオレット UM-36SV ¥ 4,990
スモーク UM-36SS ¥ 4,990

色 品　番 標準販売価格
グリーン UM-30G ¥ 3,830
レッド UM-30R ¥ 3,830
ブルー UM-30B ¥ 3,830
イエロー UM-30Y ¥ 3,830

バイオレット UM-30V ¥ 3,830
スモーク UM-30S ¥ 3,830

色 品　番 標準販売価格
グリーン UM-30SG ¥ 3,900
レッド UM-30SR ¥ 3,900
ブルー UM-30SB ¥ 3,900
イエロー UM-30SY ¥ 3,900

バイオレット UM-30SV ¥ 3,900
スモーク UM-30SS ¥ 3,900

色 品　番 標準販売価格
グリーン UM-24G ¥ 3,500
レッド UM-24R ¥ 3,500
ブルー UM-24B ¥ 3,500
イエロー UM-24Y ¥ 3,500

バイオレット UM-24V ¥ 3,500
スモーク UM-24S ¥ 3,500

色 品　番 標準販売価格
グリーン UM-24SG ¥ 3,590
レッド UM-24SR ¥ 3,590
ブルー UM-24SB ¥ 3,590
イエロー UM-24SY ¥ 3,590

バイオレット UM-24SV ¥ 3,590
スモーク UM-24SS ¥ 3,590

あたたかさをプラスした6色
優しいタッチのレンチ

ショートタイプで目盛付

狭いところで威力を発揮するスタビーダブルフレックス仕様

品番 全長 最大口開き
UM-24S 118mm 24mm
UM-30S 140mm 30mm
UM-36S 160mm 36mmUM-36SS

■スタビーダブルフレックスギアレンチ（単品）

■スタビーダブルフレックスギアレンチセット（5本組）

キャンバス地ポーチ入

サイズ 全長 質量 品　番 標準販売価格
8mm 110mm 48g SEK-DFGS-08 ¥ 3,900
10mm 124mm 76g SEK-DFGS-10 ¥ 4,400
12mm 132mm 108g SEK-DFGS-12 ¥ 4,800
13mm 132mm 113g SEK-DFGS-13 ¥ 4,800
14mm 141mm 137g SEK-DFGS-14 ¥ 5,200

UM-36XG

UM-36

ハイブリッドモンキレンチXG ハイブリッドモンキレンチ
●独自のG-LESS（ガタレス）機構により、縦方向のガタ（遊び）を低減
●�3面で回すことにより、応力が分散されており、トルクがかかりやすく、なめにくく、
安定した締め付け・ゆるめが可能

●手に優しく握りやすいアール形状のハンドル
●ニッケルクロムメッキ仕上げ
●便利な目盛り付

口開き ボルトナット最大寸法 全長 質量 品　番 標準販売価格
6 〜 24mm M16 150mm 90g UM-24XG ¥ 3,460
8 〜 30mm M20 200mm 170g UM-30XG ¥ 3,800
8 〜 36mm M24 250mm 300g UM-36XG ¥ 4,660

全長 質量 最大口開き 品　番 標準販売価格
150mm 90g 24mm UM-24 ¥ 3,000
200mm 170g 30mm UM-30 ¥ 3,280
245mm 290g 36mm UM-36 ¥ 4,220
300mm 560g 46mm UM-46 ¥ 7,150

● �狭い場所での作業や薄
型のボルトナットを使用
する場合など今までの
モンキーレンチでは難
しかった作業が簡単に

●�十分な強度を持ちなが
ら大幅な軽量化

手にして実感、小兵でワイド
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六角
ミリ・インチ

角が丸く
なった六角

トルクス スプライン

六角
ミリ・インチ

角が丸く
なった六角

トルクス スプライン

ケースサイズ 質量 品　番 標準販売価格
幅557×奥行245×高さ275mm 19.4kg SEK-TE383R ¥ 110,000

ツールキット
●ボックスは軽くスムーズなベアリング式3段引き出し
●両サイドに頑丈なハンドル付

■セット内容
　�ソケット（6PT・3/8"）：8,10,12,13,14,17,19,21,22,24mm
　ディープソケット（3/8"）：8,10,12,13,14,17,19mm
　スパークプラグソケット（薄口・3/8"）：14,16mm
　フリーアングルユニバーサルジョイント（3/8"）
　ヘックスビットソケット（3/8"）：3,4,5,6,8mm
　スペシャルビットソケット（いじり止め対応穴付・3/8"）：T20,25,27,30,40
　スマートヘッドラチェット（ギア数72山・3/8"）
　ウォーブルロックエクステンションバー（3/8"）：75,150,250mm
　メガネレンチ：8×10,10×12,11×13,12×14,14×17,17×19,19×21,22×24mm
　スタビーラチェット＆ソケットセット（1/4"）
　コンビネーションレンチ：8,10,12,13,14,17mm
　強力型プライヤー：200mm
　強力型ラジオペンチ：150mm
　強力型ニッパー：150mm
　モンキーレンチ：250mm
　ボールペンハンマー：12オンス
　ダイヤモンドチップドライバー�+○：No.1×75,No.2×100,No.3×150mm
　ダイヤモンドチップドライバー�－○：5×75,6×100,8×150mm
　スタビードライバー：�+○No.2�－○6mm
　ボールポイントキーレンチセット：1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm
　マグネットトレー：φ150×41mm

ケースサイズ 質量 品　番 標準販売価格
250×175×60mm 0.9kg SEK-ESS-15S ¥ 10,800

ケースサイズ 質量 品　番 標準販売価格
250×175×60mm 1.1kg SEK-ESD-13S ¥ 10,800

充電用スプラインソケットセット

充電用スプラインディープソケットセット

●付属の電動アダプターに装着してスプラインソケットが電気・充電ドライバー用ソケットに
●携帯便利なビットホルダー、カラビナ付

●付属の電動アダプターに装着してスプラインディープソケットが電気・充電ドライバー用ソケットに
●携帯便利なビットホルダー、カラビナ付

■セット内容
　スプラインソケット
　　8～24mm×各1
　　（計10サイズ）
　電動アダプター×2
　カラビナ×1
　ビットホルダー×2

■セット内容
　�スプラインディープ
ソケット
　　8～21mm×各1
　　（計8サイズ）
　電動アダプター×2
　カラビナ×1
　ビットホルダー×2

いろんなネジに対応

3/8"

6.35mm

サイズ 品　番 標準販売価格
8mm SEK-SS-308 ¥ 690
10mm SEK-SS-310 ¥ 720
12mm SEK-SS-312 ¥ 720
13mm SEK-SS-313 ¥ 720
14mm SEK-SS-314 ¥ 720
17mm SEK-SS-317 ¥ 790
19mm SEK-SS-319 ¥ 830
21mm SEK-SS-321 ¥ 940
22mm SEK-SS-322 ¥ 940
24mm SEK-SS-324 ¥ 980

サイズ 品　番 標準販売価格
8mm SEK-SS-3080D ¥ 1,100
10mm SEK-SS-3100D ¥ 1,150
12mm SEK-SS-3120D ¥ 1,150
13mm SEK-SS-3130D ¥ 1,150
14mm SEK-SS-3140D ¥ 1,150
17mm SEK-SS-3170D ¥ 1,380
19mm SEK-SS-3190D ¥ 1,600
21mm SEK-SS-3210D ¥ 1,750

一つのサイズでいろんなネジに対応できるスプラインソケットのセット

一つのサイズでいろんなネジに対応できるスプラインディープソケットのセット

■スプラインソケット（単品）

■スプラインディープソケット（単品）

■充電用スプラインソケットセット

■充電用スプラインディープソケットセット
いろんなネジに対応

3/8"

6.35mm

ソケットレンチセット

ケースサイズ 品　番 標準販売価格
90×320×50mm 913SA ¥ 29,000
115×340×50mm 1210A ¥ 26,500
175×415×50mm 1213A ¥ 36,800

913SA　差込角9.5mm（3/8"）　
■セット内容
　�六角ソケット（6,7,8,9,10,11,12,
13,14,17,19,21,22）
　ラチェットハンドル
　エキステンションバー
　（3/8×75mm,�3/8×150mm）
　ボールジョイント�3/8

1210A　差込角12.7mm（1/2"）
■セット内容
　�十二角ソケット
（10,11,12,13,14,17,19,21,22,24）
　ラチェットハンドル
　エキステンションバー（1/2×150mm）
　Tハンドル（250mm）

1213A　差込角12.7mm（1/2"）　
■セット内容
　�十二角ソケット（10,11,12,13,14,17,�
19,21,22,24,26,27,30）
　ラチェットハンドル
　エキステンションバー（1/2×150mm）
　クロスバー（250mm）

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。594594
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全長 質量 品　番 標準販売価格
169mm 290g RO-TRW-WS2 ¥ 18,240

両スライドラックレンチ

ラチェット式トルクレンチ

●サイズ：8×10･12×14･13×17
●電設作業で使用頻度の高い13mm・17mmのソケット組み合わせ
●電設、水回り設備作業に最適
●17mmはレースウェイに入る形状に加工してあります

●小ネジから大径ボルトまであらゆる締付け作業に対応
●�設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知
●頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮
●トルクの変更は目盛によって簡単操作
●樹脂グリップ付

差し替えソケット付で1丁6サイズ

差込角 トルク
調節範囲き

適用ネジ
（普通鋼）

適用ネジ
（ハイテン鋼） 全長 質量 品　番 標準販売価格

3/8 10～50Nm M10 M8 260mm 0.45kg RO-QL50N ¥ 36,800
1/2 20～100Nm M12（M14） M10 335mm 0.69kg RO-QL100N ¥ 38,700
1/2 30～140Nm M16 M12 400mm 0.88kg RO-QL140N ¥ 45,200

コンパクト六角レンチ

品　番 標準販売価格
★WH-27936 ¥ 6,930

● �プラス・マイナスドライバー、六角レンチの
6本セット

●ミニサイズのコンボセット
●セット明細
　－：1.5,�2.5
　＋：#00
　六角：0.7,�0.9,�1.3,�1.5,�2.0mm

コンパクト六角レンチ

品　番 標準販売価格
★WH-24861 ¥ 6,000

● �プラス・マイナスドライバー、六角レンチの
6本セット

●セット明細
　－：5.5
　＋：#2
　六角：3.0,�4.0,�5.0,�6.0mm

●材質はMCNC（ニッケルクロムモリブデン鋼）
●収納保存に便利なプラスティックホルダー付
●9本組セット
●セット明細：1.5,�2.0,�2.5,�3.0,�
　4.0,�5.0,�6.0,�8.0,�10.0mm

ロングタイプなので、廻しやすく締め付け力が抜群

六角キーレンチセット

質量 品　番 標準販売価格
414g SF-3009 ¥ 2,270

六角レンチセット（マジックリング付）

品　番 標準販売価格
★WH-20712 ¥ 11,100

●マジックリング付ボールポイント六角レンチの9本セット
●3mm以上のサイズに六角穴付ボルトをキャッチするバネ鋼のCリング付
●クロームバナジウム鋼に硬質クロームメッキ仕上げ
●独自のボール形状で、最大25°の角度で作業可能
●セット明細：1.5,�2.0,�2.5,�3.0,�4.0,�5.0,�6.0,�8.0,�10.0mm
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●レースウェイにどの方向からも楽に挿入・抜出ができ、作業効率アップ
●13mmのレンチなどに取り付けて使用可能（RO-ER-2）
●インパクトドライバー対応

●応力分散形状で長寿命
●�衝撃破断に強い六角形状
ソケット

●インパクトドライバー対応
●全長：111mm

●首振り角度は30°
　�コーナー等の狭いところでも
楽に作業が可能

●�ダブルナットもまわせ安定感
のよいディープタイプ

●インパクトドライバー対応
●全長：100mm

●全方向挿入可能で作業効率が大幅にアップ
●レースウェイ・ハンガーの挿入幅20mmに対応するφ19.9mmで挿入がラク
●切り欠き部は6面カットを施しさらに細い19.5mm
●レースウェイ・ハンガーの高さ15mm～75mmまでの全タイプに対応

サイズ 質量 品　番 標準販売価格
8mm 65g RO-EH-8 ¥ 1,490
10mm 64g RO-EH-10 ¥ 1,550
12mm 70g RO-EH-12 ¥ 1,550
13mm 73g RO-EH-13 ¥ 1,670
14mm 82g RO-EH-14 ¥ 1,690
17mm 105g RO-EH-17 ¥ 1,690
19mm 123g RO-EH-19 ¥ 1,800
21mm 139g RO-EH-21 ¥ 1,960
24mm 177g RO-EH-24 ¥ 3,070

サイズ 質量 品　番 標準販売価格
8mm 65g RO-EUF-8 ¥ 4,160
10mm 73g RO-EUF-10 ¥ 4,160
12mm 82g RO-EUF-12 ¥ 4,160
13mm 85g RO-EUF-13 ¥ 4,190
14mm 87g RO-EUF-14 ¥ 4,190
17mm 95g RO-EUF-17 ¥ 4,290
19mm 108g RO-EUF-19 ¥ 4,380
21mm 124g RO-EUF-21 ¥ 4,450
24mm 142g RO-EUF-24 ¥ 5,230

超薄肉ソケットに炭素繊維を巻きつけたハイブリッドツール レースウェイ・ハンガーなどのナットの締め・ゆるめ用

レースウェイ用ソケット

ビットソケットハイパー ユニバーサルビットソケット

レースウェイ用ソケットロング

レースウェイ対象深さ 全長 質量 品　番 標準販売価格
30mmまで 60mm 36g RO-ER-1 ¥ 3,780
45mmまで 92mm 62g RO-ER-2 ¥ 4,350

レースウェイ対象深さ 全長 質量 品　番 標準販売価格
75mmまで 127mm 83g RO-ER-3L ¥ 4,350

RO-ER-1

RO-ER-2

六角シャンクS幅 六角シャンクS幅
6.35mm 6.35mm

●全ネジボルト専用
●回転させると全ネジ部をロック、止まると解除するオートロック機構
●6角シャンク部（6.35mm）は圧入式で強力
●インパクトドライバー対応

●お持ちのインパクトドライバーにセット、ナットを回転させて全ネジに素早く取付け
●コンパクトな仕様により取り回しが楽
●ナットの前後に障害物があっても使用可
●2段階のスピード調整が可能
●サイズ：φ58×75mm
●質量：100g

面倒な全ネジへのナット取付けが、施工前後を問わずに楽々できる

全ネジソケット ナットセッター

適応ネジ径 全長 質量 品　番 標準販売価格
W1/2 70mm 124g RO-EZN-12 ¥ 3,300

品　番 標準販売価格
NTLM ¥ 2,380六角シャンクS幅

6.35mm
普通モード 高速モード

品　番 標準販売価格
TCOD-13S ¥ 25,000
TCOD-19S ¥ 55,000
TCOD-25S ¥107,000

TCOD-13S TCOD-19S TCOD-25S

●外径サイズ
IS-6COD-5S：2.0,�2.5,�3.0,�3.5,�4.0mm
IS-6COD-8S：2.0,�2.8,�3.0,�3.2,�3.5,�3.8,�
　　　　　　　�4.0,�4.2mm
IS-6COD-10S：2.5,�3.0,�3.2,�3.3,�3.5,�3.7,�
　　　　　　　　�3.8,�4.0,�4.2,�5.0mm

六角軸コバルト正宗ドリルセット

IS-6COD-5S IS-6COD-8S IS-6COD-10S

品　番 標準販売価格
IS-6COD-5S ¥ 8,100
IS-6COD-8S ¥ 12,000
IS-6COD-10S ¥ 15,100

チタンコーティングコバルト正宗ドリルセット

●外径サイズ
TCOD-13S：1.5,�2.0,�2.5,�3.0,�3.2,�3.5,�4.0,�
　　　　　　��4.5,�4.8,�5.0,�5.5,�6.0,�6.5mm
TCOD-19S：1mm～10mm（0.5mmとび）
TCOD-25S：1mm～13mm（0.5mmとび）
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●外径サイズ
COD-13S：1.5,�2.0,�2.5,�3.0,�3.2,�3.5,�4.0,�
　　　　　　4.5,�4.8,�5.0,�5.5,�6.0,�6.5mm
COD-19S：1mm～10mm（0.5mmとび）
COD-25S：1mm～13mm（0.5mmとび）

●セット内容：
　ハンドタップ（中・上）：
　M3、M4、M5、M6、M8、　
　M10、M12　各1本
　下穴ドリル（エクストラ正宗ドリル）：
　2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、
　10.3mm　各1本
　タップレンチ1丁
●材質：タップ：合金鋼（SKS2）
　　　��ドリル：合金鋼（SKH）
●被削材：一般鋼

●セット内容：
　スパイラルタップ：
　M3、M4、M5、M6、M8、M10、
　M12　各2本
　下穴ドリル（エクストラ正宗ドリル）：
　2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、
　10.3mm　各1本
　タップレンチ1丁
●材質：高速度鋼（SKH）
●被削材：一般鋼

ハンドタップドリルセット スパイラルタップドリルセット

品　番 標準販売価格
IS-HTD-21 ¥ 24,000

品　番 標準販売価格
IS-SSD-21 ¥ 40,000

●セット内容：
　スパイラルタップ：M4×8本、
　M5×2本、M6×2本
　下穴ドリル（エクストラ正宗ドリル）：
　3.4×10本、4.3×2本、5.2×2本
　ラチェット式タップホルダー
　3/8用�1丁
●材質：高速度鋼（SKH）
●被削材：一般鋼

スパイラルタップドリルセット

品　番 標準販売価格
IS-ESD-26S ¥ 30,000

品　番 標準販売価格
COD-13S ¥ 12,500
COD-19S ¥ 31,000
COD-25S ¥ 61,000

COD-13S COD-19S COD-25S

●外径サイズ
EXD-10S：3.0,�3.2,�3.5,�4.0,�4.5,�4.8,�
　　　　　��5.0,�5.5,�6.0,�6.5mm
EXD-15S：3mm～10mm（0.5mmとび）
EXD-21S：3mm～13mm（0.5mmとび）

●充電ドライバ－にワンタッチで着脱
●�切削性重視の設計により、食いつきがよく、切
れ味は抜群

●�材質と切削性能向上との相乗化により、ステン
レス等難削材には最適

●�耐摩耗性、高温硬さに優れた高コバルト高級ハ
イス鋼（HSCOM42）コバルト含有率８％の厳
選した材料を使用

エクストラ正宗ドリルセット

六角軸コバルト正宗ドリル

品　番 標準販売価格
EXD-10S ¥ 7,700
EXD-15S ¥ 19,700
EXD-21S ¥ 41,000

EXD-10S EXD-15S EXD-21S

サイズ
mm 品　番 標準販売

価格
3.7 IS-6COD-37P ¥ 1,480 
3.8 IS-6COD-38P ¥ 1,420 
3.9 IS-6COD-39P ¥ 1,540 
4.0 IS-6COD-40P ¥ 1,420 
4.1 IS-6COD-41P ¥ 1,640 
4.2 IS-6COD-42P ¥ 1,560 
4.3 IS-6COD-43P ¥ 1,640 
4.4 IS-6COD-44P ¥ 1,640 
4.5 IS-6COD-45P ¥ 1,560 
4.6 IS-6COD-46P ¥ 1,800 
4.7 IS-6COD-47P ¥ 1,800 
4.8 IS-6COD-48P ¥ 1,800 
4.9 IS-6COD-49P ¥ 1,800 
5.0 IS-6COD-50P ¥ 1,800 
5.2 IS-6COD-52P ¥ 1,920 
5.5 IS-6COD-55P ¥ 1,920 
6.0 IS-6COD-60P ¥ 2,100 

サイズ
mm 品　番 標準販売

価格
2.0 IS-6COD-20P ¥ 1,140 
2.1 IS-6COD-21P ¥ 1,240 
2.2 IS-6COD-22P ¥ 1,240 
2.3 IS-6COD-23P ¥ 1,240 
2.4 IS-6COD-24P ¥ 1,240 
2.5 IS-6COD-25P ¥ 1,140 
2.6 IS-6COD-26P ¥ 1,240 
2.7 IS-6COD-27P ¥ 1,240 
2.8 IS-6COD-28P ¥ 1,240 
2.9 IS-6COD-29P ¥ 1,240 
3.0 IS-6COD-30P ¥ 1,140 
3.1 IS-6COD-31P ¥ 1,420 
3.2 IS-6COD-32P ¥ 1,280 
3.3 IS-6COD-33P ¥ 1,280 
3.4 IS-6COD-34P ¥ 1,380 
3.5 IS-6COD-35P ¥ 1,280 
3.6 IS-6COD-36P ¥ 1,480 

コバルト正宗ドリルセット
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TINコーティング コバルト正宗ドリル

サイズ 品　番 標準販売価格
1.0mm TCOD-10P ¥ 1,230 
1.1mm TCOD-11P ¥ 1,350 
1.2mm TCOD-12P ¥ 1,310 
1.3mm TCOD-13P ¥ 1,350 
1.4mm TCOD-14P ¥ 1,350 
1.5mm TCOD-15P ¥ 1,230 
1.6mm TCOD-16P ¥ 1,310 
1.7mm TCOD-17P ¥ 1,350 
1.8mm TCOD-18P ¥ 1,330 
1.9mm TCOD-19P ¥ 1,330 
2.0mm TCOD-20P ¥ 1,230 
2.1mm TCOD-21P ¥ 1,330 
2.2mm TCOD-22P ¥ 1,330 
2.3mm TCOD-23P ¥ 1,310 
2.4mm TCOD-24P ¥ 1,330 
2.5mm TCOD-25P ¥ 1,230 
2.6mm TCOD-26P ¥ 1,330 
2.7mm TCOD-27P ¥ 1,330 
2.8mm TCOD-28P ¥ 1,330 
2.9mm TCOD-29P ¥ 1,330 
3.0mm TCOD-30P ¥ 1,210 
3.1mm TCOD-31P ¥ 1,600 
3.2mm TCOD-32P ¥ 1,510 
3.3mm TCOD-33P ¥ 1,510 
3.4mm TCOD-34P ¥ 1,580 
3.5mm TCOD-35P ¥ 1,510 
3.6mm TCOD-36P ¥ 1,670 
3.7mm TCOD-37P ¥ 1,670 
3.8mm TCOD-38P ¥ 1,580 
3.9mm TCOD-39P ¥ 1,700 
4.0mm TCOD-40P ¥ 1,580 
4.1mm TCOD-41P ¥ 1,970 
4.2mm TCOD-42P ¥ 1,880 
4.3mm TCOD-43P ¥ 1,970 
4.4mm TCOD-44P ¥ 2,060 
4.5mm TCOD-45P ¥ 1,970 
4.6mm TCOD-46P ¥ 2,230 
4.7mm TCOD-47P ¥ 2,230 
4.8mm TCOD-48P ¥ 2,230 
4.9mm TCOD-49P ¥ 2,270 

サイズ 品　番 標準販売価格
5.0mm TCOD-50P ¥ 2,120 
5.1mm TCOD-51P ¥ 2,550 
5.2mm TCOD-52P ¥ 2,410 
5.3mm TCOD-53P ¥ 2,550 
5.4mm TCOD-54P ¥ 2,550 
5.5mm TCOD-55P ¥ 2,410 
5.6mm TCOD-56P ¥ 2,760 
5.7mm TCOD-57P ¥ 2,760 
5.8mm TCOD-58P ¥ 2,760 
5.9mm TCOD-59P ¥ 2,830 
6.0mm TCOD-60P ¥ 2,620 
6.1mm TCOD-61P ¥ 3,180 
6.2mm TCOD-62P ¥ 3,180 
6.3mm TCOD-63P ¥ 3,180 
6.4mm TCOD-64P ¥ 3,180 
6.5mm TCOD-65P ¥ 3,040 
6.6mm TCOD-66P ¥ 3,700 
6.7mm TCOD-67P ¥ 3,700 
6.8mm TCOD-68P ¥ 3,700 
6.9mm TCOD-69P ¥ 3,850 
7.0mm TCOD-70P ¥ 3,540 
7.1mm TCOD-71P ¥ 4,050 
7.2mm TCOD-72P ¥ 3,930 
7.3mm TCOD-73P ¥ 4,050 
7.4mm TCOD-74P ¥ 4,050 
7.5mm TCOD-75P ¥ 3,850 
7.6mm TCOD-76P ¥ 4,660 
7.7mm TCOD-77P ¥ 4,580 
7.8mm TCOD-78P ¥ 4,540 
7.9mm TCOD-79P ¥ 4,660 
8.0mm TCOD-80P ¥ 4,260 
8.1mm TCOD-81P ¥ 4,970 
8.2mm TCOD-82P ¥ 4,930 
8.3mm TCOD-83P ¥ 4,970 
8.4mm TCOD-84P ¥ 5,040 
8.5mm TCOD-85P ¥ 4,770 
8.6mm TCOD-86P ¥ 5,390 
8.7mm TCOD-87P ¥ 5,390 
8.8mm TCOD-88P ¥ 5,460 
8.9mm TCOD-89P ¥ 5,460 

サイズ 品　番 標準販売価格
9.0mm TCOD-90P ¥ 4,970 
9.1mm TCOD-91P ¥ 5,870 
9.2mm TCOD-92P ¥ 6,010 
9.3mm TCOD-93P ¥ 5,930 
9.4mm TCOD-94P ¥ 6,010 
9.5mm TCOD-95P ¥ 5,640 
9.6mm TCOD-96P ¥ 6,390 
9.7mm TCOD-97P ¥ 6,390 
9.8mm TCOD-98P ¥ 6,390 
9.9mm TCOD-99P ¥ 6,700 
10.0mm TCOD-100P ¥ 5,930 
10.1mm TCOD-101P ¥ 7,540 
10.2mm TCOD-102P ¥ 7,280 
10.3mm TCOD-103P ¥ 7,280 
10.4mm TCOD-104P ¥ 7,540 
10.5mm TCOD-105P ¥ 6,890 
10.6mm TCOD-106P ¥ 8,300 
10.7mm TCOD-107P ¥ 8,300 
10.8mm TCOD-108P ¥ 8,900 
10.9mm TCOD-109P ¥ 8,900 
11.0mm TCOD-110P ¥ 7,380 
11.1mm TCOD-111P ¥ 9,390 
11.2mm TCOD-112P ¥ 9,130 
11.3mm TCOD-113P ¥ 9,390 
11.4mm TCOD-114P ¥ 9,130 
11.5mm TCOD-115P ¥ 8,350 
11.6mm TCOD-116P ¥ 9,640 
11.7mm TCOD-117P ¥ 9,940 
11.8mm TCOD-118P ¥ 9,640 
11.9mm TCOD-119P ¥ 9,940 
12.0mm TCOD-120P ¥ 8,370 
12.1mm TCOD-121P ¥ 10,840 
12.2mm TCOD-122P ¥ 10,840 
12.3mm TCOD-123P ¥ 10,840 
12.4mm TCOD-124P ¥ 11,150 
12.5mm TCOD-125P ¥ 10,110 
12.6mm TCOD-126P ¥ 11,820 
12.7mm TCOD-127P ¥ 11,530 
12.8mm TCOD-128P ¥ 11,820 
12.9mm TCOD-129P ¥ 11,820 
13.0mm TCOD-130P ¥ 10,340 

●特殊形状のスパイラルが切粉の排出を効率化
●鉄筋干渉時の反動も少なく、高い安全性と優れた作業性を実現
●アンカーの性能発揮に最適な、真円度の高い穿孔が可能

4枚刃タイプ

3枚刃タイプ被削材：コンクリート、モルタル、デッキプレート、石材等

（4枚刃は5.0mm以上）

刃先径 全長 有効長 刃数 品　番 標準販売価格
3.4mm 118mm 50mm 3 JIN-EDR034-118 ¥ 1,400
3.5mm 118mm 50mm 3 JIN-EDR035-118 ¥ 1,400
4.8mm 118mm 50mm 3 JIN-EDR048-118 ¥ 1,400
5.0mm 118mm 50mm 4 JIN-EDR050-118 ¥ 1,450
6.0mm 122mm 50mm 4 JIN-EDR060-122 ¥ 1,450
8.5mm 172mm 100mm 4 JIN-EDR085-172 ¥ 1,900
10.5mm 172mm 100mm 4 JIN-EDR105-172 ¥ 2,000
12.0mm 172mm 100mm 4 JIN-EDR120-172 ¥ 2,050
12.5mm 172mm 100mm 4 JIN-EDR125-172 ¥ 2,050
12.7mm 172mm 100mm 4 JIN-EDR127-172 ¥ 2,200

コンクリートドリル
高耐久ソリッド４枚刃を採用したハイエンドモデル
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セット内容 品　番 標準販売価格
21,27,33,42,53mm　各1本 UN-TB-25 ¥ 47,700
21,27,33mm　各2本 UN-TB-27 ¥ 43,500

●現場での使用頻度が高いサイズを組み合わせたセット
●各種コア類の施工現場への持ち込みや保管用に最適
●�刃先を不等分割、ボディはシャンク部～チップ部を一体化したことにより、共鳴によるビビリ
の発生をシャットアウト

●有効長：25mm（ふところ深さ：25mm）
●適合電動機：電気ドリル、振動ドリル（回転モード）
●カルデススプリング標準装備

UN-TB-27

超硬ホールソー  メタコアトリプル　ツールボックスセット

●止り穴（袋ねじ）用タップ
●切屑トルクが軽い（ハンドタップの約1/2）
●ねじ部にホモ処理を施してあり、耐久性が抜群

中タップ

サイズ 品　番 標準販売価格
M3×0.5 IS-NT-M3P ¥ 570 
M4×0.7 IS-NT-M4P ¥ 570 
M5×0.8 IS-NT-M5P ¥ 590 
M6×1.0 IS-NT-M6P ¥ 610 
M8×1.25 IS-NT-M8P ¥ 1,000 
M10×1.5 IS-NT-M10P ¥ 1,390 
M12×1.75 IS-NT-M12P ¥ 2,220 

スパイラルタップ

サイズ 品　番 標準販売価格
M3×0.5 IS-ST-M3P ¥ 1,440 
M4×0.7 IS-ST-M4P ¥ 1,390 
M5×0.8 IS-ST-M5P ¥ 1,420 
M6×1.0 IS-ST-M6P ¥ 1,520 
M8×1.25 IS-ST-M8P ¥ 2,200 
M10×1.5 IS-ST-M10P ¥ 2,720 
M12×1.75 IS-ST-M12P ¥ 3,730 

●通り穴のねじ立て用タップ
●�タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く破
損がほとんどない

●�切屑トルクが軽い（ハンドタップの約1/2）
●�ねじ部にホモ処理を施してあり、耐久性が抜群

ジェットタップ

サイズ 品　番 標準販売価格
M3×0.5 IS-JT-M3P ¥ 1,390 
M4×0.7 IS-JT-M4P ¥ 1,350 
M5×0.8 IS-JT-M5P ¥ 1,370 
M6×1.0 IS-JT-M6P ¥ 1,480 
M8×1.25 IS-JT-M8P ¥ 2,130 
M10×1.5 IS-JT-M10P ¥ 2,600 
M12×1.75 IS-JT-M12P ¥ 3,610 

タップホルダー

超硬ホールソー  トリプルコンボ

タイプ 適用タップサイズ 品　番 標準販売価格
ハンドルT型M6（1/4）用 M3～M6（1/8～1/4） IS-TH-T2P ¥ 1,430
ハンドルT型M10（3/8）用 M5～M10（3/16～3/8） IS-TH-T3P ¥ 1,820
ラチェット式T型M10（3/8）用 M3～M10（1/8～3/8） IS-TH-R3P ¥ 4,650
ラチェット式T型M12（1/2）用 M6～M12（1/4～1/2） IS-TH-R4P ¥ 5,950

品名 仕様 品　番 標準販売価格

セット

口径21mmシャンク径10/13mm UN-COM-T21ST ¥ 11,400 
口径27mmシャンク径10/13mm UN-COM-T27ST ¥ 12,100 
口径33mmシャンク径10/13mm UN-COM-T33ST ¥ 12,900 
口径42mmシャンク径10/13mm UN-COM-T42ST ¥ 14,400 
口径53mmシャンク径10/13mm UN-COM-T53ST ¥ 16,800 

ボディ

口径21mm UN-COM-T21B ¥ 5,200 
口径27mm UN-COM-T27B ¥ 6,000 
口径33mm UN-COM-T33B ¥ 6,700 
口径42mm UN-COM-T42B ¥ 8,300 
口径53mm UN-COM-T53B ¥ 10,600 

センタードリル サイズ：6×87mm UN-COM-CD6M ¥ 1,350 
シャンク ストレート10/13mm兼用 UN-COM-SST ¥ 4,900 

品名 仕様 品　番 標準販売価格

電気工事用
セット

ボディ：21、27、33mm各2本
ストレートシャンク：1本
センタードリル：2本

UN-TB-41 ¥ 41,800

IS-TH-R4P IS-TH-T3P

●ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用
●23mmの有効長により、厚鋼板から厚肉　金属パイプなどの曲面穿孔も可能
●ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」を採用
●適合電動機：電気ドリル／振動ドリル（回転モード）

携帯、収納に便利な
ツールボックスセット
UN-TB-41（電気工事用セット）

3枚組刃ボディ

チャック径を選ばない
シャンク形状
13mm・10mm
チャック兼用

ボール溝 シャンク側の3つのボールが
ボディを確実にロック

ワンタッチでボディ（替刃）交換
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●刃の側面スリット幅を拡大することで、切削時の熱を発散しやすく、連続切断時も熱を持ちにくい
●薄い切り口とコーティング技術の強化で、効率的な作業を可能に
●スリットを広げることで、切り粉の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適
●有効長：44mm　●シャンク径：10mm��ストレート
●�用途：木材（釘・ビス入）、2×4材、竹、ステンレス（～2mm）、鉄（～5mm）、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、
塩ビ管、プラスチック（排水マス）、水質系サイディング、金属系サイディング等

品　番 標準販売価格
LE-9098169 ¥ 1,050

サイズ 品　番 標準販売価格
14mm LE-5121004 ¥ 3,400
16mm LE-5121005 ¥ 3,400
17mm LE-5121006 ¥ 3,400
19mm LE-5121007 ¥ 3,400
20mm LE-5121008 ¥ 3,400
21mm LE-5121009 ¥ 3,400
22mm LE-5121010 ¥ 3,400
24mm LE-5121011 ¥ 3,400
25mm LE-5121012 ¥ 3,700
27mm LE-5121013 ¥ 3,700
29mm LE-5121014 ¥ 3,700
30mm LE-5121015 ¥ 3,800
32mm LE-5121016 ¥ 3,800

サイズ 品　番 標準販売価格
33mm LE-5121017 ¥ 3,800
35mm LE-5121018 ¥ 4,500
37mm LE-5121019 ¥ 4,500
38mm LE-5121020 ¥ 4,500
40mm LE-5121021 ¥ 4,500
41mm LE-5121022 ¥ 4,500
43mm LE-5121023 ¥ 4,900
44mm LE-5121024 ¥ 5,400
46mm LE-5121025 ¥ 5,400
48mm LE-5121026 ¥ 5,400
51mm LE-5121027 ¥ 5,400
52mm LE-5121028 ¥ 6,500
54mm LE-5121029 ¥ 6,500

サイズ 品　番 標準販売価格
57mm LE-5121030 ¥ 6,500
60mm LE-5121031 ¥ 6,500
64mm LE-5121032 ¥ 7,100
65mm LE-5121033 ¥ 7,100
70mm LE-5121036 ¥ 7,500
73mm LE-5121037 ¥ 8,300
76mm LE-5121038 ¥ 8,300
79mm LE-5121039 ¥ 8,300
95mm LE-5121044 ¥ 11,500
98mm LE-5121045 ¥ 11,500
102mm LE-5121046 ¥ 14,200
152mm LE-5121055 ¥ 33,000

ケースサイズ セット内容 品　番 標準販売価格

幅270×奥行80
×高さ180mm

21,27,33mm　各2本 JIN-JSSTB-A ¥ 17,800
21,27,33,42,53mm　各1本 JIN-JSSTB-C ¥ 19,000

ケースサイズ セット内容 品　番 標準販売価格

幅270×奥行80
×高さ180mm

21,27,33mm　各2本 JIN-JTSTB-A ¥ 33,800
21,27,33,42,53mm　各1本 JIN-JTSTB-C ¥ 36,800

■バイメタルホールソー単品

■センタードリル

スピードスロット軸付バイメタルホールソー

バイメタルホールソー

超硬ホールソー
● �超硬チップを不等配置で搭載し、ビビリと共振を低減
●貫通時の突き抜け防止のストッパーを搭載
●抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載
●鉄板やステンレス板等の薄物穿孔に最適
●有効長：5mm　●シャンク径：10mm
●�適合材：ステンレス（3mm以下）、薄鉄板（3mm以下）、アルミ板（2mm以下）、ホーロー引
き鋼板、合成樹脂板、FRP、塩ビ板

●適合電動機：電気ドリル、振動ドリル（回転モード）

●�貫通作業が可能なツバなしタイプ
●センタードリルは高耐久チタンコーティング仕様
●抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載
●切削抵抗を考慮した1mmの刃厚により、SUS304（1mm以下）へも穿孔可能
●有効長：20mm　●シャンク径：6.35mm
●�適合材：ステンレス（1mm以下）、薄鉄板（3mm以下）、アルミ板（3mm以下）、合成樹脂
板、塩ビ板、石膏ボード

●�適合電動機：インパクトドライバー、充電ドライバー（12V以上）、電気ドリル、振動ドリル（回
転モード）

JIN-JTSTB-A

JIN-JSSTB-A
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● �用途：木材（釘・ビス入）、2×4材、竹、ステンレス（～2mm）、鉄（～5mm）、非鉄金属、軽天、
複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック（排水マス）、水質系サイディング、金属系サイディ
ング等

●�刃のスリットを拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を
持ちにくい

●�薄い切り口とコーティング技術の強化によって、より早く効率的な作業が可能
●�ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけに
も最適

●有効長：44mm

セット内容 品　番 標準販売価格
ホールソー：22,29,35,44,51,64mm
　　　　　各1本
アーバー：2L,5L各1本
センタードリル：1本
アーバーアダプター：1本

LE-30800-600L ¥ 30,500

ホールソー：19,22,29,35,44,51,64,
　　　　　68,76,92,105,121mm
　　　　　各1本
アーバー：2L,5L各1本
センタードリル：3本

LE-30802-1200L ¥ 71,000

■バイメタルホールソー単品

■バイメタルホールソーセット

LE-30800-600L

LE-1779774 LE-1779806

LE-1779801

LE-1779669

LE-1779802

LE-1779772

LE-1779804

LE-1779670

LE-1779805

LE-30802-1200L

スピードスロット分離式バイメタルホールソー

サイズ 品　番 標準販売価格
57mm LE-5121726 ¥ 4,600
60mm LE-5121727 ¥ 4,600
64mm LE-5121728 ¥ 5,200
65mm LE-5121729 ¥ 5,200
67mm LE-5121730 ¥ 5,200
68mm LE-5121731 ¥ 5,200
70mm LE-5121732 ¥ 5,200
73mm LE-5121733 ¥ 5,200
76mm LE-5121734 ¥ 5,400
79mm LE-5121735 ¥ 5,400
83mm LE-5121736 ¥ 5,500
86mm LE-5121737 ¥ 5,500
89mm LE-5121738 ¥ 5,500
92mm LE-5121739 ¥ 6,400
95mm LE-5121740 ¥ 7,400
98mm LE-5121741 ¥ 7,900
102mm LE-5121742 ¥ 8,300
105mm LE-5121743 ¥ 8,900
108mm LE-5121744 ¥ 12,000
111mm LE-5121745 ¥ 14,300
114mm LE-5121746 ¥ 16,200
118mm LE-5121747 ¥ 17,000
121mm LE-5121748 ¥ 18,000
127mm LE-5121749 ¥ 20,000
140mm LE-5121750 ¥ 24,000
152mm LE-5121751 ¥ 28,000

サイズ 品　番 標準販売価格
14mm LE-5121700 ¥ 2,520
16mm LE-5121701 ¥ 2,520
17mm LE-5121702 ¥ 2,520
19mm LE-5121703 ¥ 2,520
20mm LE-5121704 ¥ 2,520
21mm LE-5121705 ¥ 2,520
22mm LE-5121706 ¥ 2,520
24mm LE-5121707 ¥ 2,520
25mm LE-5121708 ¥ 2,660
27mm LE-5121709 ¥ 2,660
29mm LE-5121710 ¥ 2,660
30mm LE-5121711 ¥ 2,660
32mm LE-5121712 ¥ 2,660
33mm LE-5121713 ¥ 2,660
35mm LE-5121714 ¥ 3,100
37mm LE-5121715 ¥ 3,100
38mm LE-5121716 ¥ 3,100
40mm LE-5121717 ¥ 3,100
41mm LE-5121718 ¥ 3,100
43mm LE-5121719 ¥ 3,100
44mm LE-5121720 ¥ 3,850
46mm LE-5121721 ¥ 3,850
48mm LE-5121722 ¥ 3,850
51mm LE-5121723 ¥ 3,850
52mm LE-5121724 ¥ 4,600
54mm LE-5121725 ¥ 4,600

タイプ 全長
（mm）

アーバー長
（mm）

適合ホールソー
サイズ（mm）

シャンク径
（mm）

最大径
（mm）

イモネジサイズ
（インチ） 品　番 標準販売価格

1L 126 62 14-30 13 19 5/32 LE-1779774 ¥ 3,250
2L 134 76 32-152 13 38.5 1/8 LE-1779801 ¥ 5,200
3L 134.5 76 32-152 13 38.5 1/8 LE-1779802 ¥ 5,760
5L 114 51 14-30 10 19 1/8 LE-1779804 ¥ 3,400
6L 114 59 32-152 10 38.5 1/8 LE-1779805 ¥ 5,050
7L 170 113 38-152 10 38.5 1/8 LE-1779806 ¥ 11,600
S5L 114 51 14-30 10 19 1/8 LE-1779669 ¥ 4,900
S2L 126.5 71.5 32-152 13 38.5 1/8 LE-1779772 ¥ 5,200
S6L 114 59 32-152 10 38.5 1/8 LE-1779670 ¥ 5,100

■アーバー

単機能コアドリル　E&S
●コアドリルの標準型　
●切り屑除去に便利な「切削屑排出孔」標準装備　
●SDSシャンク

品名 適合電動機 口径 有効長 品　番 標準販売価格

振動用VCタイプ
・ブロック
・レンガ
・モルタル用

振動ドリル

38mm 150mm UN-ES-V38SDS ¥ 10,400 
65mm 135mm UN-ES-V65SDS ¥ 12,800 
80mm 135mm UN-ES-V80SDS ¥ 14,500 
110mm 135mm UN-ES-V110SDS ¥ 17,500 
160mm 135mm UN-ES-V160SDS ¥ 34,800 

回転用RCタイプ
・スレート
・塩ビ板
・石膏ボード用

電気ドリル
／振動ドリル
　（回転モード）

38mm 150mm UN-ES-R38SDS ¥ 10,400 
65mm 135mm UN-ES-R65SDS ¥ 12,800 
80mm 135mm UN-ES-R80SDS ¥ 14,500 
110mm 135mm UN-ES-R110SDS ¥ 17,500 
160mm 135mm UN-ES-R160SDS ¥ 34,800 

ALC用ALCタイプ
・ALC板
・石膏ボード用

電気ドリル
／振動ドリル
　（回転モード）

38mm 150mm UN-ES-A38SDS ¥ 10,400 
65mm 135mm UN-ES-A65SDS ¥ 12,800 
80mm 135mm UN-ES-A80SDS ¥ 14,500 
110mm 135mm UN-ES-A110SDS ¥ 17,500 
160mm 135mm UN-ES-A160SDS ¥ 34,800 

乾式ダイヤDCタイプ
・鉄筋コンクリート
・硬質サイディングボード
・樹脂系人造大理石用

電気ドリル
／振動ドリル
　（回転モード）

38mm 150mm UN-ES-D38SDS ¥ 24,900 
65mm 135mm UN-ES-D65SDS ¥ 31,400 
80mm 135mm UN-ES-D80SDS ¥ 37,800 
110mm 135mm UN-ES-D110SDS ¥ 46,500 
160mm 135mm UN-ES-D160SDS ¥ 67,000 

振動用VCタイプ
UN-ES-V

ALC用ALCタイプ
UN-ES-A

回転用RCタイプ
UN-ES-R

乾式ダイヤDCタイプ
UN-ES-D
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ダイモドリル

ライトビット

アースドリルオーガー

鉄筋コンクリートを穿孔する
ダイヤモンドコアドリル

建柱穴掘りが1人で早く楽に美しくできる
建柱作業の穴掘りが 5倍のスピードでラクラクOK

ひとつのダイス（刃）でステンレスと鉄の両方が一発穴あけ
ダクトチャンネル、レースウェイ穴あけ工具

電源不要で、切粉や火花が
出ない手動式一発切断

● �ビットロック状態になってもクラッチが滑ってギア
の破損を防止するクラッチ機能

●モーターの焼損を防止するサーキットプロテクター
●接地の必要がない二重絶縁　
●吸水コックが自在に回転する新自在リング
●電源・電圧：単相100V　
●周波数：50/60Hz

一般家庭電源が利用でき、軽便・高性能の穴掘専用機
（岩・コンクリートには使用できません）

●軽量、スリムなボディーで持ち運びラクラク
●火花、騒音なし
●抜きカスを収納し、まとめて捨てられる
●�長尺レールも、レールを持たずに手ばなしで
穴あけ作業できる

●付属ダイス
　MKB-D120：Φ10mm
　MKB-D121：Φ13mm
［対応レール］
ダクトチャンネル、レースウェイ、パイプハンガー
幅：40mm
高さ：45mm以下
厚さ：鉄2.0mm以下
　　ステンレス1.5mm以下

※D2は、ステンレスは切断できません。

MKB-D122-2

MKB-D122-3

●薄刃1本物
●取付ネジ径：M27ネジ
●スパナがかり：4面
●有効長：250mm
●�適用機種：STS-095,�STS-
135,�STS-165

● �呼径100mm以上のビットには
カントレタイプ採用

サイズ呼径
（外径） 品　番 標準販売価格

28mm STS-28B ¥ 22,800
32mm STS-32B ¥ 25,000
40mm STS-40B ¥ 28,000
52mm STS-52B ¥ 34,900
65mm STS-65B ¥ 40,900
70mm STS-70B ¥ 44,000
75mm STS-75B ¥ 45,500
80mm STS-80B ¥ 50,000
90mm STS-90B ¥ 54,600

サイズ呼径
（外径） 品　番 標準販売価格

100mm STS-100B ¥ 59,100
110mm STS-110B ¥ 66,700
120mm STS-120B ¥ 74,200
130mm STS-130B ¥ 83,300
140mm STS-140B ¥109,000
150mm STS-150B ¥ 95,400
160mm STS-160B ¥108,000
170mm STS-170B ¥120,000
180mm STS-180B ¥129,000

STS-095

最大穿孔能力 消費電力 品　番 標準販売価格
130mm 1500W STS-095 ¥ 215,000 
180mm 1700W STS-135 ¥ 299,000 
210mm 1900W STS-165 ¥ 360,000 

全長 質量 品　番 標準販売価格
680mm 5kg MKB-D120 ¥ 67,000
680mm 5kg MKB-D121 ¥ 67,500

交換用ダイス 品　番 標準販売価格
Φ10mm（パンチ、ダイセット） MKB-D122-2 ¥ 14,000
Φ13mm（パンチ、ダイセット） MKB-D122-3 ¥ 14,500

替刃 品　番 標準販売価格

D1ステンレス・鉄兼用
可動刃D1SUS MKB-D105-1 ¥ 39,000
固定刃D1SUS MKB-D105-2 ¥ 39,000

D2ダクトチャンネル
DP2レースウェイ用（※）

可動刃D2 MKB-D100-1 ¥ 39,000
固定刃D2 MKB-D100-2 ¥ 39,000

品名 仕様 品　番 標準販売価格
EXレースウェイカッター
SUS・鉄兼用

D1ステンレス・鉄
DP1レースウェイ用 MKB-D105 ¥ 165,000

EXレースウェイカッター
D2

D2ダクトチャンネル
DP2レースウェイ用 MKB-D100 ¥ 165,000

品　名 内　容 オーガー径 品　番 標準販売価格
アースドリルオーガーセット 本体・オーガー・エクステンション φ150mm AO-1150S ¥ 480,000 
アースドリルオーガーセット 本体・オーガー・エクステンション φ200mm AO-1200S ¥ 489,000 

オーガー 全長900mm用オーガーのみ φ150mm AO-150 ¥ 67,800 
エクステンション エクステンション継足し用全長900mm φ150mm AO-150E ¥ 48,500 
オーガー 全長900mm用オーガーのみ φ200mm AO-200 ¥ 73,900 

エクステンション エクステンション継足し用全長900mm φ200mm AO-200E ¥ 52,600 

品　番 STS-095 STS-135 STS-165
全　高 564mm 606mm 606mm
ベース横幅 119mm 146mm 146mm
ベース奥行 154mm 205mm 205mm
全ストローク 335mm 348mm 348mm
モーター込質量 8.1kg 12.3kg 13.3kg
搭載モーター名 H1011 H1511 H1521
無負荷回転数 1000min-1 850min-1 1000/700min-1

外径寸法 475×500×375mm
質量 約12kg
電源 AC100V
出力 700W（整流子モーター）
始動停止 ピストルスイッチ（ロック可）
正逆回転 可変トグルスイッチ
電源コード 2m
オーガー回転数 300rpm

掘削性能
（関東ローム層）

φ150オーガーにて2m
φ200オーガーにて1.5m
地質により異なります。

スマートパンチャー EXレースウェイカッター（SUS・鉄 兼用）

●全長：1040mm
●質量：11kg

送料別途送料別途
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ネオシール

ネオシール

プラシール

プラシール

ネオシール

プラシール

プラシール

●粘着性に優れ伸びのよい不乾性タイプ
●�きめが細かく手にべとつかないため、薄く延ばして使用で
き、作業が簡易

●気密性に優れる

●粘着性に優れ伸びのよい不乾性タイプ
●�きめが細かく手にべとつかないため、薄く延ばして使用
でき、作業が簡易

●気密性に優れる
●低温時でも柔らかく、作業性が向上
●付着力を向上

●比重0.9の超軽量で、運搬負担が軽減
●柔らかく高い作業性
●硬化型タイプ、熱膨張性
●コンクリートになじみやすい色調
●国土交通大臣認定工法
　ケーブル防火区間貫通部1時間耐火

●�金属･コンクリート･モルタル・タイル・ガラス･木材・陶磁器等の
接着、補修に最適

●パテタイプのため、練り合わせが手で簡単にできる
●親水性があるので、湿った面でも接着可能
●無溶剤タイプのため、刺激臭がない

●粘着性に優れ伸びのよい不乾性タイプ
●�きめが細かく手にべとつかないため、薄く延ばして使用で
き、作業が簡易

●気密性に優れる

●狭い隙間を埋めやすい柔らかさ
●パテ状のため、開封後すぐに使用可
●乾燥硬化型
●国土交通大臣認定　不燃材料　NM-3918

●低温時でも柔らかく作業性が向上
●柔らかく高い作業性
●使いやすいスリット入
●硬化型タイプ、熱膨張性
●難燃性�UL-94�V-0レベル
●コンクリートになじみやすい色調
●国土交通大臣認定工法
　ケーブル防火区間貫通部1時間耐火

仕様 品　番 標準販売価格
1kgブロック NC-B-3 ¥ 1,250

仕様 品　番 標準販売価格
1kgブロック NC-B-W ¥ 1,400

仕様 品　番 標準販売価格
400gブロック NC-NF-11TF ¥ 1,450

仕様 品　番 標準販売価格
基剤250g＋硬化剤250g NC-E-189 ¥ 1,800

仕様 品　番 標準販売価格
1kgブロック NC-B-1 ¥ 1,500

仕様 品　番 標準販売価格
1kgブロック NC-FP-01 ¥ 2,200

仕様 品　番 標準販売価格
1kgブロック NC-NF-12HM ¥ 2,200

不活性化合成樹脂パテ

不活性化合成樹脂パテ

硬化型耐熱シール材

エポキシ系パテ状接着剤

不活性化合成樹脂パテ

硬化型不燃パテ

不乾性耐熱シール材

色調 ダークグレー
比重 2.0
難燃性 なし
硬化性 なし
電気絶縁体積抵抗率 3.9×1013

耐熱性 80℃・72hr
耐寒性 －20℃・72hr

色調 ホワイト
比重 2.0
難燃性 なし
硬化性 なし
電気絶縁体積抵抗率 1.7×1012

耐熱性 80℃・72hr
耐寒性 －20℃・72hr

色調 基剤：ブラック　硬化剤：ホワイト　
混合色：グレー

比重 1.9
可使時間 30分
硬度 63（24hrs後）　73（168hrs後）
引張り剪断強度 3300（24hrs後）

4100（72hrs後・168hrs後）
電気絶縁性Ω ∞

色 ライトグレー
比重 0.9
防水性 なし
硬化性 あり
国土交通省認定工法 ◎

色調 ライトグレー
比重 1.99
難燃性 あり
硬化性 なし
電気絶縁体積抵抗率 6.1×1013

耐熱性 80℃・72hr
耐寒性 －20℃・72hr

色調 ライトグレー
比重 2.1
防水性 なし
硬化性 あり

色 グレー
比重 1.6
防水性 あり
硬化性 あり
国土交通省認定工法 ◎

基剤

硬化剤
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廃棄電線ストリッピングマシン

電動油圧式圧着工具

●高トルク力で、CV、CVTの面倒な2回分別が不要
●トルク力で、分別仕上がりが良好！長い電線もきれいに分別
●トルク力で、撤去電線のクセ（方向）の影響が少ない
●電線サイズ調整はシンプル！計測器不要！ラフなセットでOK！

●投入口は電線を投入しやすい高さに設計
●電線を投入する向きは自由
●電線サイズに関係なくきれいに分別可能
●供給電源：AC100V��50/60Hz

●早送り付でスピード圧着
●スピードコントロール付で仮押さえが簡単
●作業終了時にポーンという確認音
●オプションアタッチメントでマルチ工具に早変わり

ケーブルカッター ケーブルカッター

適用電線
種類

使用
刃物

適用サイズ
備考

NI-NC-CV200-2 NI-NC-CV325-6 NI-NC-CV500
CVT

回転
切刃

8～ 200mm2 8～ 325mm2 8～ 500mm2 1回分別
CV 8～ 200mm2 8～ 325mm2 8～ 500mm2 単芯後は1回分別

VVR（SV） 8～ 200mm2 8～ 325mm2 8～ 500mm2 単芯後は1回分別
IV 3.5 ～ 200mm2 3.5 ～ 325mm2 3.5 ～ 500mm2 1回分別

VVF（VA）

φ1.6φ2.0φ2.6単芯 φ1.6φ2.0φ2.6単芯 φ1.6φ2.0（2芯3芯）
φ2.6（2芯3芯）

回転切刃で外側被覆をむき、単
芯後分別（2回切り）

ローラ

φ1.6φ2.0
外側被覆付（2芯）

φ1.6φ2.0
外側被覆付（2芯）

φ1.6φ2.0φ2.6
外側被覆付（2芯3芯）

外側被覆ごとの1回分別可能
（※）

φ1.6φ2.0φ2.6単芯 φ1.6φ2.0φ2.6単芯 φ1.6φ2.0φ2.6単芯 回転切刃で外側被覆をむき、単
芯後ローラで分別（2回切り）

※状態によっては1回分別ができない場合がございます。

NI-NC-CV325-6

NI-NC-CV500

NI-NC-CV200-2

●仕様　切断能力
口径 φ56

切断能力
（例）

600VCV200×3芯（φ54）
600VCVT250mm2（φ54）
600VVVR150mm2×3芯（φ52）

切断時間 600VCV200mm2×3芯約12秒
切断回数 CVT600VCV200mm2約148本
質量 1800g
※活線、ピアノ線、ACSR、鉄線等は切断できません。
※素線径1mm以下のケーブルは切断できません。

CS-EV-250DL標準セット
押ダイス（インデンター）：5個
受ダイス（ネスト）：7個
電池パック（CS-EB-0600）
充電器（CS-EC-4010）
アルミ収納ケース■本体　CS-EV-250DL

モーター電圧 DC14.4V/18V
公称出力 125kN
圧着範囲 14～ 250mm2

外径寸法 長さ295×幅95×
高さ240mm

質　量 4.3kg
圧着回数 約130回（250mm2）

■充電器　CS-EC-4010
電　源 AC100V
消費電力 198W
充電時間 約40分（実用）
質　量 960g

■電池パック　CS-EB-0600
種　類 リチウムイオン
電　圧 DC18V
質　量 720g
適用充電器 CS-EC-4010

●仕様　切断能力
口径 φ46

切断能力
（例）

600VCV150×3芯（φ46）
600VCVT150mm2（φ47）
600VVVR100mm2×3芯（φ47）

切断時間 600VCV150mm2×3芯約12秒
切断回数 CVT600VCV150mm2約185本
質量 1750g
※活線、ピアノ線、ACSR、鉄線等は切断できません。
※素線径1mm以下のケーブルは切断できません。

モータ
切刃処理速度（平均）

サイズ（幅×奥行×高さ） 質量 品　番 標準販売価格
全種類 VVFφ1.6mm IV60mm2

単相400W
約14m/min － － 410×245×620mm 約51kg NI-NC-CV200-2 ¥ 774,000
約14m/min － － 410×245×620mm 約51kg NI-NC-CV325-6 ¥ 830,000

単相750W 約10m/min 約9.2m/min 約16m/min 716×315×492mm 約58kg NI-NC-CV500 ¥ 848,000

名　称 品　番 標準販売価格
標準セット CS-EV-250DL ¥ 495,000 

圧着ダイスなしセット CS-EV-250DLA ¥ 368,000 
収納ケース（スチール製） CS-200C ¥ 29,000 

電池パック CS-EB-0600 ¥ 41,000 
充電器 CS-EC-4010 ¥ 23,500 

18Vバッテリー搭載で登場！  コードレス電動油圧式圧着工具

CS-EV-250DL用 アタッチメント
切れ味抜群カニばさみ方式

CS-EV-250DL用 アタッチメント
切れ味抜群カニばさみ方式

コネクターの呼び 押ダイス（インデンター） 受ダイス（ネスト） 電線抱合容量（mm2）適用（CS-EV-250DL）
14 14～ 22

（CS-OD-14-22）
14（CS-UD-14） 10.52～ 16.78 ●

22 22～ 38
（CS-UD-22-38）

16.78～ 26.66 ●
38 38～ 60

（CS-OD-38-60）
26.66～ 42.42 ●

60 60（CS-UD-60） 42.42～ 60.57 ●
70

70～ 150
（CS-OD-70-150）

70～ 100
（CS-UD-70-100）

60.57～ 76.28 ●
80 76.28～ 96.30 ●
100 96.30～ 117.20 ●
150 150（CS-UD-150） 117.20～ 152.05 ●
200 200（CS-OD-200） 200（CS-UD-200） 192.60～ 242.27 ●
250 250（CS-OD-250） 250（CS-UD-250） 250 ●

■コネクターとダイスの組合せ

名　称 品　番 標準販売価格

押ダイス
（インデンター）

CS-OD-14-22 ¥ 13,200 
CS-OD-38-60 ¥ 13,200 
CS-OD-70-150 ¥ 13,200 
CS-OD-200 ¥ 14,500 
CS-OD-250 ¥ 16,000 

受ダイス
（ネスト）

CS-UD-14 ¥ 13,200 
CS-UD-22-38 ¥ 13,200 
CS-UD-60 ¥ 13,200 
CS-UD-70-100 ¥ 13,200 
CS-UD-150 ¥ 13,200 
CS-UD-200 ¥ 14,500 
CS-UD-250 ¥ 16,000 

■ダイス一覧表

品　番 標準販売価格
CS-CCH-560A ¥142,000

品　番 標準販売価格
CS-CCH-460A ¥136,000
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レースウェイカッター

マルチ圧縮

ノックアウトパンチ

付属ダイス 品　番 標準販売価格
－ CS-EVR-40W ¥ 155,000 
DS-1 CS-EVR-40W-D1 ¥ 218,000 
DS-2 CS-EVR-40W-D2 ¥ 229,000 

●T型圧縮ダイス

●切断能力
　鉄筋コンクリート用棒鋼（SD-35以下）� φ16以下
　軟鋼（SS400）棒� � φ16以下
　ステンレス（SUS304相当）� φ12以下
●切断回数
　D-10：約465回
　D-13：約316回
　D-16：約158回

●圧縮種類
　T型コネクター
　C型コネクター
　圧縮端子
　銅直線

●切断能力
　W3/8,�W1/2,�M8,�M10,�M12
●切断回数
　W3/8　軟鋼（SS400）：約290回
　W3/8　ステンレス（SUS304相当）：約232回
　W1/2　軟鋼（SS400）：約145回
※�標準付属品：ヨークEVS（ヘッド）及びカッター
EVSC（押ダイス）、ダイスA-W3/8、A-W1/2付

鉄筋カッター 全ネジカッター
CS-EV-250DL用 アタッチメント
シャープな切れ味

CS-EV-250DL用 アタッチメント

CS-EV-250DL用 アタッチメン
ト

CS-EV-250DL用 アタッチメント

CS-EV-250DL用
アタッチメント

CS-EV-250DL用 アタッチメント　バリなし切断・ダイス交換式・メジャー付

CS-EV-250DL用 アタッチメント
ネジ山もつぶさずスパッと切断

品　番 標準販売価格
CS-EVS-12 ¥133,000

品　番 標準販売価格
CS-T-20 ¥ 25,000
CS-T-26 ¥ 25,000
CS-T-44 ¥ 25,000
CS-T-60 ¥ 25,000
CS-T-76 ¥ 25,000
CS-T-98 ¥ 25,000
CS-T-122 ¥ 25,000
CS-T-154 ¥ 25,000
CS-T-190 ¥ 25,000
CS-T-240 ¥ 25,000

品　番 標準販売価格
CS-EV2-T240 ¥ 99,000

品　番 標準販売価格
CS-EVK-4 ¥141,000

品　番 標準販売価格
CS-EVT-122 ¥163,000 品　番 標準販売価格

CS-EVF-100 ¥136,000

品　番 標準販売価格
CS-EVD-16 ¥ 94,000

●レールカッター
ダイス 切断回数

DS-35 オムロンPFP-100Nの及び同タイプレール
和泉電気BAA（オムロン・和泉電気兼用）

●仕様
ダイス 適用切断物
DS-IL D1,DP1,DLE-030（SUSはできません）
DS-1 S-D1（SUS）,DP1,DLE-030,D1
DS-2 D2（SUSはできません）
PS-1 P25
PS-2 P40
※ダイスはオプションです

■T型圧縮ダイス
ダイス名称 適用電線mm2 適用電線組み合わせ例mm2

T-20 14～ 20 8+8 14+2 14+3.5 14+5.5
T-26 21～ 26 14+8 22+2 22+3.5
T-44 27～ 44 14+14 22+5.5 22+8 22+14 22+22 38+2 22+5.5
T-60 45～ 60 38+8 38+14 38+22
T-76 61～ 76 38+38 60+2 60+3.5 60+8 60+14
T-98 77～ 98 60+22 60+38
T-122 99～ 122 60+60 100+2 100+3.5 100+5.5 100+8 100+14 100+22
T-154 123～ 154 100+38 150+2 150+3.5
T-190 155～ 190 100+60 150+5.5 150+8 150+14 150+22 150+38
T-240 191～ 240 100+100 150+60 200+2 200+3.5 200+5.5 200+8 200+14 200+22 200+38

■圧縮端子
ダイス名称 適用電線mm2

CT-12 8～ 14
CT-14 22～ 38
CT-19 45～ 70
CT-23 75～ 100
CT-26 110～ 125
CT-29 150

■C型コネクター
ダイス名称 適用電線mm2

U-22 14×14,22×14,22×22
U-38 38×14,38×22,38×38

U-60 60×14,60×22
60×38,60×60

U-100 100×38,100×60,100×100

■銅直線
ダイス名称 適用電線mm2

S38,S60,
S80,S100,
S125,S150,
S200

14-200

※�六角銅圧縮ダイス（8～100mm2）
も使用できます（オプション）
※�標準付属品：ヨーク（ヘッド）・ダイス
（T-20～T-122）各1組（計7組）

●圧縮範囲　T型コネクター　T-20～ T-122　コネクターとダイスの組合せ
コネクター及び
ダイス名称

適用電線
断面積 適用電線組み合わせ例mm2

T-20 14～ 20mm2 8+8 14+2 14+3.5 14+5.5
T-26 21～ 26mm2 14+8 22+2 22+3.5
T-44 27～ 44mm2 14+14 22+5.5 22+14 22+22 38+2 38+5.5
T-60 45～ 60mm2 38+8 38+14 38+22
T-76 61～ 76mm2 38+38 60+2 60+3.5 60+5.5 60+8 60+14
T-98 77～ 98mm2 60+22 60+38
T-122 99～ 122mm2 60+60 100+3.5 100+5.5 100+8 100+14 100+22

●圧縮範囲
　銅圧縮端子・スリーブ8～ 100mm2

※T型ダイス（T-20～T-122）も使用できます（オプション）
※標準付属品：ヨーク（ヘッド）ダイス（CU-12～CU-23）各1組（計4組）

※打抜き材はSS400（SPCC等）または相当品。SUS材の打抜きは1.5mmまでとなります。

圧縮適用 ダイス 適用電線mm2

モールドジスコン用
CU-12 14～ 22

CM-22（オプション） 38～ 60
KLT開閉器（パス） CU-23 100（300A用）

パットマウント用
CM-16（オプション） 14～ 38
CM-22（オプション） 60

●ダイスの種類と適用電線
ダイス 適用電線mm2

CU12 8～ 14
CU14 22～ 38
CU19 45～ 70
CU23 75～ 100

T型圧縮 銅圧縮（六角）

薄鋼電線管用
呼び径 15 19 25 31 39 51 63 75
実径 17.9 20.0 26.3 32.7 39.0 51.7 64.4 77.1

厚鋼電線管用
呼び径 16 22 28 36 42 54 70 82 92 104
実径 21.9 27.4 34.2 42.8 48.7 60.5 76.0 88.8 102.5 115.2

板厚（軟鋼） 3.2mmまで（※）
下穴径 φ11以上 φ20以上
ボルト 3/8×3/4段付ボルト 3/4ボルト
スリーブ S S+SS S 不要

●セット内容
　本体、ボルト（3/8×3/4,�3/4）
　スリーブ（2個）、収納ケース
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リリアム 端子圧着セット
油圧工具の最先端！
油圧マルチパワーツール 250mm2端子圧着セット

リリアム用 アタッチメント

リリアム用 アタッチメント

リリアム用 アタッチメント

品　番 標準販売価格
NI-NC-M-CD250 ¥166,700

●36Vブラシレスモータ
●世界最速！�250mm2��圧着完了7秒台！
（戻し前の計測平均値）
●バッテリーはお買い上げ日から2年、ま
たは充電回数1500回を保証

●能力
　T型コネクタ：T20～T190mm2
●サイズ：幅65×奥行191×高さ100mm
●質量：2.7kg（本体ヘッドのみ）

●能力
　T型コネクタ：T20～T240mm2
　六角圧縮：8～150mm2
●サイズ：幅90×奥行68×高さ143mm
●質量：2.0kg
●ダイス別売

左記オスダイス4点、メスダイス6点のセット

品　番 標準販売価格
端子圧着セット NI-NC-AVA250A ¥ 540,000 
端子圧着セット NI-NC-AVA250B ¥ 540,000 

品　番 標準販売価格
リチウムイオンバッテリー（2.5Ah）NI-BSL-36A18 ¥ 53,000 
リチウムイオンバッテリー（4.0Ah）NI-BSL-36B18 ¥ 60,000 

充電器 NI-UC18YDL ¥ 41,000 

ダイス名 品　番 標準販売価格
T-20 NI-T122-D20 ¥ 17,800 
T-26 NI-T122-D26 ¥ 17,800 
T-44 NI-T122-D44 ¥ 17,800 
T-60 NI-T122-D60 ¥ 17,800 
T-76 NI-T122-D76 ¥ 17,800 
T-98 NI-T122-D98 ¥ 17,800 
T-122 NI-T122-D122 ¥ 17,800 
T-154 NI-ETS190-D154 ¥ 25,500 
T-190 NI-ETS190-D190 ¥ 25,500 

品　番 標準販売価格
NI-ETS190-AD ¥ 7,700 

ダイス名 品　番 標準販売価格
T-20 NI-T240-D20NC ¥ 24,600 
T-26 NI-T240-D26NC ¥ 24,600 
T-44 NI-T240-D44NC ¥ 24,600 
T-60 NI-T240-D60NC ¥ 24,600 
T-76 NI-T240-D76NC ¥ 24,600 
T-98 NI-T240-D98NC ¥ 24,600 
T-122 NI-T240-D122NC ¥ 24,600 
T-154 NI-T240-D154NC ¥ 24,600 
T-190 NI-T240-D190NC ¥ 24,600 
T-240 NI-T240-D240NC ¥ 24,600 

ダイス名 品　番 標準販売価格
14 NI-400A-CU8-14-12 ¥ 24,600 
38 NI-400A-CU22-38-14 ¥ 24,600 
70 NI-400A-CU45-70-19 ¥ 24,600 
100 NI-400A-CU75-100-23 ¥ 24,600 
125 NI-400A-CU110-125-26 ¥ 24,600 
150 NI-400A-CU150-29 ¥ 24,600 

セット内容
・リリアム本体
・端子圧着ヘッドセット
　（NI-NC-M-CD250）
・リチウムイオンバッテリー
　（品番により付属のバッテリーが違います。
　下記参照）
・充電器（NI-UC18YDL）

■コネクターとダイスの組合せ

■T型コネクタ用ダイス（別売） ■ダイスセット用アダプタ（別売）

●T-122以下のダイスは、ダイスセット用ア
ダプタが必要です。アダプタにダイスをセッ
トした後、本体にセットしてください。

●T-154、T-190のダイスにはアダプタは
不要です。

■T型コネクタ用ダイス（別売） ■六角圧縮用ダイス（別売）

■端子圧着ヘッドセット

名称 品　番 標準販売価格

オス
ダイス

NI-NC-M-C22 ¥ 13,700 
NI-NC-M-C70 ¥ 13,700 
NI-NC-M-C150 ¥ 13,700 
NI-NC-M-C250 ¥ 13,700 

メス
ダイス

NI-NC-M-D38 ¥ 26,500 
NI-NC-M-D70 ¥ 26,500 
NI-NC-M-D100 ¥ 26,500 
NI-NC-M-D150 ¥ 26,500 
NI-NC-M-D200 ¥ 26,500 
NI-NC-M-D250 ¥ 26,500 

呼び 電線抱合容量（mm2）適応オスダイス 適応メスダイス
14 10.52～ 16.78

NI-NC-M-C22
NI-NC-M-D3822 16.78～ 26.66

38 26.22～ 42.42
NI-NC-M-C7060 42.42～ 60.57

NI-NC-M-D70
70 60.57～ 76.28
80 76.28～ 96.3

NI-NC-M-C150
NI-NC-M-D100

100 96.3 ～ 117.2
150 117.2 ～ 152.05 NI-NC-M-D150
200 192.60～ 242.27

NI-NC-M-C250
NI-NC-M-D200

250 250 NI-NC-M-D250

ダイス

T型コネクタ圧縮ヘッド

品　番 標準販売価格
NI-NC-M-T190C ¥156,000

品　番 標準販売価格
NI-NC-M-T240 ¥112,000

T型コネクタ六角圧縮兼用ヘッド

品　番 出力 油量 サイズ（mm） 質量 充電時間 使用回数 付属バッテリー
NI-NC-AVA250A 122kN 88ml 長さ288×幅82×高さ256 4.3kg 約25分 688回（14mm2） 128（250mm2） NI-BSL-36A18×2個
NI-NC-AVA250B 122kN 88ml 長さ288×幅84×高さ262 4.6kg 約40分 1017回（14mm2）229（250mm2） NI-BSL-36B18×1個

NI-NC-AVA250A

NI-ETS190-D154

NI-ETS190-D190

NI-ETS190-AD

NI-NC-AVA250B
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NI-NC-M-A33

装着時

NI-NC-M-A54A

マイコンミニミニ
IMC-MIMI

マイコン82
IMC-82

マイコン104
IMC-104

マイコンシリーズ

リリアム用 アタッチメント
T型コネクタ圧縮の標準型

リリアム用 アタッチメント
作業性のよいカニバサミ方式

超小型コンジェットマシン（ネジ切り機）

●サイズ：幅83×奥行60×高さ84mm
●質量：0.9kg
●付属圧縮ダイス：T-20～T122（7組）

●�高圧ケーブル接続作業の能率と安全性の向上に主眼
をおいて開発製造された信頼の置ける圧縮工具

●早送り装置付で作業が早い
●ハンドル部に耐電圧ゴムカバー（20000V）使用
●スチールケース付　
●最大出力：78kN（8tonf）
●全長：490mm　
●質量：3.6kg
※ダイス、ダイスカラーは別売です。
※�T形コネクター（T-20～T-122）にはダイスカラー
を使用してください。

●パイプに外ネジ切り+切断
●小型・軽量、簡単に持ち運びできる
●電気的に回転数を切り換え、スイッチひとつで、低速・高速自由自在
●スライド部分の軽量化など各種の改良により、切削時間を大幅に短縮
●曲管もOK　パイプ固定方式
●�オープンボタンで任意ストップ可能　ダイヘッド自動開閉装置付で、安全確実に
作業をストップ

●無駄を省いた切削油循環方式採用　ダイヘッド操作に連動する自動給油併用

ダイス名 品　番 標準販売価格
T-20 NI-T122-D20 ¥ 17,800 
T-26 NI-T122-D26 ¥ 17,800 
T-44 NI-T122-D44 ¥ 17,800 
T-60 NI-T122-D60 ¥ 17,800 
T-76 NI-T122-D76 ¥ 17,800 
T-98 NI-T122-D98 ¥ 17,800 
T-122 NI-T122-D122 ¥ 17,800 

ダイス名 品　番 標準販売価格
T-20 CS-CT-T20 ¥ 18,500 
T-26 CS-CT-T26 ¥ 18,500 
T-44 CS-CT-T44 ¥ 18,500 
T-60 CS-CT-T60 ¥ 18,500 
T-76 CS-CT-T76 ¥ 18,500 
T-98 CS-CT-T98 ¥ 18,500 
T-122 CS-CT-T122 ¥ 18,500 
T-154 CS-CT-T154 ¥ 24,900 
T-190 CS-CT-T190 ¥ 24,900 

ダイスカラー CS-CT-DK ¥ 16,000 

■T型コネクタ用ダイス（別売）

■T型圧縮ダイス

T型コネクタ圧縮ヘッド

銅線圧縮工具

ケーブルカッタヘッド

品　番 標準販売価格
NI-NC-M-T122 ¥185,400

品　番 標準販売価格
CS-CT-8 ¥238,000

装着時

サイズ（幅×奥行×高さ） 質量 使用回数 品　番 標準販売価格
113×83×167mm 2.2kg 約50回 NI-NC-M-A33 ¥137,000
159×83×185mm 2.3kg 約36回 NI-NC-M-A54A ¥172,000

適応電線
仕上外径

NI-NC-M-A33 NI-NC-M-A54A

600V-CV 325mm2単芯
60mm23芯

（φ31まで）
（φ31まで）

500mm2単芯
200mm23芯

（φ38まで）
（φ54まで）

600V-CVT 60mm23芯（φ33まで）200mm23芯（φ55まで）
600V-IV 400mm2 （φ31まで） 500mm2 （φ35まで）
600V-VVR 38mm23芯（φ28まで）200mm23芯（φ53まで）

6600V-CV 150mm2単芯（φ29まで）500mm
2単芯

60mm23芯
（φ43まで）
（φ46まで）

6600V-CVT － 60mm23芯（φ50まで）

品　番 能力 モーター 標準付属ダイヘッド チェザー

IMC-MIMI C19～ 39
PF16～ 36 300W 1台（C19～ 39、PF16～ 36）

2組
（PF16～ 22、
28～ 36）

IMC-82 C19～ 75
PF16～ 82

高速610W
低速750W 2台（C19～ 39、PF16～ 36）（C51～ 75、PF42～ 82）

4組
（PF16～ 82）

IMC-104 C19～ 75
PF16～ 104

高速610W
低速750W 3台

（C19～ 39、PF16～ 36）
（C51～ 75、PF42～ 82）

（PF92～ 104）

5組
（PF16～
104）

品　名 サイズ（mm） 質量 品　番 標準販売価格
マイコンミニミニ 幅290×奥行250×高さ280 18kg IMC-MIMI ¥ 370,000 
マイコン82 幅640×奥行460×高さ350 38kg IMC-82 ¥ 630,000 
マイコン104 幅680×奥行460×高さ390 45kg IMC-104 ¥ 782,000 
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エアープラズマ切断機

充電式インパクトドライバー 充電式インパクトドライバー

充電式ドライバドリル

エアープラズマ切断機送料別途 送料別途

コード類が本体に完全収納！正面パネルにすべてが集結！

クラス最短99.4mmのショートボディ クラス最強トルク180N・m

現場に合わせて様々な握り方ができる

プロが選ぶ100V専用　軽量・小型設計
●定格周波数：50/60Hz兼用　●エアー流量：100L/min
●スタート方式：パイロットアーク方式
●電源コード：3.5sq×3芯（アース線含）7m
●トーチコード：40A（60%安全装置付）6m
●アースコード：5.5sq�4m�プレス製アースクリップ付
※コンプレッサーは別売。

●�PFC（力率改善）機能つきで、電圧降下に対
して有効。電力をより効率的に使用できる

●�パイロットアークにより、ノンタッチでアーク
スタートが可能

●入力電圧：AC100V
●入力容量：2.3kVA
●定格出力：DC15A
●定格使用率：40%
●切断能力
　軟鋼�4.0mm
　ステンレス�3.0mm
●必要エアー圧：0.35～0.45MPa
●電源コード：約3m　●トーチコード：約4m
●アースコード：約3m
※コンプレッサーは別売。

●5つのモード切り替えが片手で操作できるサイドボタン
●ネジ締め能力　小ネジ：M4～M8　ボルト：M5～M14
　高力ボルト：M5～M12
●トルク：165N・m
●�回転数（min-1）：強�0～2900、中�0～2000、弱�0～
900、テクスモード�0～2900、ロックオンモード�0～
2500

●打撃数（min-1）：強�0～4400、中�0～3300、弱�0～
1500、テクスモード�0～1800
●電池パック：リチウムイオン18V・1500mAh、リチウム
イオン18V・6000mAh
●充電器入力電源：単相100V
●充電器質量：0.79kg
■付属品：充電器、電池パック×2（1500mAh、
6000mAh各1）、ベルトフック、キャリングケース

●106mmのショートボディ
●5つのモード切り替えが片手で操作できるサイドボタン
●ネジ締め能力　小ネジ：M4～M8　ボルト：M5～M16
　高力ボルト：M5～M14
● �回転数（min-1）：強�0～2900、中�0～2100、弱�0～
1000、テクスモード�0～2900、ロックオンモード�0～
2500

● �打撃数（min-1）：強�0～4100、中�0～2400、弱�0～
1200、テクスモード�0～1600

●電池パック：リチウムイオン18V・6000mAh
●充電時間：約47分
●充電器入力電源：単相100V
●充電器質量：0.79kg
■�付属品：充電器、電池パック×2、ベルトフック、キャリング
ケース

●最適なトルクが選べる11段クラッチ
●最大穴あけ能力：鉄工5mm　木工6mm
●ネジ締め能力：木ネジ3.8×38mm
●チャック能力：対辺6.35mm六角ビット
●トルク：5N・m　
●クラッチ作動トルク：0.9～2.0N・m�11段
●回転数：250min-1
● �サイズ：
　ストレート型時�長さ282×幅45×高さ53mm、
　�ピストル型時�長さ227×幅45×高さ132mm
●質量：0.48kg
● �電池パック（内蔵）：リチウムイオン3.6V・1300mAh
●充電時間：約60分
●�充電器入力電源：単相100V
●充電器質量：0.1kg
■�付属品：充電器、＋ドライバビット（No.1×75mm、
No.2×65mm）

サイズ 質量 品　番 標準販売価格
287×446×343mm 16kg SZ-APC-40 ¥329,000

サイズ 質量 品　番 標準販売価格
151×471×251mm 8.3kg SZ-APC-15S ¥183,000

定格一時電圧（自動切替） 単相100V 単相200V
定格入力容量 2.5kVA 6.8kVA
出力電流 DC8～ 15A DC10～ 40A
定格使用率 100% 60%

エアー圧力 0.2～
0.3MPa

0.4 ～
0.5MPa

切断能力
軟鉄 4mm 10mm

ステンレス 3mm 9mm
アルミ 2mm 6mm

装着電池パック充電時間 サイズ（長さ×幅×高さ）本体質量
1500mAh 約24分 99.4×79×217mm 1.1kg
6000mAh 約47分 99.4×79×237mm 1.4kg

品　番 標準販売価格
RY-DID-11XR ¥ 92,400

品　番 標準販売価格
RY-BD-361 ¥ 14,400

トルク サイズ（長さ×幅×高さ）本体質量 品　番 標準販売価格
180N・m 106×79×240mm 1.5kg RY-DID-10XR ¥ 99,400

ドリル
正逆バリアブルスイッチ採用
●連続作業に便利なスイッチロックボタン付
●サイズ：長さ352×幅80×高さ153mm
●質量：2.1kg
●最大穴あけ能力：
　鉄工13mm　木工30mm
●チャック能力：1.5～13mm
●回転数：0～1100min-1
●電源：単相100V
●コード長さ：2.5m
■付属品：チャックハンドル、補助ハンドル

品　番 標準販売価格
RY-AD-1300VR ¥ 22,400

充電式ドライバドリル
用途がワイド（ネジ締付・穴あけ作業に）
●チャック能力：1.5～13mm
●充電器入力電源：単相100V
●充電器質量：0.8kg
■付属品：充電器、電池パック×2、ベルトフック、キャリングケース●電池パック

　リチウムイオン
　14.4V・1500mAh
●充電時間約27分

●電池残量表示機能
●電池パック
　リチウムイオン
　14.4V・5000mAh
●充電時間約50分
●ドライバビット付
　（No.2×65）

RY-DDM-143-L5RY-DDM-1410-L1

最大穴あけ能力（mm）ネジ締め能力（mm） 回転数（min-1） トルク（N・m） サイズ
（長さ×幅×高さ）

本体
質量 品　番 標準販売価格

鉄工 木工 木ネジ 小ネジ 高速 低速 高速 低速 クラッチ

13
25 6.2×50 ― 0～ 1100 0～ 300 9 34 20段

0.8～4.4
189×82×227mm 1.4kg RY-DDM-1410-L1 ¥ 63,000

27 6.8×50 ― 0～ 1300 0～ 350 10 38 189×82×246mm 1.7kg RY-DDM-143-L5 ¥ 81,000
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高速切断機

充電式小型レシプロソー

ハンマードリル

鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に　クイックバイス機構

フィードバック制御機能でスムーズな切断を実現

830W、穴あけ26mmのハイスペック

●切込深さの調整が可能なストッパボルト付
●砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構
●電源：単相100V��50/60Hz　
●電流：15A　
●消費電力：1450W　
●コード長さ：2.5m
■付属品：切断砥石（本体装着）、両口スパナ

●作業にあわせて3段階でストローク数を調節
●3段階のストローク数でロックオンができる
●3種類のブレードホルダ付
　（ツールレス、レシプロソー刃用、ジグソー刃用）
●集じん機と接続ができる集じんアダプタキット付
●サイズ：長さ349×幅79×高さ123mm
●本体質量：1.8kg
●切断能力：塩ビパイプ120mm、木材55mm、
　軟鋼材3.5mm
●ストローク数（min-1）：高速�0～3900、
　中速�0～3600、低速�0～3300、
●ストローク量：10mm
●充電時間：約47分
●電池パック：リチウムイオン18V・6000mAh
●充電器入力電源：単相100V
●充電器質量：0.79kg

■付属品：
　レシプロソーブレードNo.90
　六角棒レンチ3mm
　集じんアダプタキット
　ブレードホルダ
　充電器
　電池パック
　キャリングケース

●2モードタイプ「回転」「回転＋打撃」
●サイズ：長さ367×幅78×高さ214mm
●質量：2.7kg
●穴あけ能力：コンクリートビット26mm
　コアビット70mm
　鉄工13mm　木工32mm
●回転数：0～1100min-1
●打撃数：0～4600min-1
●電源：単相100V　●電流：8.8A
●消費電力：830W
●コード長さ：5m
■付属品：補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース

品　番 標準販売価格
RY-AED-2620VR ¥ 46,800

品　番 標準販売価格
RY-DRJ-11XR ¥110,000

SDS-plus

RY-AC-3051 RY-AC-3561

品　番

最大切断能力（mm）（幅×高さ）

90° 45° 90° 45° 90° 45° 90° 45°
RY-AC-3051 φ105 φ90 95×95 80×80 110×110 70×70 75×150 75×100
RY-AC-3561 φ120 φ102 120×120 102×102 130×130 92×92 75×211 75×130

砥石サイズ（mm） 回転数 サイズ（長さ×幅×高さ） 質量 品　番 標準販売価格
外径305内径25.4 4200min-1 586×290×658mm 16.5kg RY-AC-3051 ¥ 43,400 
外径355内径25.4 3550min-1 586×290×658mm 17kg RY-AC-3561 ¥ 45,400 

回転数 サイズ（長さ×幅×高さ）本体質量 品　番 標準販売価格
12000min-1 279×117×88mm 1.5kg RY-AG-111 ¥ 20,400
9500min-1 279×117×88mm 1.5kg RY-AG-111H ¥ 21,800

ディスクグラインダー
低いギアヘッドで狭いところへも入り込める
●極細握りで長時間作業でも疲れにくい
●防じん性に優れたラビリンス構造
●最大出力980Wのハイパワー
●二重絶縁
●電流：7.5A
●消費電力：730W
●コード長さ：2.5m
●砥石サイズ：外径100mm�内径15mm
■付属品：カニ目スパナ

ドリルシャープナー サーメットカッター
簡単操作でドリルビットの刃先を研磨 薄肉ステンレスから厚肉軟鋼までとにかく切れる
●2番すくい角が高精度に研磨
●サイズ：長さ280×幅110×高さ200mm
●質量：1.9kg
●能力：ドリル径φ3～13mm
　ドリル長さ80～170mm　ドリル先端角118°
●砥石寸法：外径50×厚さ13×内径12.7mm
●粒度：#80　●定格使用時間：5分
●回転数：13000min-1
●電源：単相100V　●コード長さ：1.8m
■付属品：砥石（WA）本体付、砥石（GC）超硬、
　ハイス用、ドリルクランプ、ドリルクランプ用
　スパナ、φ3～4用アタッチメント、L型レンチ、
　カードルーペ

●刃物全周フルカバーで安全、切粉ガードで安心
●ワンタッチバイスで素早く
●定格電流：15A　●消費電力：1400W
●無負荷回転数：2300min-1
●最大切断能力（mm）
　丸パイプ�φ120　角パイプ�110×110
　矩形�80×150　アングル�130×130
●角度切り：0°～45°　●電源コード：2.7m
●標準付属品：専用スパナ、保護メガネ�
●チップソー：外径φ355、内径φ25.4、
　　　　　　刃厚2.2mm、歯数84P

品　番 標準販売価格
RY-DBS-13 ¥ 42,800

質量 品　番 標準販売価格
21kg IISK-CTC355 ¥178,500
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IS-PJ-208A1
標準アタッチメントセット付

収縮チューブ
加工等

熱風集中させ、
はんだの溶解等

全長 品　番 標準販売価格
730mm MY-B13-730-18 ¥ 8,700 
835mm MY-B13-835-18 ¥ 10,500 
900mm MY-B13-900-18 ¥ 11,700 

防音パネル

バンドソーカッター

小型移動式発電機の防音、ハツリ作業の防音などに

フレーム回転方式を採用●ブレード接合部のひっかかりや跳ねが少なく、切断がスムーズ
●最適なピッチと歯形でガタつきを抑え滑らかな切れ味が持続
●厳選したバイメタル材の採用で、金属疲労が軽減

■用途　鋼管、電線管、ステンレスパイプ、銅管、樹脂
パイプ、リップ鋼、アングル鋼、平鋼、鉄筋、メタルモー
ル、ケーブルラック、レースウェイ、ハンガーレール、電
線、ケーブル、アルミサッシなど
● 幅：13mm　 ● 厚み：0.5mm
● 山数（1インチあたり）：18　 ● 入数：3本

■適合機種
 [MY-B13-730-18]
   アサダ　H60Eco
   ボッシュ　GCB18V-LI（H）
   パナソニック　EZ45A5
   リョービ　BSB-180
 [MY-B13-835-18]
   マキタ　PB181DRFX
 [MY-B13-900-18]
   日立　CB14DBL  CB18DBL

使用時サイズ：幅1100×長さ1100×高さ800mm
収納時サイズ：幅1100×厚さ200×高さ800mm
質量：11kg
使用可能発電機：幅550×長さ550×高さ550mmまで
　　　　　　　��出力2.6kVAまでの発電機を推奨

サイズ：上面φ500・下面φ600
　　　��×高さ300mm
質量：1kg
使い捨てタイプ
ブレーカーでの吊フック付

使用時サイズ（※）：幅1800×長さ1800×高さ800mm
収納時サイズ：幅1100×厚さ100×高さ800mm
質量：5kg
使用可能発電機（※）：幅700×長さ700×高さ600mmまで
　　　　　　　��　��出力5.5kVAまでの発電機を推奨
※MIN-B8070との組み合わせ時

使用時サイズ（※）：幅1500×長さ1500×高さ800mm
収納時サイズ：幅1100×厚さ50×高さ800mm
質量：3kg
使用可能発電機（※）：幅600×長さ600×高さ550mmまで
　　　　　　　��　��出力3.5kVAまでの発電機を推奨
※MIN-B8070との組み合わせ時

●最大切断能力
　○パイプ90°：φ100mm
　○パイプ45°：φ75mm
　□パイプ90°：100×150mm
　□パイプ45°：75×100mm
●電源：AC100V��50/60Hz
●消費電力：370W
●ブレードサイズ：幅13×厚0.65×長さ1470mm
●本体サイズ：長さ800×幅290×高さ670mm
●質量：22kg

品　番 標準販売価格
MIN-B8070 ¥160,000

品　番 標準販売価格
MIN-H3035 ¥ 26,000

品　番 標準販売価格
MIN-B8072 ¥ 86,000

品　番 標準販売価格
MIN-B8071 ¥ 46,000

品　番 標準販売価格
IIS-BC100 ¥220,000

バンドソーブレード 送料別途

+

+

＝

＝

部分防音タイプ

標準タイプ

標準型拡張パネル�（1枚追加）

標準型拡張パネル�（2枚追加）

MIN-B8070との組み合わせで使用

利用スペース
サイズ
一辺1100mm

利用スペース
サイズ
一辺1100mm

利用スペースサイズ

MIN-B8070との組み合わせで使用

人力ハツリ作業の部分防音に

2.1m2

3.1m2

利用スペース
サイズ
一辺
1100mm

1.2m2

持ち手
耐熱パネル

軽量遮音パネル

MIN-B8070

MIN-B8070

MIN-B8071

MIN-B8072

ブレーカー吊りフック

上面φ500
下面φ600

高さ
300mm

送料別途

熱風機 電工ドラム
熱風温度450℃　ベストセラーの標準熱風加工機 お求めやすいスタンダードタイプ

●定格消費電力：
　100V-1000W��50/60Hz
●スイッチ：3段切換スイッチ
　（切・送風・熱風）
●温風温度：450℃
●風量：0.18m3/min
●風速：1000m/min
●サイズ：
　本体径70×長さ213×高さ191mm
●質量：約750g

●電線許容電流：22A

KN-NP-304D
KN-NP-504D

KN-NP-E34
●アース

送料別途

品　番 標準販売価格
IS-PJ-206A1 ¥ 20,600
IS-PJ-208A1 ¥ 24,000

長さ 電線仕様 定格 品　番 標準販売価格
30m VCT2.0×2 15A/125V KN-NP-304D ¥ 15,800
50m VCT2.0×2 15A/125V KN-NP-504D ¥ 24,000
30m VCT2.0×3 15A/125V KN-NP-E34 ¥ 22,400
30m VCT2.0×3 15A/125V KN-NP-EB34 ¥ 35,900

KN-NP-EB34
●アース��
●漏電遮断器
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漏電保護専用 過負荷・漏電保護兼用

屋外型

電工ドラム（防雨型）

トリプルポッキン延長コード

三相ベンリータップ

防雨型ポッキン延長ブレーカ

ホタルコード

ポッキンゴムプラグ

プラグインポッキンブレーカ

プラコンインポッキンブレーカ

マジックリール

雨天屋外も安心の防雨型漏電しゃ断器付

アース付抜け止めコンセント お手元のコンセント（接地3P-20A-250V）から、電気工事なしで
2台または3台の機械を同時使用できる、お得で便利なタップ

コンセントパネルが回転しない

● 長さ：10m
● 電線仕様：VCT1.25×3
● 定格：15A/125V

● 長さ：10m
● 電線仕様：SVCT2.0mm2×2芯
● 定格：15A/125V  1500W

KN-PIPB-EBN
● 漏電保護専用
● 定格感度電流：15mA

KN-PIPB-EKN
● 過負荷・漏電保護兼用
● 過負荷：15A
● 定格感度電流：15mA

● 同時に複数の機械を作動可能
●  差込プラグを変えるだけで、モー

ターの正逆回転を簡単に選べる
（逆回転用コンセント付の場合）

●  タップ本体に吊り下げ金具が付い
て、壁や柱への取り付けが簡単

● 定格：3相接地極付・20A・250V
●コード長：約1m
●  サイズ：幅72×奥行270×高さ

55mm

コンセントが光る

●トリプルコンセント付漏電しゃ断器
● 過負荷・漏電保護兼用　 ●アース付
● 電線種：SVCT2.0mm2×3芯×450mm
● 定格：100V  15A  1500W
● 定格感度電流：15mA　 ● 過負荷：15A
● 漏電時作動時間：0.1秒以内

●プラグが斜めについているので、2口コンセントがムダなく使える
● 定格感度電流：15mA
● 定格周波数：50/60Hz
● 漏電時作動時間：0.1秒以内
● 電線仕様：極太ソフト電線 SVCT2.0mm2×3芯
● 電線長さ：1m（プラグ側0.7m＋コンセント側0.3m）
● 質量：0.6kg
● 防雨キャップ付

品　番 標準販売価格
KN-LT2-10 ¥ 5,860

品　番 標準販売価格
KN-PP-01 ¥ 1,700

品　番 標準販売価格
KN-PIPB-EBN ¥ 11,700
KN-PIPB-EKN ¥ 13,400

長さ 電線仕様 定格 品　番 標準販売価格
30m VCT2.0×3 15A/125V KN-NPW-E33 ¥ 31,900
30m VCT2.0×3 15A/125V KN-NPW-EB33 ¥ 39,300

色 品　番 標準販売価格
黒 KN-PPTVS-10EBK ¥ 6,900 
緑 KN-PPTVS-10EGN ¥ 6,900 

タイプ 品　番 標準販売価格
漏電保護専用 KN-PBWL-EBT ¥ 14,900

過負荷・漏電保護兼用 KN-PBWL-EKT ¥ 17,600

コンセント 品　番 標準販売価格
正回転用3個 SZ-3BT-20F ¥ 13,000

正回転用2個・逆回転用1個 SZ-3BT-20R ¥ 13,000

質量 品　番 標準販売価格
0.4kg KN-PIPB-EKT ¥ 16,300

長さ 電線仕様 定格 品　番 標準販売価格
30m VCT2.0×3 15A/125V KN-Z-E34 ¥ 27,100
30m VCT2.0×3 15A/125V KN-Z-EB34 ¥ 43,400

KN-NPW-EB33
● 防雨型
●アース
● 漏電遮断器

KN-Z-EB34
●アース
● 漏電遮断器

KN-NPW-E33
● 防雨型
●アース

KN-Z-E34
●アース

※ 写真の電気ドリルは
付属しません。

KN-PPTVS-10EBK

KN-PBWL-EBT

SZ-3BT-20F

SZ-3BT-20R

KN-PPTVS-10EGN

KN-PBWL-EKT
●電気を（15Aを超えて）使い過ぎると、通電を遮断
●短絡（ショート）時にも作動
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縦4本・横1本・地墨点

自動誘導グリーンレーザー墨出器

自動整準レーザーレベル

工業用内視鏡

●ダイレクトグリーンレーザー搭載
● 地墨合わせが自動で簡単にできる自動誘導モード
●  3Way電源！ 乾電池、専用リチウムイオン充電池、

AC100Vが使用可能
●  受光器側の操作で墨出器本体を旋回させるリモコ

ンモード
● 防塵・防水 IP54相当

セット内容
・本体 ・専用ケース ・誘導受光器 
・受光器用ロッドクランプ 
・単三乾電池×11個 ・ケース用肩掛けベルト 
・リチウムイオン充電池 ・専用充電器 
・レーザーグラス ・測量機用三脚アタッチメント

■本体仕様
● 光源：520nm 緑色半導体レーザー（ライン）
　650nm 赤色半導体レーザー（地墨）
● 線幅：1.5mm/5m
●  精度：水平・垂直 ±1mm/10m　鉛直 ±1mm/5m
●  電源：単三アルカリ乾電池×4個 または専用リチウムイオン

充電池 またはAC100V（レーザー部）
　単三アルカリ乾電池×4個（モータードライブ部）
●サイズ：φ106（ボディ部）×232mm　 ● 質量：1.85kg
■受光器仕様
●  検出精度：±0.5mm（15m以内）
　±1.0mm（35m未満）　±1.5mm（35m以上）
● 受光表示：高輝度LED及びブザー音　
● 電源：単三アルカリ乾電池×3個
●サイズ：170×58×35mm　 ● 質量：0.24kg

縦4本・横1本・地墨点

品　番 標準販売価格
S-GAG-41 ¥299,000

● 地墨合わせが自動で簡単にできる自動誘導モード
●  3Way電源！ 乾電池、専用リチウムイオン充電池、

AC100Vが使用可能
●  受光器側の操作で墨出器本体を旋回させるリモコ

ンモード
● 防塵・防水 IP54相当

● 振動に強いマグネットダンパー⽅式を採用
● 明るくシャープな高品質レンズ　正像表示
●ホコリや水に強いIP54防塵・防滴仕様
● 対物レンズ有効径：30mm　
● 倍率：24倍
● 視界（100m）：1°20′　
● 分解力：4.5″
● 最短合焦距離：0.60m
● 精度（1km往復標準偏差）：±2.0mm
● 水平目盛盤最小読取値：1°
● 自動補正範囲：±15′（磁気制御⽅式）
● 円形気泡管感度：8′／2mm
● 全長：190mm　
● 質量：1.26kg

● 光源：515nm緑色半導体レーザー
● 線幅：1.5mm/5m
● 精度：水平・垂直±1.5mm/5m
● 自動補正範囲：±3°
● 傾斜警告：有 レーザー光点滅
● 自動補正OFF機能：有
●ライン照射角：110°
● 電源：単三アルカリ乾電池×2個
●サイズ：70×66×46mm
● 質量：約152g（電池含まず）

● 光源：635nm赤色半導体レーザー
● 線幅：1.5mm/5m
● 精度：水平・垂直±1.5mm/5m
● 自動補正範囲：±3°
● 傾斜警告：有 レーザー光点滅
● 自動補正OFF機能：有
●ライン照射角：110°
● 電源：単三アルカリ乾電池×2個
●サイズ：70×66×46mm
● 質量：約152g（電池含まず）

● 使用範囲半径300mの自動整準レーザーレベル
● 電源を入れるだけで、±3.5°の範囲で自動的に整準
● IP54の防塵・防滴性能で、作業現場を選ばない
● 軽量コンパクトボディ

本体仕様
● 光源：可視光半導体レーザー　
● 波長・出力：635nm・約2mW、クラス3R
● 水平精度：±15°　 ● 自動整準範囲：±3.5°　
● 電源：単2アルカリ乾電池4個
● 使用時間：約20時間（アルカリ乾電池使用時）
● 測定範囲：半径0.5～300m
● 外形寸法：約205×155×205mm　
● 質量：約1.85kg（電池含まず）
受光器仕様
● 精度：±1mm（Hi）、±2.5mm（Lo）　
● 電源：9Vアルカリ乾電池1個
●オートパワーオフ：約7分
● 寸法：136×65×25mm　
● 質量：180g（電池含）

●  高輝度LED付CMOSカメラ ＆ 3.5インチカ
ラー液晶モニター

● 静止画・音声付動画を撮影
●  内蔵メモリ（128MB）の他、別売MicroSD

カード（最大16GBまで）に動画データを保存
● 動画保存時は音声も録音
● 防塵・防水 IP67相当（本体部 IP54相当）
● 180°回転機能・ズーム機能
● 高輝度白色LED照明（光量調整可能）
● 本体サイズ：268×60×100mm
●ケーブル長：1m
● 専用ハードケース入

セット内容
・本体 ・専用ケース ・誘導受光器 
・受光器用ロッドクランプ 
・単三乾電池×11個 
・ケース用肩掛けベルト 
・レーザーグラス 
・測量機用三脚アタッチメント

セット内容
・本体 ・専用ケース
・単三乾電池×2個 
・1/4inch L字金具

セット内容
・本体 ・専用ケース
・単三乾電池×2個 
・1/4inch L字金具

■本体仕様
● 光源：635nm（ライン） 650nm（地墨） 
　　　 赤色半導体レーザー
● 線幅：1.5mm/5m
● 精度：水平・垂直 ±1mm/10m
　鉛直 ±1mm/5m
● 電源：単三アルカリ乾電池×4個（レーザー部）
　単三アルカリ乾電池×4個（モータードライブ部）
●サイズ：φ106（ボディ部）×232mm　 ● 質量：1.85kg
■受光器仕様
● 検出精度：±0.5mm（15m以内）
　　　　　  ±1.0mm（35m未満）
　　　　　  ±1.5mm（35m以上）　
● 受光表示：高輝度LED及びブザー音　
● 電源：単三アルカリ乾電池×3個
●サイズ：170×58×35mm　 ● 質量：0.24kg

セット内容
・本体 ・球面専用三脚 ・収納ケース
・垂球 ・六角レンチ ・調整ピン
・レンズキャップ

品　番 標準販売価格
MZ-MJ-300 ¥178,000

セット内容
・本体
・受光器
・ロッドクランプ
・動作確認用乾電池
・本器収納ケース
・専用三脚

セット内容
・本体 ・専用ハードケース 
・1mケーブル ・単三乾電池×4個 
・カメラヘッド保護キャップ 
・先端金属カバー（S-SDI-55のみ） 
・USBケーブル ・AVケーブル 
・ソフトウェアCD

着脱式インターロック型
ケーブルの形状を
固定して使用

着脱式フレキシブル型
曲がった配管に
ケーブルを挿入

ケーブル外径φ12mm
最小曲げ半径50mm
S-SDI-120

ケーブル外径φ5.5mm
最小曲げ半径40mm
S-SDI-55

焦点距離 ケーブル外径 最小曲げ半径 質量 品　番 標準販売価格
50mm φ12mm 50mm 600g S-SDI-120 ¥ 63,000
10mm φ5.5mm 40mm 490g S-SDI-55 ¥ 80,000

品　番 標準販売価格
S-AGL-41 ¥138,000

品　番 標準販売価格
MZ-GEO-24MD ¥ 69,000

品　番 標準販売価格
S-SJ-10G ¥ 19,800

品　番 標準販売価格
S-SJ-10R ¥ 14,800

オートレベル24倍

グリーンレーザー墨出器 レーザー墨出器

水平ライン水平ライン水平ライン水平ライン

垂
直
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直
ラ
イ
ン

垂
直
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直
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自動誘導レーザー墨出器
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長さ テープ幅 質量 品　番 標準販売価格
5.5m 25mm 278g KDZS-25-55 ¥ 3,360 
7.5m 25mm 390g KDZS-25-75 ¥ 4,280 

長さ テープ幅 質量 品　番 標準販売価格
5.5m 25mm 301g KDSS-25-55 ¥ 5,960
7.5m 25mm 393g KDSS-25-75 ¥ 6,480

長さ テープ幅 品　番 標準販売価格
3.5m 19mm MZ-ND1935 ¥ 7,600

最大測定長 竿数 収納寸法 質量 品　番 標準販売価格
6m 8 0.97m 1.45kg SNK-212-6 ¥ 56,800 
8m 8 1.22m 1.74kg SNK-212-8 ¥ 63,200 
12m 10 1.42m 2.8kg SNK-212-12 ¥111,000 

仕様 品　番 標準販売価格
5m×5段 MZ-MST-55 ¥ 13,600
5m×3段 MZ-MST-53 ¥ 11,400
3m×3段 MZ-MST-33 ¥ 8,800

テープの「たち」抜群 テープもバネもステンレス　防サビ・高耐磨耗

測量機での視認性UP

1人で簡単に距離を測定　工事現場や各種調査に

歩きながら手軽に距離測定
手元にある液晶画面とパネルで効率アップ

歩きながら手軽に距離測定
手元にある液晶画面とパネルで効率アップ

コンパクトで使いやすいデジタル勾配測
定器角度（°）、勾配（％）が簡単に測定可能

絶縁抵抗試験・耐電圧試験結果（神奈川県産業総合技術研究所）
抵抗値：1000V 5.1×1012（オーム）
直流：1000V 異常なし　交流：1000V 異常なし

● 軽くて強いグラスファイバー（FRP）製　 ● 高度の絶縁体
● 離隔距離がひとめでわかるテープ内蔵の直読式
●  テープは暑さ寒さに強く寸法安定性にすぐれた絶縁ポリ

エステル製
■ 用途
　 トラック、積み荷の高さ　陸橋の高さ・道路の法面の長さ

測定　トンネルの入口の高さ測定　樹木の高さ測定　ボ
イラーの内径測定　テント・カンバンの高さ測定

●  1段目の表面に従来比約3倍の強度を持つスー
パートップコーティング塗装を施し、傷つきにくく
なりました

●  伸縮ボタン部の表面に保護シールを貼付。内部へ
のホコリや砂などの侵入を防ぎ、目盛りをかすれか
ら守ります

● 見やすい新型目盛り

● 測点を示す矢羽を装備
● 1cm単位で細かい測定が可能
● 軽量コンパクトで持ち運びに便利
● 伸縮式で軽量コンパクト設計

● 防塵防水IP54相当
● バックライト付液晶表示
● はね上げ式自立スタンド付
● 最大5件のメモリー機能搭載
● 高さ合わせが簡単な伸縮式ポール
●ベルト付収納ナイロンケース

● 高精度で360°計測
● 角度勾配をデジタルで直読
●  2種類の測定モード（角度勾配測定

モード・円形気泡管モード）
● 自動反転型LEDディスプレイ
● 0°/45°/90°をシグナル音でお知らせ
●キャリブレーション機能
● データホールド機能
● 0セット機能
● 電源自動オフ（5分）

● 任意の角度を基準（0）として設定可能
●  V字溝付でパイプ上での測定に、強力マグネッ
ト付で鉄骨や鋼管等の工事に便利

● 本体を逆さまにすると自動的に数字も反転
● Holdボタンで数値を固定
● 0°、45°、90°の位置時にブザー音でお知らせ

仕様
最小表示：0.05°・0.1%
読取精度：±0.1°（0°/45°/90°）
　±0.2°（その他の角度）
気泡管精度：
　水平±0.5mm/m±0.029°
　垂直±0.75mm/m±0.043°
計測範囲：4×90°（0～360°）
使用温度：-5～+50℃
電源：単3アルカリ乾電池×3
サイズ：600×33×72.5mm
質量：770g

仕様
表示モード：角度（°）、勾配（%）、
ピッチ（IN/FT）
最小表示：0.1°、0.1%
デジタル測定精度：±0.1°
電源：単4乾電池×2本
気泡管精度：±0.5mm/m（±
0.029°）
サイズ：210×52×31mm
質量：237g（乾電池含む）

仕様
車輪直径：190mm
最小表示：0.05m
　10km以上連続測定する場合
　0.1m単位
最大測定範囲：99999.9m
測定誤差範囲：±0.5%
電源：単4乾電池×3本
（付属の電池は動作確認用）
全長：1017mm（伸）
　　　～725mm（縮）
質量：1.1kg（電池含）

仕様
車輪直径：160mm
最小表示：0.1m
最大測定範囲：99999.9m
測定誤差範囲：±0.5%
電源：単4乾電池×2本
（付属の電池は動作確認用）
全長：1120mm（伸）
　　　～665mm（縮）
質量：690g（電池含）

● バックライト付液晶表示
● はね上げ式自立スタンド付
● 最大5件のメモリー機能搭載
● 高さ合わせが簡単な伸縮式ポール
●ベルト付収納ナイロンケース

● 長距離対応タイプ
● 測点を示す矢羽を装備
● 10kmまで測定できる長距離対応
●  折りたたみ式で取っ手付なので持ち

運びに便利

測定範囲：1cm～1km
車輪直径：9.6cm
全長：96cm（伸）～46cm（縮）
質量：360g

測定範囲：10cm～10km
車輪直径：19cm
全長：100cm（伸）～50cm（縮）
質量：1.2kg

両面ネオロック25巾 両面ステンレスネオロック25巾 電気絶縁性メジャー

極めて電気を通しにくい
厳選素材ケプラーを使用

測定部

SNK-212-8

カウンター
（ホイール隣）

ダブルホイール採用で
安定した測定

ブルー LEDで視認性抜群

読み取りやすい
手元カウンター

スプレー
ホルダー

スタンド

全縮時

MZ-MST-33

MZ-MST-53

品　番 標準販売価格
MZ-MG-100 ¥ 12,000

品　番 標準販売価格
MZ-MG-200 ¥ 20,000

ホイールメジャー

メジャーポール

防水型デジタルウォーキングメジャー

デジタル水平器 デジタル水平器

スタッフ

デジタルウォーキングメジャー

品　番 標準販売価格
S-DWM-190P ¥ 20,500

品　番 標準販売価格
MZ-DGL-3D ¥ 13,900

品　番 標準販売価格
MZ-DGL-C ¥ 11,000

品　番 標準販売価格
S-DWS-160B ¥ 15,500

送料別途
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LE-LKT-PL15W LE-LKT-PL15R LE-LKT-PL15B

レーザー距離計

レーザー距離計

レーザー距離計

レーザー距離計

ライトスピード　ニトロ1600

レーザー距離計

ハイレゾ・スクリーンでクリアな画面表示
強靭ボディの屋外対応型

防塵・防滴に優れた強靭なボディをコンパクトに

防御力とロングレンジを兼備した
良質コンパクト

長時間使える充電タイプ、軽量コンパクト

● 2m落下テストクリア IP65（防塵・防噴流）設計
　ジェット噴流・防塵に対応、流水で洗い流せる
● 専用アプリ  Leica DISTO™ Planでフロアプランを作成
● 遠くのものを確認できる4倍ズームポイントファインダー搭載
●  従来比80%長くなったエンドピースにより、入り隅などのコーナー

測定や縁掛けで引っ掛け測定ができる
●  Bluetooth® SMART内蔵、専用アプリ  Leica DISTO™ Plan

でスマホやタブレットで簡単なメモを作成。メール送信も可能。

● 2m落下テストクリア IP65（防塵・防噴流）設計
　ジェット噴流・防塵に対応、流水で洗い流せる
● 専用アプリ  Leica DISTO™ Planでフロアプランを作成
● 測定基準位置を自動で検知するXLエンドピース搭載
●  Bluetooth® SMART内蔵、専用アプリ  Leica DISTO™ Plan

でスマホやタブレットで簡単なメモを作成。メール送信も可能。

● 全長100mm、質量30gのコンパクト設計
● 充電池内蔵で、短回測距最大10,000回
● 連続測定モードでリアルタイムの距離を表示
● 胸ポケットに挿せるクリップ付
● 測定範囲：0.5～15m　
● 測定精度：±3.0mm
●サイズ：100×23×21mm
● 質量：30g
● 付属品：専用収納ポーチ、専用ストラップ、USB充電ケーブル

● 測距範囲：0.1m～50m
● 測距精度：±2.0mm
●ワンフィンガーで操作できる集中コントローラ
● 胸ポケットにも入るコンパクト設計
● 表示画面自動回転機能
● 可動エンドピース
● 連続測定で距離をタイムリーに表示
●  ピタゴラス測定で、離れた場所からでも建物の幅や高さが測定可能
● 電源：単4乾電池2本
● 防塵・防水性能：IP40
●  付属品：収納ケース・ストラップ・単4アルカリ乾電池2本（動作確認

用）

●  EXOバリアプロテクションでレンズを保護
● 測定可能距離：5～1600m
● 最大表示可能距離：1760ｍ　
● 精度／表示単位：
　±0.5ｍ／0.1m（5～181m）
　±1ｍ／1m（181～1600m）
●モード：スキャン、ブルズアイ（最近優先）、
　　　　 ブッシュ（最遠優先）、ハンティングARC
●レーザークラス：1クラス（アイセーフ）
● 望遠倍率：6倍
● 電源：CR2乾電池1本

● 測距範囲：0.1m～30m
● 測距精度：±2.0mm
●ワンフィンガーで操作できる集中コントローラ
● 胸ポケットにも入るコンパクト設計
● 表示画面自動回転機能
● 可動エンドピース
● 連続測定で距離をタイムリーに表示
●  ピタゴラス測定で、離れた場所からでも建物の幅や高さが測定可能
● 電源：単4乾電池2本
● 防塵・防水性能：IP40
●  付属品：収納ケース・ストラップ・単4アルカリ乾電池2本（動作確認

用）

● 測定範囲：0.05～150m
● 測定精度：±1.0mm
● 電源：単3アルカリ乾電池×2本
● 付属品：専用収納ケース、専用ストラップ、単3形乾電池×2本

● 測定範囲：0.05～150m
● 測定精度：±1.0mm
● 電源：単3アルカリ乾電池×2本
● 付属品：専用収納ケース、専用ストラップ、単3形乾電池×2本

サイズ 質量 品　番 標準販売価格
132×56×29mm 188g LE-DISTO-X4 ¥124,000

サイズ 質量 品　番 標準販売価格
132×56×29mm 184g LE-DISTO-X3 ¥ 91,000

色 品　番 標準販売価格
ホワイト LE-LKT-PL15W ¥ 13,000
レッド LE-LKT-PL15R ¥ 13,000

ブラック LE-LKT-PL15B ¥ 13,000

サイズ 質量 品　番 標準販売価格
33×107×74mm 165g HK-NIT-1600 ¥113,000

サイズ 質量 品　番 標準販売価格
117×44×26mm 105g LE-LKT-G03BK ¥ 12,900

サイズ 質量 品　番 標準販売価格
117×44×26mm 115g LE-LKT-G05BK ¥ 18,200

送料別途

送料別途

送料別途

送料別途
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● 指示回路は位相検波⽅式の採用により、外部ノイズの影響を受けない精度の高い測定が可能
● 測定毎の自己校正は不要。測定スイッチを押すだけのスピーディーな測定 
● 大地への漏洩電流による接地抵抗値の指示誤差を防ぐため、あらかじめ地電圧の測定（0～30V）ができる専用レンジ付
●プッシュスイッチにより、ムダな電池の消費を防止
● 補助接地電極抵抗の過大警告LED付
● 接地抵抗測定レンジ：10/100/1000Ω
　確度：×1レンジ  最大目盛値の±5％、×10×100レンジ  最大目盛値の±2.5％
● 接地AC電圧測定範囲：0～30V
　確度：最大目盛値の±2.5％
● 接地抵抗測定⽅式：
　定電流⽅式（3電極または2電極法）
● 電源：R6P（単3形）×6

ライトスピード　プライム1300DX

PVメガー

ライトスピード　シモンズ ベンチャー

ペンタイプ温湿度計

デジタル温湿度計

極上の明るさ、測定力

太陽電池パネル対応絶縁抵抗計

定電流測定方式による
アナログ表示式

軽量133gで、ストレスのないホールド感とスピーディー測定● 40%拡張された対物レンズで2倍の明るさ
●  超広帯域コーティングされた全面多層膜コー
トレンズ

● EXOバリアプロテクションでレンズを保護
● 測定可能距離：5～1189m
● 最大表示可能距離：1300ｍ
● 精度：±1ｍ　 ● 表示単位：1m
●  モード：スキャン、角度（±70°）、水平距離
（5～900m表示可能）、ブルズアイ（最近優
先）、ブッシュ（最遠優先）、ハンティングARC

●レーザークラス：1クラス（アイセーフ）
● 望遠倍率：6倍　 ● 電源：CR2乾電池1本

● 太陽電池パネルが発電中でも正確に測定
● P相とN相を短絡する必要がなく安全
● 電源：単3アルカリ電池×6本
●サイズ：W170×D105×H52mm
● 質量：約350g（電池含まず）
● 交流電圧（AC0～599V）の測定が可能

● 測定可能距離：6～350m　
● 最大表示可能距離：625ｍ
● 精度：±1ｍ　
● 表示単位：0.5ｍ　
●レーザークラス：1クラス（アイセーフ）
● 望遠倍率：6倍
● 電源：CR2乾電池1本

●センサ保護キャップ付
● 電源：リチウムボタン電池  
　CR2032  1個

サイズ 質量 品　番 標準販売価格
37×108×70mm 169g HK-PR-1300DX ¥ 70,000

レンジ 品　番 標準販売価格
2レンジ切り替え 500/1000V ML-MIS-PV1 ¥ 60,000
4レンジ切り替え 125/250/500/1000V ML-MIS-PV2 ¥ 90,000

サイズ 質量 品　番 標準販売価格
175×118×55mm 約500g SAPDR-302 ¥ 57,000

サイズ 質量 品　番 標準販売価格
41×110×79mm 133g HK-SIM-VEN ¥ 48,500

サイズ 質量 品　番 標準販売価格
167×33×15mm 約49g SK-PC-5110 ¥ 15,600

サイズ 質量 品　番 標準販売価格
150×85×17mm 約135g SK-PC-77002 ¥ 6,600

アナログ式接地抵抗計

●バーグラフ表示があり、デジ・アナデュアル表示で
インテリアにもなる温湿度計

●部屋の最高最低温湿度を常に表示
●スタンド付で、卓上・壁掛けのどちらでも使用可能
●電源：単4マンガン乾電池  R03  1個

温　度 湿　度
測定範囲 −10.0 〜 50.0℃ 5 〜 95％ rh
測定精度 ±1.0℃ ±5％ rh（at23℃）
センサ サーミスタ 静電容量型湿度センサ

温　度 湿　度
測定範囲 −10〜50℃ 20〜95％rh

バーグラフ表示 0〜50℃目盛り 0〜100％rh目盛り

測定精度 ±1℃（at10〜40℃）
±2℃（上記以外）

±5％rh（at15〜35℃、40〜70％rh）
±7％rh（上記以外）

ML-MIS-PV1

熱中症暑さ指数計

●  屋内の暑さ指数（WBGT指数）と4段階の注意レベル
の表示、温度、湿度を測定する卓上・壁掛け用の測定器

● 離れていても見やすい大きなデジタル表示
●  設定した暑さ指数を超えるとブザー音と光（LED）でお

知らせ
● 電波時計機能付　 ● 電源：単3形乾電池 3個

本体サイズ 質量 品　番 標準販売価格
225×25×165mm 約500g SK-SK160GT ¥ 13,400

測定
範囲

暑さ指数 0〜50℃　（演算値）
温度 0.0〜50.0℃
湿度 20.0〜95.0%rh

測定
指数

温度 ±1.0℃　（10〜40℃）
±1.5℃　（上記以外） 

湿度
±5%rh: 40〜70%rh （at20〜30℃）

±8%rh （上記以外） 

分解
能

暑さ指数 1℃
温度 0.1℃
湿度 0.1%rh

デジタル温湿度計
相対湿度・乾球、湿球温度・露点温度が測れるポケットサイズの温湿度計
●センサを埃などから保護する回転式保護キャップ
● 外部温度センサ付属
●オートパワーオフ機能（時間設定可能）付
● 持ち運びに便利なソフトケース付
● 電源：単4形アルカリ乾電池（LR03）×2個
● 本体サイズ48.4x24.7x178.5mm
● 本体質量約100g
● 外部温度センサ
　感温部：φ3.8×100mm　材質：SUS304
　コード長：約1.2m　質量：約32g

品　番 標準販売価格
SK-SK120TRH ¥ 53,600

測
定
範
囲

温度 0 〜 50℃
湿度 10.0 〜 95%rh
湿球温度（演算表示） −5.0 〜 49.0℃ 
露点温度（演算表示） −28.0 〜 49.0℃
外部温度 −19 〜 70℃

測
定
精
度

温度 ±0.6℃
外部温度 ±1.0℃

湿度
±3%rh（20 〜 90%rh  at20 〜 30℃）

±5%rh（上記以外）

湿球温度（演算精度）
±0.2℃（30 〜 90%rh）

±0.3℃（上記以外）

露点温度（演算精度）
±0.5℃（40 〜 90%rh）

±1.0℃（上記以外）

外部温度センサ

ハードケース

ソフトケース
（ネックストラップ付）
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溶接方式 TIG溶接 手棒溶接（MMA）

定格入力電圧 単相
100V

単相
200V

単相
100V

単相
200V

定格入力電流 29.3A 31.8A 30A 38.2A
定格容量 2.93kVA 6.36kVA 3.0kVA 7.64kVA

定格出力電圧 14.4V 18V 23.2V 27V
定格出力電流 110A 200A 70A 170A

直流パルスTIG溶接機 直流アーク溶接機

ノンガス直流半自動溶接機 ノンガス直流半自動溶接機

直流インバータ溶接機直流インバータ溶接機

インバーター半自動溶接機

●  100V/200V兼用小型軽量TIG溶接機
●  TIG溶接パルス機能付（4段階切替）
● 定格周波数：50Hz/60Hz
● 定格使用率：25%

●  インバーター制御直流アーク溶接機、
200V専用

●  軽量コンパクト、TIG溶接対応、電撃防止
機能付

●  アークフォース調整ダイヤルにてアークを
安定させ、溶着、アーク切れを軽減

● 軟鋼・ステンレス対応
● 溶接能力
　板厚2.0～12.0mm
　溶接棒径φ2.0～5.0mm
● 定格入力電圧：単相AC200V専用
● 定格入力電流：55A
● 定格入力：11.0kVA
● 定格周波数：50Hz/60Hz
● 定格出力電流：DC230A（30～230A）
● 定格使用率（at 40℃）：60%

●  ステンレス溶接を可能にした100V
専用機

●  トリガーを引かないと、ワイヤに通電
しない安全設計

● 使用率オーバー防止機能搭載
● 溶接可能板厚
　ノンガス軟鋼ワイヤ0.8φ：1～5mm
　（100V-15Aで1～3.2mm）
　ノンガスステンレスワイヤ
　0.8φ：0.8～2mm
　（100V-15Aで0.8～1.5mm）
● 定格一次電圧：単相100V　
● 定格二次電流：DC40A～75A　
● 定格周波数：50/60Hz兼用
● 定格使用率：20％
● 定格一次電流：25A
● 定格一次入力：2.5kVA

●  4段階電流切換スイッチ、ワイヤスピード調整ダイヤ
ルにより板厚・材料に応じた最適な溶接条件を設定

● 使用率オーバー防止機能搭載
●  板厚0.8mm～7.0mmのノンガス半自動溶接が可能
（200V電源）

　MAG溶接なら板厚0.7mmから可能
● 入力電圧：単相200V　 ● 消費電力：3.7kw　
● 周波数：50/60Hz兼用
●  使用率：100％（30～45A）30％（80A）15％
（115A）9％（145A）

● 二次電流：30A～145A　 ● 一次電流：22A

● 電流制御がスムーズで安定したアーク！仕上がりがきれいなインバータ制御
● 200V電源で最大3.2φ、100V電源で最大2.0φの溶接棒が使用可能 
● 持ち運びに便利な小型軽量設計　
● 0.8mmから薄板溶接が可能　
●アークスタートも良好　
● 異常温度保護機能（過熱センサー）付
● 電気用品安全法ノイズ対策済　
● 定格一次電圧：100V/200V兼用　
● 定格一次電流：32A　 ● 定格一次入力：6.4kVA　
● 定格周波数：50/60Hz兼用
● 定格二次電流：DC120A（10～120A）　
● 定格使用率：35％　 ● 溶接棒：φ1.0～φ3.2　
● 板厚：0.8～6.0mm

●コンパクト・軽量なボディで様々な溶接が可能
● 100/200V兼用で、出張現場でも使用可能
● 溶接設定モード（鉄・アルミ）の切り替えが可能
●  インチングスイッチで、ワイヤ送給時のムダなシールドガス

の使用を低減
● 定格一次電圧：単相100V/200V（自動切換）
● 定格一次電流：30A　 ● 定格一次入力：3kVA/6kVA　
● 定格二次電流：
　DC80A（20～80A）/DC140A（20～140A）
● 定格周波数：50/60Hz兼用　
● 定格使用率：60％/20%
● 溶接可能板厚の目安
　軟鋼：0.8～6.0mm
　高張力鋼板：0.8～2.0mm
　ステンレス：0.8～2.0mm
　アルミ：0.8～4.0mm

●  電流制御がスムーズで安定したアーク！仕上がりがきれ
いなインバータ制御！

● 持ち運びに便利な小型軽量設計　　
● 0.8mmから薄板溶接が可能　 ●アークスタートも良好
● 異常温度保護機能（過熱センサー）付
●  電気用品安全法ノイズ対策済　 ● 定格一次電圧：

100V専用
● 定格一次電流：22A　 ● 定格一次入力：2.2kVA　
● 定格周波数：50/60Hz兼用
● 定格二次電流：DC60A（10～60A）　
● 定格使用率：20％
● 溶接棒：φ1.0～φ2.0　
● 板厚：0.8～4.0mm

サイズ（mm） 質量 品　番 標準販売価格
幅150×奥行390×高さ282 7.5kg SZ-STG-200D ¥250,000

サイズ（mm） 質量 品　番 標準販売価格
幅176×奥行475×高さ330 12.2kg SZ-SIM-230 ¥160,000

サイズ（mm） 質量 品　番 標準販売価格
幅211×奥行330×高さ235 11kg SZ-SAY-80L-2 ¥ 90,500

サイズ（mm） 質量 品　番 標準販売価格
幅350×奥行640×高さ470 25kg SZ-SAY-160 ¥195,000

サイズ（mm） 質量 品　番 標準販売価格
幅150×奥行347×高さ268 7.0kg SZ-SIM-120 ¥ 99,000

サイズ（mm） 質量 品　番 標準販売価格
幅132×奥行328×高さ239 5.5kg SZ-SIM-60 ¥ 57,000

サイズ（mm） 質量 品　番 標準販売価格
幅237×奥行416×高さ378 14.5kg SZ-SIG-140 ¥350,000

送料別途 送料別途

送料別途 送料別途

送料別途送料別途

送料別途

DIY用

ノンガス専用 ノンガス・MIG / MAG兼用

インバーター半自動溶接機
● 小型軽量 約11kgのボディに充実機能を凝縮！
● 溶接電圧と電流の調整は前面パネルのダイヤルを回すだけの簡単操作
● 直径サイズφ200mmの大型ワイヤも収納可能
● 定格入力電圧：単相200V
● 定格入力電流：26A
● 定格入力容量：5.2kVA
● 定格周波数：50/60Hz兼用
● 定格出力電流：DC140A
● 定格使用率：20％
● 出力電流調整範囲：DC30～170A
● 溶接可能板厚
　軟鉄：0.6～4.0mm
　ステンレス：0.6～3.0mm
　アルミ：0.8～2.6mm
　高張力鋼板：0.8～2.6mm

サイズ（mm） 質量 品　番 標準販売価格
幅240×奥行460×高さ360 11kg SZ-SIV-140 ¥258,000

送料別途
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※ご注意  ベストセレクション商品は価格体系が異なります。ご注文後のキャンセルはご容赦願います。
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ポータブル変圧器

リングボルマスター

ノンガスワイヤ

ポータブル変圧器

スポット溶接機 液晶式自動遮光面

ボルマスター

軟鋼用被覆アーク溶接棒

●  入力電源100V/200V兼用。リアパネルにあ
るネジを差し替えるだけで100Vでも200V
でも使用可能

●  電源を接続してブレーカを「入」にすれば、コン
セントに100V/115Vが出力される簡単操作

● 昇圧・降圧兼用
● 入力電圧：100V/200V　
● 出力電圧：100V/115V
● 出力コンセント：100V、115V各2個
● 定格容量：3kVA連続
● 相数：単相
● 周波数：50/60Hz

● 溶接時に火花、ヒュームや音が出にくいため、室内でも作業できる
●シートメタル（薄板）や、ワイヤークラフト（線材交差）に使用可能
● 自動車板金・製缶・看板・板金加工などの簡易的な溶接作業にも
● 定格入力電圧：AC100V　
● 定格周波数：50/60Hz
● 定格入力：1.5kVA
● 定格二次無負荷電圧：AC1.7V
● 定格使用率：2％
● 溶接可能材料：鉄、ステンレス
● 適用板厚：
　標準アーム（20cm）
　2.0mm+2.0mm
　オプションアーム（50cm）
　1.0mm+1.0mm
● 電源コード長：約1.7m

● 広い視野の180°パノラマワイドパネル
● EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタ
● 新型ワンタッチヘッドギア
●ダイヤル操作で手軽に設定
●モード切替：溶接/グラインド
● 遮光度： 遮光前 #3、 

遮光時 中央 #4～#8,#8～#12 
遮光時 両側 #10

● 遮光速度：1/25,000秒
● 視界領域： 中央 幅115×高さ85mm 

両側 幅68×高さ35～85mm
● 電源：ソーラー電池+リチウム電池（CR2450）×2

内側から見た液晶パネル

遮光前➡

遮光後➡

● 6KVA（60A）で15kgの超軽量タイプ！
　移動に便利
● 入力一次電圧・電流：200V・30A
● 出力二次電圧・電流：100V・60A
● 定格容量：6kVA（60A）

●  出力電圧が入力電圧の15％UPと25％UPの2種類
選択可能。2つのコンセントに同じ電圧が出力され、
容量以内なら2つのコンセントを同時に使用できる

●ブレーカ付
● パネル埋め込みタイプの電圧計（メーター）採用
● 入力電圧：100V
● 出力電圧：115V/125V
● 出力コンセント：115V/125V 2個
● 定格容量：2kVA1時間定格・1.5kVA連続
● 相数：単相
● 周波数：50/60Hz

●昇降圧兼用
●入力電圧：AC200V / 100V
●出力電圧：AC100V /115V
●容量：3kVA

サイズ（mm） 質量 品　番 標準販売価格
幅160×奥行280×高さ220 約16kg SZ-STX-01 ¥ 50,000

サイズ（mm） 質量 品　番 標準販売価格
幅220×奥行340×高さ180 15kg KKR-6000D ¥122,000

サイズ（mm） 質量 品　番 標準販売価格
幅200×奥行180×高さ166 約7kg SZ-SHU-20D ¥ 31,000

サイズ（mm） 質量 品　番 標準販売価格
幅97×奥行434×高さ223 約12.5kg SZ-PSP-15 ¥119,000

サイズ（mm） 質量 品　番 標準販売価格
幅250×奥行270×高さ340 約660g SZ-EB-300PW ¥ 64,000

サイズ（mm） 質量 品　番 標準販売価格
幅190×奥行305×高さ206 14.5kg IPT-30T ¥ 37,200

送料別途

送料別途

送料別途

送料別途

送料別途 送料別途

送料別途

送料別途

SZ-PF-01
板厚：約0.8〜5.0mm
溶接電流：30〜145A

SZ-PF-12
板厚：約0.8〜4.0mm
溶接電流：30〜145A SZ-DZ-02 SZ-DZ-04

ワイヤ径×質量 ワイヤ長さ 溶接長（量）の目安 品　番 標準販売価格
軟鋼用 φ0.8×0.8kg 約250m 約12.5m SZ-PF-01 ¥ 9,200

ステンレス用 φ0.8×0.45kg 約140m 約7m SZ-PF-12 ¥ 14,200

棒径 長さ 内容量 品　番 標準販売価格
φ2.5 300mm 5kg SZ-DZ-02 ¥ 7,400
φ4.0 400mm 5kg SZ-DZ-04 ¥ 6,800

※タイマー機能、溶接電流調整機能はついていません。
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このマークの商品は、運賃別途（お客様負担）となりますのでご了承願います。なお、運賃のお問い合わせは当社営業本部まで。TEL 072（986）5900送料別途



Aタイプ  （入力）DC12V → （出力）AC100V（矩形波）
Bタイプ  （入力）DC24V → （出力）AC100V（矩形波）

600W
MAX300W

MAX

ポータブル変圧器 ポータブル変圧器
● 昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器
● 200V用電源プラグ（3P-250V-20A）と
　100V専用アダプターの両⽅を付属
● 入力電圧：100V/200V兼用 
● 周波数：50/60Hz兼用
● 出力電圧：100V/115V/200V/230V
● 定格容量：3kVA連続
● 出力コンセント：接地2P・125V15A 2個、
　接地2P・250V・15A 1個 
●トランス分類：オートトランス

● 持ち運べるAC100V電源（最大出力容量500VA）
●  平常時からUPS（無停電電源装置）として活用でき、災害などの

緊急時には非常用電源としてすぐに使えて安心
● 日本製リチウムバッテリーを使用
● 充電器内蔵で、コンセントにつなぐだけで充電できる
● 低騒音で、音楽イベントやオフィスでも使用可能
● 排ガスの排出がなく、オフィス、体育館、飲食店でも使用可能
● 機械部品がないので、定期的なメンテナンスが可能
●  収納可能な持ち手と、下部にキャスターがあり、キャリーケースの

様に持ち運べる
● 堅牢なハードケースを採用しており、屋外でも安心して使用できる

出力電圧：AC100V
出力電流：AC5A
出力容量：500VA
バッテリ：リチウムイオン電池
バッテリサイクル寿命：2000回
バッテリ期待寿命：約10年（周囲温度20度）（容量50%まで低下）
定格出力電力：500W
充電時間：約5時間以内（90%まで回復）
バックアップ時間：1.0時間以上（400W）
静音：50db以下
LED運転状態表示：モード／異常／バッテリ残量／出力レベル

AC100Vコンセント
2口

●   上側2つのコンセントだけ出力電圧100V / 115V
切換式のため、115Vを使用しないときは100Vの
電気機械を4台同時に使用でき、トランスの能力をフ
ルに発揮できます。

● 入力電圧：100V/200V兼用
● 出力電圧：100V/115V
● 出力コンセント：100V/115V  2個、
　100V 固定 2個
● 定格容量：3kVA連続
● 相数：単相
● 周波数：50/60Hz

●  負荷に応じてエンジン回転数を制御す
る省エネモード

●  高品質な電気を安定供給する正弦波
インバーター搭載

● 定格出力： 交流 100V-2.0kVA 
直流 12V-8.0A

●  連続運転可能時間：約9.5時間（1/4
負荷）～4.0時間（定格負荷）

● 燃料タンク容量：5L
●  騒音レベル（省エネモード作動時1/4

負荷～定格負荷）：67～76dB（A）/
LWA

●  付属品：プラグレンチ、+○ドライバー、
－○ドライバー、オイルジョッキ

サイズ（mm） 質量 品　番 標準販売価格
幅160×奥行280×高さ247 約16kg SZ-STU-312 ¥ 83,200

サイズ（mm） 質量 品　番 標準販売価格
幅160×奥行280×高さ216 約16kg SZ-STX-312P ¥ 48,200

サイズ（mm） 質量 品　番 標準販売価格
幅548×奥行347×高さ247 約23kg LCP-150C050-404 ¥ 998,000

サイズ（mm） 質量 品　番 標準販売価格
幅280×奥行190×高さ250 約6.95kg E-CH-2 ¥ 24,800

送料別途 送料別途

矩形波インバーター

ジャンプスターター

安全・計量・先進技術の結晶で、仕事にレジャーに大活躍！

緊急時のアウトドアで大活躍

KN-SIS-300NA（Aタイプ, 12V専用）
KN-SIS-300NB（Bタイプ, 24V専用）
● 出力周波数：60Hzまたは50Hz
　（出荷時設定）
● 波形：矩形波　
● 回路⽅式：スイッチング⽅式
● 効率：最大85%　
● 使用温度範囲：-20℃～+40℃
●サイズ：幅96×奥行144×高さ48mm
● 質量：0.65kg
● 1.0mワニ口クリップ付

■ガソリンエンジンの始動支援
■エアーコンプレッサー＆空気圧計
■シガーソケットDC12V出力
■LEDライト
■USB電源・出力

● LEDライト：白色LED×4（使用時間目安：1週間以上）
● 内蔵充電池：DC12V/17Ahシールド式鉛充電池　充電時間 約24時間
●コンプレッサー：使用最大圧力 0.6Mpa　連続使用時間 約10分間
● DC出力：12V 10A×1　 ● USB出力：5V 1A×1
● ACアダプター定格：100V 50/60Hz　出力12V/800mA　 ●コード長：1.8m

背面

KN-SIS-600NA（Aタイプ, 12V専用）
KN-SIS-600NB（Bタイプ, 24V専用）
● 出力周波数：60Hzまたは50Hz
　（出荷時設定）
● 波形：矩形波　
● 回路⽅式：スイッチング⽅式
● 効率：最大85%　
● 使用温度範囲：-20℃～+40℃
●サイズ：幅204×奥行183×高さ78mm
● 質量：1.8kg
● 1.0mワニ口クリップ付

入力電圧 入力電流 最大出力 定格出力 推奨バッテリー容量 品　番 標準販売価格
Aタイプ DC12V <max> 約30A <max> 300W 270W 20Ah以上 KN-SIS-300NA ¥ 36,800 
Bタイプ DC24V <max> 約15A <max> 300W 270W 20Ah以上 KN-SIS-300NB ¥ 36,800 
Aタイプ DC12V <max> 約60A <max> 600W 540W 40Ah以上 KN-SIS-600NA ¥ 61,000 
Bタイプ DC24V <max> 約30A <max> 600W 540W 40Ah以上 KN-SIS-600NB ¥ 61,000 

サイズ（mm） 質量 品　番 標準販売価格
幅512×奥行315×高さ447 19.8kg RY-EGI-200 ¥238,000

可搬型バックアップ電源

発電機
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※ご注意  ベストセレクション商品は価格体系が異なります。ご注文後のキャンセルはご容赦願います。
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ラック用コロ

IISK-R1

●ケーブルラックに置くだけで安定・簡単設置
● 現場への持ち運びもラクラク
● 垂直ローラーを立てることでケーブル外れを防止

● 現場への持ち運びもラクラク
● 垂直ローラーを立てることでケーブル外れを防止
● 既存の電線があっても簡単設置
● 省スペース設計

ローラー幅 質量 品　番 標準販売価格
110mm 1.5kg IISS-1 ¥13,200
110mm 1.5kg IISS-1R ¥15,800
200mm 3.5kg IISS-2 ¥18,100

● ボール開閉型、正逆転可能
● 電源：三相200V　
● 出力：200W
●  送り出し力：2.15kN（最大） 1.17kN（連続）
● 送り速度：3.7m～20m/分　
● 適用ケーブル外径：φ1～100
●  ベースサイズ：幅334×奥行400mm　
● 入力ケーブル：4m
●  サイズ：幅376×奥行442×高さ270mm　
● 質量：26kg
※ IISK-V100またはIISK-V200が必要です。

●  コロ本体が低いので、2段、3段のラッ
クのケーブルの移しかえも容易

●  コロの幅を狭く、ケーブルラックやダク
ト内で使用しやすい

●  オールパイプ製、軽量でケーブルを傷
めない

●  安全最大荷重：4.9kN

インバーター

全長 全幅 最大ケーブル径 安全最大荷重 本体質量 品　番 標準販売価格
350mm 194mm 110mm 1.96kN 2.7kg IISK-R1 ¥ 38,500
413mm 165mm 80mm 0.98kN 3.0kg IISK-R2 ¥ 31,800

IISK-R2

IISK-R1
スタッキング状態

ケーブルコロ

パワーボール（インバーター制御連動式ケーブル中間送り機）

パワーボール

四面コロ

サイズ（mm） 質量 品　番 標準販売価格
250×54×202 3.7kg IISH-110 ¥ 35,800

品　番 標準販売価格
IISK-PB203 ¥ 900,000

品　番 標準販売価格
IISK-PB180 ¥ 975,000

●ワンタッチ開閉
●ケーブル太さ
　最大110mm
● 最大50mm用バイス付
●  コロはどんな場所にでも取り付けら

れ、首を振らすこともできる

● 出力電圧：三相200V
● 送り速度調整範囲：35～120Hz
● 入力ケーブル：3m
●  サイズ：幅192×奥行300×高さ

470mm
● 質量：12.5kg

IISS-1 IISS-1R IISS-2

●  ウインチと併用し、延線作業を効率化
●オールギア構造で堅牢
●  管路の出入り口やドラムからの送り出しに
●  正転・逆転の切り替えが手元でできる
●  変速ダイヤルで送り速度の調整が可能
●  ボールの開閉はラチェットスパナで素早く簡単

送り出し力：最大1.76kN（180kgf）
送り速度：3.7～16.1m/min（50Hz）
　　　　 4.4～19.3m/min（60Hz）
電源：AC100V 50Hz/60Hz
出力：250W
適応ケーブル外径：φ1～100mm
ベース寸法：幅346×奥行530mm
外径寸法：幅384×奥行580×高さ258mm
質量：33kg
付属品：手元スイッチ、ラチェットスパナ、空気入れ

電源 容量 品　番 標準販売価格
単相100V 0.75kW IISK-V100 ¥ 302,000
三相200V 3.7kW IISK-V200 ¥ 357,000

100Vで手軽に使える無段変速型ケーブル中間送り機

IISS-3400

IISS-3600

三連コロ
● 連続部分角度自在、追加接続可能
●マンホールやラック用に最適

ローラサイズ（mm） 全長 全幅 安全最大荷重 本体質量 品　番 標準販売価格
大径 φ150 小径 φ50 幅 128 580mm 160mm 5.8kN 12kg IISS-3600 ¥ 90,000
大径 φ120 小径 φ40 幅 110 460mm 160mm 3.9kN 6.5kg IISS-3400 ¥ 72,600
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ワンタッチ開閉式で
使いやすい 

ケーブルと予備ロープを同時に牽引

品　番 ローラサイズ（mm） 最大通過径 開放位置寸法 安全最大荷重
IIS-3W65 最大径φ65 幅70 φ65mm 68mm 2kN
IIS-3W85 最大径φ104 幅112 φ85mm 88mm 3kN

品　番 台座寸法（mm） 総質量
IISG-5000 幅160×高さ800 105kg
IISG-3000 幅120×高さ700 68kg
IISG-2000 幅100×高さ500 36kg

3型5kN用（0.5TON用）

4型10kN用（1TON用） 4型10kN用（1TON用）

標準型

標準型 絶縁ハンドル

対応ロープ
φ16以下

対応ロープ
φ16以下

対応ロープ
φ13以下

FU-OA-40 FU-OA-60

つり線への取り付け
状態

開放状態

揚力 揚程 シャフト径 シャフト長 高さ 品　番 標準販売価格
49kN 300mm φ70mm 1800mm 800 〜 1100mm IISG-5000 ¥247,000

29.4kN 250mm φ50.8mm 1500mm 670 〜 920mm IISG-3000 ¥189,000
19.6kN 200mm φ40mm 1300mm 450 〜 650mm IISG-2000 ¥165,000

揚力 揚程 質量 品　番 標準販売価格
9.8kN 205×80mm 1kg IISK-HS1000 ¥ 98,000

サイズ（mm） 質量 品　番 標準販売価格
幅183×奥行65×高さ300 1.5kg IIS-3W65 ¥ 76,800
幅291×奥行104×高さ398 4.2kg IIS-3W85 ¥113,000

※総質量はシャフトを含むIISG-5000
IIS-3W65 IIS-3W85

IISG-3000 IISG-2000

●ケーブルシャフトに水準器内蔵
●スクリュージャッキ無段階調整

●  一般架線用で、細い電線や低張力時に幅広く使える
●  「SDカムラー」を使用。SDカムラーはφ2～φ15ま

での掴線範囲で、SDワイヤー針金、鋼撚線を掴線可能

● 絶縁ハンドルタイプ
● 低張力作業から高張力作業まで幅広く使える

● 一般架線用で、細い電線や低張力時に幅広く使える
●  「SDカムラー」を使用。SDカムラーはφ2～φ15ま

での掴線範囲で、SDワイヤー針金、鋼撚線を掴線可能
● 配電線設備・電車線設備・通信線設備に最適

【構成部品】
　3型鉄本体（5kN用）
　SDカムラー
　3型尻手ワイヤーφ5×1200

【構成部品】
　4型FRP本体（10kN用）
　バンノーカムラー
　4型尻手ワイヤーφ6×1200【構成部品】

　4型鉄本体（10kN用）
　SDカムラー
　4型尻手ワイヤーφ6×1200

より戻し ハルー張線器（ワイヤー式）

ハルー張線器（ワイヤー式） ハルー張線器（ワイヤー式）

質量 品　番 標準販売価格
2.9kg NS-20-1A ¥ 68,000

質量 品　番 標準販売価格
3.7kg NS-20-5 ¥ 112,000

質量 品　番 標準販売価格
3.7kg NS-20-2 ¥ 86,000

送料別途

架渉用金車

多目的金車 ケーブルジャッキ（グリップ式）

質量 品　番 標準販売価格
0.76kg FU-OA-40 ¥ 9,500
0.86kg FU-OA-60 ¥ 10,400

●  操作棒を使って地上から金車の掛け外し、ローラの解放が可
能なので、高所作業を少なくして、安全で効率的なケーブル
架渉ができる

● 最大通過物径：60mm
●フック部の適用径
　つり線：22～55mm2　ケーブル外径：35mm
● 定格荷重：0.5kN（50kgf）

●ベアリング入ローラー
●  ローラー間のすき間が少なく

ケーブルがはずれない
●フック標準付属

IIS-4W IIS-4WH

品　番 ローラサイズ（mm） 最大通過径 安全最大荷重
IIS-4W 大径 φ80 小径 φ40 幅 80 φ85mm 6.8kN
IIS-4WH 大径 φ97 小径 φ40 幅 100 φ95mm 17.6kN

サイズ（mm） 質量 品　番 標準販売価格
幅150×奥行340×高さ335 4.5kg IIS-4W ¥ 62,200
幅172×奥行440×高さ423 7.8kg IIS-4WH ¥ 131,000

四連金車
● 開閉式、軽量、省スペース設計
●ケーブルの出し入れが便利
　蝶ネジを外せば吊下げ部を大きく開閉できる
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ソケットをスライドさせることで、一丁のスパナで
多種サイズのボルト・ナットの締付け・緩めができる

幹線延線敷設で、中間引きを使わずに一工程で
吊り下げ工事ができる！  マンション延線に最適！

5型15kN用（1.5TON用） 3型5kN用（0.5TON用）標準型 標準型

最大使用張力 質量 品　番 標準販売価格
10kN（1000kgf） 0.6kg NS-23-1 ¥ 25,000

最大使用張力 質量 品　番 標準販売価格
10kN（1000kgf） 1.1kg NS-23-2 ¥ 32,700

タイプ 最大使用張力 サイズ 品　番 標準販売価格
3型 5kN φ5×1200 NS-500S-28-6 ¥ 15,000
4型 10kN φ6×1200 NS-1000S-28-6 ¥ 16,000
5型 15kN φ8×1300 NS-1500S-28-6 ¥ 19,000

タイプ 最大使用張力 サイズ 品　番 標準販売価格
3型 5kN φ5×1250 NS-500M-28-7 ¥ 8,900
4型 10kN φ5×1900 NS-1000M-28-7 ¥ 10,300
5型 15kN φ6×1900 NS-1500M-28-7 ¥ 13,300

タイプ ナット対辺寸法（mm） 全長 質量 品　番 標準販売価格
通信工事用

万能型
（六角）17,19,22（21）,24 250mm 700g NS-BS-3 ¥ 33,000
（六角）17,19,22（21）,30 255mm 870g NS-BY-3 ¥ 38,400

配電工事用
万能型

（六角）17,19,22（21）,24 （四角）19,24 255mm 700g NS-BH-3 ¥ 33,000
（六角）17,19,22（21）,24 （四角）19 255mm 700g NS-BT-3 ¥ 36,800

●  従来の巻ワイヤーから繊維ベルトを巻ベルトとして使
用することで、ワイヤーの素線切れによるゴム手袋の
損傷やワイヤーの巻ぐせによる乱巻きがなく、耐久性
抜群

●  大容量配電線設備や送電線設備、通信線設備電車線
設備等のケーブルの架線や支線に使える

【構成部品】
　ナイロン500本体
　SDカムラー
　バネ付フック

【構成部品】
　5型鉄本体（15kN用）
　2TONカムラー
　5型尻手ワイヤーφ8×1300

ハルー張線器（ワイヤー式） ハルー張線器（ベルト式）

質量 品　番 標準販売価格
3.4kg NS-N-500A ¥ 122,000

質量 品　番 標準販売価格
5.4kg NS-20-7 ¥ 135,000

●  最大使用トルク：150N・m（1500kgf・cm）
●  最大使用手力：600N（60kgf）

●タイプ：3型
● 最大使用張力：5kN
●サイズ：33×2×1000mm

●ケーブル使用太さ：52～70mm
●  最大使用荷重：5.88kN
（600kgf）

● 破断荷重：23.52kN（2400kgf）
●リング内径：28mm
●メッシュ長さ：680mm

従来の縦幹線敷設時では、ケーブルを縦から横に移動するとき、中間引きを使って
保持したり盛替えをしていました。Wアミソーなら2ヵ所のリングを使って一工程で
吊り下げ工事ができ、作業性がアップ。盛替え時の落下の心配もありません。

● 掴線範囲：φ2mm～φ15mm
● SDワイヤ：※2.6mm～3.2mm
● 針金：※12番手（2.6m/m）以上
● 鋼撚線：※12□～60□

● 掴線範囲：φ4mm～φ22mm
● 裸銅線：※4mm～200□
● 鋼撚線：※SP12□～100□

※最大使用張力は、カムラーの使用範囲を示していますので、適応線の最大使用張力ではありません。
※適応線によってはカムラーの最大使用張力以下で断線したり、被覆が変形することがありますので、ご確認の上ご使用ください。

● 細線・有線放送専用 ● 標準型

SEW-W-5270-30

SEW-W-5270-100
リ
ン
グ
②
で
引
き
上
げ
、

そ
の
ま
ま
リ
ン
グ
①
で

ケ
ー
ブ
ル
を
移
動
。

盛
替
え
不
要

ベンリィラッチ ハルー張線器用アクセサリー 巻ベルト

ワンタッチ掴線器　SDカムラー ワンタッチ掴線器　バンノーカムラー

ハルー張線器用アクセサリー　尻手ワイヤー ハルー張線器用アクセサリー　巻ワイヤー

品　番 標準販売価格
NS-500B ¥ 13,000

Wアミソー

ワイヤー長さ 品　番 標準販売価格
300mm SEW-W-5270-30 ¥ 25,500
1000mm SEW-W-5270-100 ¥ 26,800
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SEW-SG-1500W

SEW-SY-1500

卵状で、出っ張りが少なく、管路内でも引っかかりにくい
より戻し マジックグリップ・より戻しセット

カラースプレー

● 強くてさびないステンレス製（SUS-30）
●シャックル部が折りたためるので、コンパクト
●ベアリング入でスムーズによりがとれる

● 乾きが速くソフトな霧で塗りやすい
● 耐久性に優れ、塗膜は強靭でツヤあり
●  用途：電気・ガス器具、自転車、家具、玩具、機械

器具などの木部、鉄部の補修、マーキングに
● 乾燥時間：30分
● 塗り面積：0.6～1.2m2　
● 容量：300ml

最大使用荷重 破断荷重 シャックル径 全長 太さ 質量 品　番 標準販売価格
1000kg 22.99kN 8mm 134mm 34mm 400g SEW-SY-1000 ¥ 22,000
1500kg 45.93kN 10mm 164mm 42mm 700g SEW-SY-1500 ¥ 26,800

カラー 品　番 標準販売価格
クリアー SPCS-CL ¥ 1,100
ホワイト SPCS-WH ¥ 1,100
ブラック SPCS-BK ¥ 1,100
レッド SPCS-RD ¥ 1,100

イエロー SPCS-YL ¥ 1,100
コバルトブルー SPCS-BL ¥ 1,100

グリーン SPCS-GN ¥ 1,100
シルバー（速乾） SPCS-SS ¥ 1,100

セット内容 品　番 標準販売価格
SEW-SG-750S ＋ SEW-SY-1000 SEW-SGY-750S ¥ 45,800

SEW-SG-1500W ＋ SEW-SY-1000 SEW-SGY-1000 ¥ 48,600
SEW-SG-1500W ＋ SEW-SY-1500 SEW-SGY-1500 ¥ 52,900

ポリエステル繊維製で、取り付け取り外しが簡単なグリップ
軽くて柔軟、ケーブルに傷がつきにくい

ケーブル把握径 最大使用荷重 破断荷重 品　番 標準販売価格
20 〜 40mm 7.35kN （750kgf） 14.71kN （1500kgf） SEW-SG-750S ¥ 25,800
30 〜 100mm 14.71kN （1500kgf） 30ｋN （3200kgf） SEW-SG-1500W ¥ 28,700

●マジックファスナーの使用でケーブルの仮止めにも便利
● 編み込み式なので、ケーブルの先端でも、中間でも使用できる
●ソフトなポリエステル繊維製で、軽くて柔軟、持ち運びや収納に便利
　また、ケーブルや作業者の手を傷つけたり汚したりしにくい
●ベルトに黄糸が縫い込んであり、使用限度をお知らせ

ベルト長さ マジックファスナー長さ
ベルト1 1100mm 200mm
ベルト2 1000mm 200mm
ベルト3 1200mm 100mm
ベルト4 1300mm 100mm

ベルト長さ マジックファスナー長さ
ベルト1 850mm 200mm
ベルト2 900mm 100mm

マジックグリップの使い方（SEW-SG-1500Wの場合）

リングの根元を粘着テープ、
インシュロック等で固定する

最後部のファスナーが外れ
ない様にテープ等でしっかり
固定する

外側の2本1組を交互に編
んでいくき、③、④と同様に
ファスナーとテープで止める

取り付け完了

内側の2本1組を交互に編ん
でいく（ベルトは5回以上交
差させてください）

最後部のファスナーを仮止
めする

SEW-SG-750S

仮止めベルト
350mm

ベルト2

ベルト2

ベルト3

ベルト4

ベルト1

マジック
ファスナー

マジックファスナー

ベルト1

SEW-SG-1500W

①

④

②

⑤

③

⑥

マジックグリップ
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ビジネスシーンにもおススメのスタイリッシュなトランシーバー

外付け装置なしの三者間同時通話、トリプレックス

業務に、レジャーに、そして防災にも使用可能
操作性を追求したハイパワートランシーバー

AI-DJ-P300, AI-DJ-R200DL, AI-DJ-DPS70に対応

AI-DJ-PB20に対応

交互通話、同時通話、中継器としても使用可能
特小トランシーバーの欲しい機能を詰め込んだ
最上級モデル

※価格は1台の価格　各商品のサイズは突起部含まず　質量は電池を含む

※価格は1台の価格　各商品のサイズは突起部含まず　質量はバッテリー、アンテナを含む

※価格は1台の価格　サイズは突起部含まず　質量は電池を含む ※価格は1台の価格　サイズは突起部含まず　質量は電池を含む

AI-DJ-PB20W AI-DJ-PB20Y AI-DJ-PB20B

免許・資格不要

免許・資格不要

免許・資格不要

免許・資格不要

技術基準適合照明取得機種

技術基準適合照明取得機種

技術基準適合照明取得機種

技術基準適合照明取得機種

特定小電力トランシーバー

特定小電力トランシーバー

デジタル簡易無線・登録局

別売オプションパーツ

別売オプションパーツ

特定小電力トランシーバー

●  ぬ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の頑丈なボディ
●  自分の話し声がイヤホンから聞こえるコール

バックや、2系統で通話が可能などビジネス
向け機能が充実

●イヤホン断線通知機能
● 使用時間の目安（内蔵スピーカー使用時）
　単三アルカリ電池3本：60時間
　リチウムイオンバッテリーパック：26時間
　ニッカドバッテリーパック：22時間

●  一対一の同時通話、交互通話にも対応
● IP67相当の防塵・防沫
●  8チャンネルから、全員同じチャンネルに合わせる簡単設定
●ノイズを軽減するコンパンダー
●イヤホンの断線を感知して音と表示で警告

● 電波形式：F3E（FM）
● 通信⽅法：交互（単信）、同時（複信）、中継（半複信）、中継
●チャンネル数：交互9+9ch、同時11+18ch
● 定格電圧：DC3.0～3.7V（電池端子）
● 送信出力：10mW、1mW
● 消費電流：約70mA（送信時）、160mA（受信時）
● 使用時間の目安
　単三電池2本：約40時間（交互通話）、約6時間（同時通話）

●  一対一の同時通話、交互通話にも対応
● 本器を中継機としても使用可能
● IP67相当の防塵・防沫
●エコBS機能
● 耳障りな「ザッ」音をカットするノイズキャンセル機能
● 着信バイブレーター

● 電波形式：F3E（FM）、F1D（リモコン）
● 通信⽅法：交互（単信）、同時（複信）、中継（半複信）、中継
●チャンネル数：交互9+9ch、同時11+18ch
● 定格電圧：DC3.0～3.7V（電池端子）
● 送信出力：10mW、1mW
● 消費電流：約70mA（送信時）、160mA（受信時）
● 使用時間の目安
　単三電池2本：約40時間（交互通話）、約6時間（同時通話）

● 5Wの高出力で、長距離通信が可能
● IP67相当の防塵・防沫
● 700mWのオーディオ出力
● 強化したデジタル秘話コード
●エアクローン
●ショック＆センサー
● 機能内容を知らせる音声ガイダンス
● 付属品：充電器、バッテリー、アンテナ
※この商品は総務局への申請が必要です。

● 電波形式：F1D、F1E
● 通信⽅法：交互
●チャンネル数：送信30ch、受信30+5ch
● 定格電圧：DC7.2V
● 送信出力：5W、2W、1W
●スピーカー出力：700mW以上（内部）、
　300mW以上（外部）
● 使用時間の目安：11時間

● 電波形式：F3E（FM）
●チャンネル数：交互9+11ch
● 定格電圧：DC4.5V（単三乾電池×3）
● 送信出力：10mW
● 通信⽅法：交互（単信）

色 サイズ（mm） 質量 品　番 標準販売価格
ホワイト 幅54.8×奥行27.3×高さ94 約174g AI-DJ-PB20W ¥ 23,000
イエロー 幅54.8×奥行27.3×高さ94 約174g AI-DJ-PB20Y ¥ 23,000
ブラック 幅54.8×奥行27.3×高さ94 約174g AI-DJ-PB20B ¥ 23,000

色 サイズ（mm） 質量 品　番 標準販売価格
ブラック 幅55.8×奥行32.5×高さ95.8 244g AI-DJ-DPS70KA ¥ 82,000
イエロー 幅55.8×奥行32.5×高さ95.8 244g AI-DJ-DPS70YA ¥ 82,000

サイズ（mm） 質量 品　番 標準販売価格
幅55×奥行29.3×高さ98.8 120g AI-DJ-P300 ¥ 71,200

サイズ（mm） 質量 品　番 標準販売価格
幅55×奥行29.3×高さ98.8 122g AI-DJ-R200DL ¥ 57,000

送料別途

送料別途

送料別途

送料別途

送料別途

送料別途

AI-EME-32A

AI-EME-21A

AI-EDC-167A

AI-EDC-158A

AI-EBP-60

AI-EBP-70

AI-DJ-DPS70KAAI-DJ-DPS70YA

品　名 品　番 標準販売価格
カナル型イヤホンマイク AI-EME-32A ¥ 11,200
ツイン急速充電器セット AI-EDC-167A ¥ 14,900

リチウムイオンバッテリーパック AI-EBP-60 ¥ 9,300

品　名 品　番 標準販売価格
イヤホンマイク AI-EME-21A ¥ 11,200

ツイン急速充電器セット AI-EDC-158A ¥ 11,200
リチウムイオンバッテリーパック AI-EBP-70 ¥ 6,500
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E-IC-4110シリーズ、E-IC-4188Dに対応

E-IC-DPR7Sに対応

パワフルな音量、多彩なビジネスにフィットする使いやすさを実現

同時・中継・交互通話すべてに対応　
大音量をスピーカー搭載

高出力5W、防水・防塵性能、優れた操作性と機能を実現

※価格は1台の価格　各商品のサイズは突起部含まず　質量は電池を含む

※価格は1台の価格　サイズは突起部含まず　質量は電池を含む

※オプション品のみ注文の場合、別途送料がかかります。

※オプション品のみ注文の場合、別途送料がかかります。

ブラック メタリックレッド メタリックイエロー

免許・資格不要

免許・資格不要

免許・資格不要

技術基準適合照明取得機種

技術基準適合照明取得機種

技術基準適合照明取得機種

別売オプションパーツ

別売オプションパーツ

特定小電力トランシーバー

特定小電力トランシーバー

デジタル簡易無線・登録局

● 電波形式：F1E、F1D、F1F、F1C
●チャンネル数：送信30ch、受信30+5ch
● 電源電圧：7.4V±10%
● 送信出力：5W（1W）＋20% －50%
●  スピーカー出力：1000mW以上（内部）、 

500mW以上（外部）
●  使用時間の目安：約13時間（パワーセーブON）、 

約11時間（パワーセーブOFF）

●クラス最高の音声出力400mW以上
● 高い防塵・防水性能（IP54）
●コンパクトに使える回転式アンテナ
●チャンネル非表示機能搭載
● 通信⽅法：交互通話（中継通話には非対応）
●チャンネル数：20ch
●スピーカー出力：内部400mW以上、外部120mW以上
● 通話距離
　市街地：約100～200m　郊外：約1～2km
　高速道路：約500m　見通しのよい場所：約2km
● バッテリー運用時間：約80時間（単3アルカリ乾電池3本）
　（送信1：受信1：待ち受け8の運用状況にて）

●  リアルタイムのやり取りが可能な同時通話、ワンコールでの
一斉連絡が可能な交互通話・中継通話、屋外でも通話範囲
を広げるポータブル中継通話と用途に応じてフレキシブル
に使える

● 騒がしい環境でも使える450mW以上の大音量スピーカー
●ロングアンテナだから、広範囲で安定した通話を実現
●チャンネル数：同時通話27ch、
　中継通話27ch、交互通話20ch
● 高い防塵・防水性能（IP54）
● 通話距離
　市街地：約100～200m　　郊外：約1～2km
　高速道路：約500m　　見通しのよい場所：約2km
● バッテリー運用時間：
　約60時間（単3アルカリ乾電池3本）

●  ワンタッチで通話相手を選べるサブチャンネルPTT機能
●  大音量、スピーカー出力クラス最大の1000mWを実現
●  パワフルな出力でエリアをカバーし、素早い一斉連絡が可能
●  山間部等の携帯の圏外でのコミュニケーションのサポート
●  Bluetooth®通信機能によるケーブルレスでの使用が可能
●  過酷な現場でも使える、高度な防塵・防水性能と堅牢性
（IP67/66/55/54）

●  一度の充電で13時間使えるタフなバッテリーを標準付属
●  付属品：アンテナ、リチウムイオンバッテリーパック、急速充電

器、ACアダプター、ベルトクリップ、ハンドストラップ
※この商品は総務局への申請が必要です。

色 サイズ（mm） 質量 品　番 標準販売価格
ブラック 幅55.5×奥行27.3×高さ102.5 約142g E-IC-4110 ¥ 26,500

メタリックレッド 幅55.5×奥行27.3×高さ102.5 約142g E-IC-4110R ¥ 26,500
メタリックイエロー 幅55.5×奥行27.3×高さ102.5 約142g E-IC-4110Y ¥ 26,500

品　名 品　番 標準販売価格
イヤーフック型ヘッドセット E-HS-94 ¥ 3,200
PTT/VOXスイッチユニット E-VS-2L ¥ 7,000

1口タイプ充電器 E-BC-180 ¥ 5,200
リチウムイオンバッテリーパック E-BP-258 ¥ 7,600

品　名 品　番 標準販売価格
耳掛け式イヤホンマイクロホン E-HS-99 ¥ 7,600
PTT/VOXスイッチユニット E-VS-2SJ ¥ 11,500

サイズ（mm） 質量 品　番 標準販売価格
幅55.5×奥行27.3×高さ102.5 約142g E-IC-4188D ¥ 54,800

サイズ（mm） 質量 品　番 標準販売価格
幅56×奥行29×高さ92 約243g E-IC-DPR7S ¥105,000

イヤーフック型
ヘッドセット
E-HS-94
※使用にはE-VS-2Lが必要

耳掛け式イヤホンマイクロホン
E-HS-99
※使用にはE-VS-2SJが必要

PTT/VOXスイッチユニット
E-VS-2L

スイッチユニット
E-VS-2SJ

1口タイプ充電器
E-BC-180

リチウムイオン
バッテリーパック
E-BP-258

※価格は1台の価格　サイズは突起部含まず　質量はバッテリー、アンテナを含む

送料別途

送料別途

送料別途 送料別途

送料別途
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※ご注意  ベストセレクション商品は価格体系が異なります。ご注文後のキャンセルはご容赦願います。
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今からエアコンの取り付け工事を始めたいという方に最適
ルームエアコン据付工事に必要なものはすべて揃うサービスキット

業界初！真空引きの際、正圧をかけても故障の心配なし

R-410A使用のエアコンの取付工事に備え、最低限必要なものを備えた
サービスキット

エアコンサービスキット

超小型デジタル真空ゲージセット

真空ポンプ 真空ポンプオイル

ボールバルブマニホールドキット

デジタルマニホールド ハイブリッドマイクロ真空ポンプ

品　番 標準販売価格
BK-ESK-410AJ3 ¥179,000

品　番 標準販売価格
BK-MR-100 ¥ 4,200

真空ポンプに接続した
ままで持ち運び可能の
超小型タイプ

ゲージ＋フィッティング
RO-RDM-2

ゲージ＋フィッティング
RO-RDM-3

BK-BB-210HD

コントロールバルブ
RO-1000HS-QUEEN

ホース
RO-67136H

BK-BB-220 BK-BB-240 BK-BB-260
電源 AC100V　50/60Hz AC100V　50/60Hz AC100V　50/60Hz

排気速度
51L /min（50Hz） 100L /min（50Hz） 142L /min（50Hz）
57L /min（60Hz） 113L /min（60Hz） 170L /min（60Hz）

ステージ 2ステージ 2ステージ 2ステージ
真空到達度 15ミクロン 15ミクロン 15ミクロン

モーター 250W/4ポールモーター 400W/4ポールモーター 600W/4ポールモーター

吸気管径
5/16フレア 5/16フレア 5/16フレア
1/4フレア 1/4フレア 1/4フレア

オイル量 200ml 325ml 460ml

［セット内容］
● R-410Aマニホールド
● R-410Aホース（3本）
●コントロールバルブ
●チャージ口金具
● 真空ポンプ
●チューブカッター
●リーマー
●フレアツール
●トルクレンチ（1/4）
●トルクレンチ（3/8）
●ガス漏れ検知剤
●エアコンパル
●ケース
● 真空ポンプケース

［セット内容］
● R-410Aマニホールドキット
● R-410Aホース（90cm×3本）
●キャリングケース

品　名 品　番 標準販売価格
キット BK-410FMK ¥ 41,500

マニホールドのみ BK-410-PKLB ¥ 24,300

品　名 品　番 標準販売価格
キット BK-WD3-32B ¥ 44,300

マニホールドのみ BK-WD3-32CMB ¥ 32,900

90°ハンドルにより、バルブの
開閉状態が一目で判別でき、
操作が非常に楽なボールバル
ブ⽅式

●  業界最薄（23mm）のスリムマニ
ホールドボディ（ハンドル部含まず）

●  φ50（ゲージ装着時φ58）のミニ
デジタルゲージ採用

● 4桁LCD表示
● 測定圧力：－0.100～5.000Mpa
● 連続使用時間：200時間
● 電源：コイン式電池 CR2023

●  スイッチ立ち上げ時にON/OFFスイッチを長押
しすると0点調整ができる

● 接続ポート：UNF1/2-20（5/16"）　
● 圧力範囲：-0.1～5.0MPa
● 使用電池：CR2450（3.0V, 1500mAh）
● 作業可能温度：0～50℃
●サイズ：φ42×110mm　 ● 質量：200g

●トルク型真空ポンプ
● 4ポールモーター採用で確実な真空到達を実現
●  特に確実な真空引きが必要な大型空調機に威力を発揮
● 長時間運転に強い

●  電源が確保できない現場では電動ド
ライバー（回転専用）で作業ができる

● 軽量コンパクト
● 真空ゲージ付
● BVバルブ（手動）式逆流防止機能付
● 専用ケース付

● 標準タイプ
● 容量：1L
●  オイル交換の目安：300時間使用

もしくは3～6カ月ごと

セット内容 品　番 標準販売価格
ゲージ＋フィッティング RO-RDM-2 ¥ 21,000
ゲージ＋フィッティング RO-RDM-3 ¥ 21,000

RO-RDM-2、ホース、コントロールバルブ RO-RDM-2X ¥ 31,000
RO-RDM-3、ホース、コントロールバルブ RO-RDM-3X ¥ 31,000

サイズ（mm） 質量 品　番 標準販売価格
幅124×奥行318×高さ234 8.5kg BK-BB-220 ¥ 64,300
幅138×奥行337×高さ244 10.5kg BK-BB-240 ¥ 71,500
幅145×奥行395×高さ257 15.9kg BK-BB-260 ¥100,000

真空ゲージ 品　番 標準販売価格
アナログ式 BK-BB-210H ¥ 64,300
デジタル式 BK-BB-210HD ¥ 82,900

電源 AC100V　50/60Hz

排気速度
25L /min（50Hz）
28L /min（60Hz）

ステージ 2ステージ
真空到達度 40ミクロン

モーター 150W/2ポールモーター
寸法 幅88×奥行240×高さ155mm
質量 4.0kg

吸気管径
5/16フレア

1/4フレア（付属アダプター装着時）
オイル量 150ml
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チャージ口金具

好評の携帯真空ポンプが
グレードアップ！

チタンコーティング刃を採用　5分銅管も切断可能
一般冷媒配管用銅管専用

ハンドル操作が驚くほど軽い！

最小限の動作でバリをほとんど出さずに切断
刃に余分な負担をかけず、耐久性がアップ

高真空ツーステージ真空ポンプ

バリの出にくいチューブカッター 片刃オートマチックチューブカッター

ポケットブラック （小型真空ポンプ）

ギュポフレックス アダプター

コントロールバルブ（R410A用）

軽量フレアツールクイックハンドルフレアツール

エアコンパル

品　番 標準販売価格
RO-15010H-PREMIUM ¥144,000

品　番 標準販売価格
RO-PB2010 ¥ 50,000

品　番 標準販売価格
BK-345 ¥ 2,500

品　番 標準販売価格
BK-A-44000S ¥ 6,290

品　番 標準販売価格
BK-700FNPA ¥ 30,000

品　番 標準販売価格
BK-900FN ¥ 31,000

品　番 標準販売価格
BK-AP-180 ¥ 2,500

仕様 品　番 標準販売価格
1/4オスF×5/16メスF BK-AD2M-4P ¥ 1,400
5/16オスF×1/4メスF BK-AD4M-2P ¥ 1,400

品　番 標準販売価格
チューブカッター TC-127 ¥ 7,600

替刃 K600 ¥ 1,800

品　番 標準販売価格
チューブカッター BK-TC-320S ¥ 6,430
替刃（2枚入） BK-TC-320SB2 ¥ 3,800

仕様 品　番 標準販売価格
5/16オスF×3/4 BK-CM4-6 ¥ 1,600

適用冷媒 R12, R22, R502 / R134a /
R404A, R407C / R410A

ローター方式 ツーステージ
ドライブ方式 ダイレクト

排気量 22.5L/分（50Hz）、27L/分（60Hz）
真空到達度 40×10 − 6MPa （30ミクロン）

モーター回転数 1440rpm（50Hz）、
1740rpm（60Hz）

モーター 100V 65W
吸入ポート UNF7/16-20（1/4"）

サイズ 260×160×200mm
質量 7.05kg

付属品
変換アダプター（M10）、

変換アダプター（UNF1/2-20）、
真空ポンプオイル、専用ケース

●  ソレノイドバルブ内蔵で、電源が切
れた場合にも真空ポンプオイルの
逆流を防止

●  自動シャット式のソレイドバルブに
より、冷凍サイクルへのエアー混入
を防止

●  ルームエアコン、小型パッケージエアコンの新設用
●  オイルフラッシング作業が可能になり、わずか一

滴のオイルで高真空作業を実現
●  コンパクトサイズだから、収納、持ち運びも簡単で

作業スピードアップ
● 電源は充電式ドライバーを使用
●  高速回転（2,000回転）で作業できる
●ラバープロテクター付

●ガス漏洩検知剤
● 検知能力：1×10-4cc/secまで
● 容量：345g

● R-410A用コントロールバルブ
●  サービスポート脱着時のホース、機器両

⽅からの冷媒の吹き出しを、ハンドルを
回すことによって防止できる

● 口径：5/16オスF×5/16メスF
● 全長：64mm（CLOSE時）

●アルミ合金で極限まで軽量化した700g
●プランジャー式スライド位置決め機構採用
●ムダを省いた4穴バー
● 適合サイズ：1/4、3/8、1/2、5/8（4穴）
● 適合チューブ：軟質銅、アルミニウム管
　（外径規制管）
●フレア角度：45°フレア

●  従来のフレアツールのようにハンドルを
全回転することなく、ラチェット式のよう
にハンドルを持ち替えずに繰り返し回転
操作が行えます。

●  サイズ：1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、
3/4インチ

● 新冷媒、従来冷媒対応
● 冷凍･空調用のジョイント部用オイル
●スプレーノズル付
● 容量：180ml

適用A/C機器 ルームエアコン
到達真空圧力 4.5torr
接続ポート径 R410Aサイズ、UNF1/2-20（5/16"）
ビット差込口 対辺6.35mm（1/4''）ビット専用

回転数 約2000回転までの回転式電動ドライバー
本体サイズ 55×47×76mm

■適合パイプ（一般冷媒配管用銅管）
管径（mm） 肉厚（mm） 質別

φ6.35  φ9.52  φ12.7 
（1/4"    3/8"    1/2"） 0.8 O

または
OLφ15.88 （5/8"） 1.0

●  極薄丸刃採用で、ガス漏れのもとと
なるバリを削減

●  自動送り機構で誰でも簡単にきれ
いな仕上がり

● 刃にカバーが付いた安全設計
● 家庭用ルームエアコン工事に最適
● 全長：130mm　 ● 質量：300g

●  切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれ
いに効率よく切断できる

●チタンコーティング刃
●スプリング式刃送り機構
●オートマチック機構
●  切断可能外径：3/16" ～ 1-1/4"（4mm～32mm）
● 本体質量：235g

626626
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※ご注意  ベストセレクション商品は価格体系が異なります。ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

NWS
ツール
クライン
ツール

電設作業
工具

電動工具

計測器

溶接機

変圧器
インバーター

通線工具

スプレー塗料
化成品

トラン
シーバー

空調工具

ユニホーム

安全
保護具

セキュリ
ティ用品

掃除・衛生
養生用品

はしご
脚立･足場

オフィス
ファニチャー

ラック

コンテナ
車載ボックス

安全標識

工場用
冷暖房機器

空調工具

空調工具



トルクレンチ

ラチェット式トルクレンチ

フレアナット径寸法表

ナットサイズ 締付トルク 全長 品　番 標準販売価格
1/4 17mm 18N・m（176kgf・cm） 215mm BK-ATQ-180 ¥ 8,580
3/8 22mm 38N・m（373kgf・cm） 260mm BK-ATQ-380 ¥ 10,000
1/2 26mm 55N・m（539kgf・cm） 260mm BK-ATQ-550 ¥ 11,500
5/8 29mm 75N・m（735kgf・cm） 290mm BK-ATQ-750 ¥ 14,600

ナットサイズ 締付トルク 全長 品　番 標準販売価格
配管1/4 17mm 18N・m 222mm BK-RTQ-180 ¥ 12,600 
配管3/8 22mm 38N・m 255mm BK-RTQ-380 ¥ 13,600 
配管1/2 26mm 55N・m 270mm BK-RTQ-550 ¥ 18,900 
配管5/8 29mm 75N・m 300mm BK-RTQ-750 ¥ 19,500 

呼称 呼び径
寸法A

第1種用 第2種用
1/4インチ 6.35mm 17mm 17mm
3/8インチ 9.52mm 22mm 22mm
1/2インチ 12.70mm 24mm 26mm
5/8インチ 15.88mm 27mm 29mm
3/4インチ 19.05mm 36mm 36mm

長袖ブルゾン（春〜夏）

ワンタックカーゴパンツ（春〜夏）

半袖ブルゾン（春〜夏）

長袖ポロシャツ（春〜夏）

品　番 標準販売価格
J44100 ¥ 6,300

品　番 標準販売価格
J44102 ¥ 5,300

品　番 標準販売価格
J44110 ¥ 5,800

品　番 標準販売価格
J24434 ¥ 3,900

● 素材：ソフトサマーツイル
　（ポリエステル65％・綿35％）
●コーディネイト商品
　：J44100、J44110

● 素材：ソフトサマーツイル（ポリエステル65％・綿35％）
●コーディネイト商品：J44102

● 素材：ソフトサマーツイル（ポリエステル65％・綿35％）
●コーディネイト商品：J44102

● 素材：鹿の子（ポリエステル65％・綿35％）

サイズ S M L LL EL 4L 5L
胸囲 108 112 116 120 124 133 142
肩幅 46 48 50 52 54 56 58
袖丈 52 54 56 58 60 60 60
着丈 59 62 65 68 71 71 71

サイズ S M L LL EL 4L 5L
胸囲 108 112 116 120 124 133 142
肩幅 46 48 50 52 54 56 58
袖丈 23 24 25 26 26 27 27
着丈 59 62 65 68 71 71 71

サイズ S M L LL EL 4L 5L
胸囲 96 102 108 114 120 126 136
肩幅 42 44 46 48 50 52 55
袖丈 56 57 58 59 59 60 60
着丈 67 71 75 77 78 79 79

ライトベージュ
ライトベージュ

ミストブルー
ミストブルー

ネービー
ネービー

アースグリーン
アースグリーン

帯電防止素材使用帯電防止素材使用

帯電防止素材使用

● EL寸は300円アップ　4L、5L寸は割高になります

● 91cm以上は300円アップ　112、120cmは割高になります

● EL寸は300円アップ　4L、5L寸は割高になります

● EL寸は300円アップ　4L、5L寸は割高になります

ウエストサイズ 70 73 76 79 82 85 88 91 96 101 106 112 120
ヒップ 95 98 101 104 107 110 113 116 121 126 131 136 141

ワタリ幅 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 31 32 43.5
股下 78 75 90ハーフ

ライトベージュ ミストブルー ネービーアースグリーン

ブルー ネービー ホワイトサックス

エメラルド パープル

レッド イエローアースグリーン
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半袖ポロシャツ（春〜夏） 帽子（丸アポロ型）（春〜夏）

品　番 標準販売価格
J24404 ¥ 3,600 品　番 標準販売価格

J90019 ¥ 4,400

● 素材：鹿の子（ポリエステル65％・綿35％） ● 素材：ボアコットソフトツイル（減量加工）（ポリエステル60％・綿40％）
●サイズ：M（57〜59cm） L（59〜61cm） LL（61〜63cm）

サイズ S M L LL EL 4L 5L
胸囲 96 102 108 114 120 126 136
肩幅 42 44 46 48 50 52 55
袖丈 21 22 23 24 24 25 25
着丈 67 71 75 77 78 79 79 ● EL寸は300円アップ　4L、5L寸は割高になります

ブルー ネービー ホワイトサックス

エメラルド パープル

レッド イエローアースグリーン

ミストブルー ネービー

アースグリーン マスタード スモークグリーン

長袖ブルゾン（春〜夏）

長袖シャツ（春〜夏）

半袖ブルゾン（春〜夏）

品　番 標準販売価格
J46200 ¥ 6,700

品　番 標準販売価格
J46204 ¥ 5,400

品　番 標準販売価格
J46210 ¥ 6,200

● 素材：ソフトサマーツイル（減量加工）
　（ポリエステル60％・綿40％）
●コーディネイト商品：J46201,J46202

● 素材：ソフトサマーツイル（減量加工）
　（ポリエステル60％・綿40％）
●コーディネイト商品：J46201,J46202

● 素材：ソフトサマーツイル（減量加工）
　（ポリエステル60％・綿40％）
●コーディネイト商品：J46201,J46202

サイズ S M L LL EL 4L 5L
胸囲 112 116 120 124 128 132 140
肩幅 47 49 51 53 55 57 61
袖丈 53 55 57 59 59 60 60
着丈 62 64 66 68 70 70 72

サイズ S M L LL EL 4L 5L
首廻 41 42 43 44 45 47 49
胸囲 106 110 114 118 122 126 130
肩幅 45 47 49 51 53 55 57
袖丈 55.5 57.5 59.5 61.5 62.5 62.5 62.5
着丈 77 79 81 83 85 88 88

サイズ S M L LL EL 4L 5L
胸囲 112 116 120 124 128 132 140
肩幅 47 49 51 53 55 57 61
袖丈 22 23 24 25 25 26 26
着丈 62 64 66 68 70 70 72

帯電防止素材使用

帯電防止素材使用

帯電防止素材使用

● EL寸は300円アップ　4L、5L寸は割高になります

● EL寸は300円アップ　4L、5L寸は割高になります

● EL寸は300円アップ　4L、5L寸は割高になります

ネービー

ネービー

ネービー

ネービー

ライトベージュ

ライトベージュ

ライトベージュ

ライトベージュ

アースグリーン

アースグリーン

アースグリーン

アースグリーン

品　番 標準販売価格
J46201 ¥ 4,900

● 素材：ソフトサマーツイル（減量加工）
　（ポリエステル60％・綿40％）
●コーディネイト商品：
J46200,J46210,J46204 ● 91cm以上は300円アップ　112、120cmは割高になります

ウエストサイズ 70 73 76 79 82 85 88 91 96 101 106 112 120
ヒップ 101 104 107 110 113 116 119 121 125 129 134 138 144

ワタリ幅 33.5 34 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 41.5 42.5 44 46
股下 78 75 90ハーフ

ツータックパンツ（春〜夏）
帯電防止素材使用
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※ご注意  ベストセレクション商品は価格体系が異なります。ご注文後のキャンセルはご容赦願います。
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半袖ポロシャツ（夏物）

品　番 標準販売価格
J24444 ¥ 4,700

● 素材：CVC鹿の子　ポリエステル40％・綿60％

サイズ S M L LL EL 4L 5L
胸囲 96 102 108 114 120 126 136
肩幅 42 44 46 48 50 52 55
袖丈 21 22 23 24 24 25 25
着丈 67 71 75 77 78 79 79

帯電防止素材使用・抗菌防臭加工

● EL寸は300円アップ　4L、5L寸は割高になります

サックス

ネービー

ホワイト

ライトベージュ アースグリーン

品　番 標準販売価格
J46202 ¥ 5,400

● 素材：ソフトサマーツイル（減量加工）
　（ポリエステル60％・綿40％）
●コーディネイト商品：
　J46200,J46210,J46204 ● 91cm以上は300円アップ　112、120cmは割高になります

ウエストサイズ 70 73 76 79 82 85 88 91 96 101 106 112 120
ヒップ 101 104 107 110 113 116 119 121 125 129 134 138 144

ワタリ幅 33.5 34 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 41.5 42.5 44 46
股下 78 75 90ハーフ

ツータックカーゴパンツ（春〜夏）
帯電防止素材使用

ブルゾン（秋〜冬）

長袖ブルゾン（秋〜冬）

品　番 標準販売価格
J40900 ¥ 9,600

品　番 標準販売価格
J40400 ¥ 9,500

サイズ S M L LL EL 4L 5L
胸囲 102 106 110 114 118 126 136
肩幅 44 46 48 50 52 54 56
袖丈 53 55 57 59 61 61 61
着丈 59 62 65 68 71 71 71

サイズ S M L LL EL 4L 5L
胸囲 102 106 110 114 118 126 136
肩幅 44 46 48 50 52 54 56
袖丈 53 55 57 59 61 61 61
着丈 59 62 65 68 71 71 71

帯電防止素材使用・ストレッチ

帯電防止素材使用・ストレッチ

● EL寸は300円アップ　4L、5L寸は割高になります

● EL寸は300円アップ　4L、5L寸は割高になります

品　番 標準販売価格
J40902 ¥ 6,900

品　番 標準販売価格
J40401 ¥ 7,000

● 素材：裏綿ツイル（ポリエステル93％・綿7％）
　表 / ポリエステル100％　
　裏 / ポリエステル65％・綿35％
●コーディネイト商品：J40900

● 素材：ダイヤリッチツイル（ポリエステル100％）
●コーディネイト商品：J40400

● 91cm以上は300円アップ　112、120cmは割高になります

● 91cm以上は300円アップ　112、120cmは割高になります

ウエストサイズ 70 73 76 79 82 85 88 91 96 101 106 112 120
ヒップ 96 99 102 105 108 111 114 117 123 126 130 135 140

ワタリ幅 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
股下 78 75 90ハーフ

ウエストサイズ 70 73 76 79 82 85 88 91 96 101 106 112 120
ヒップ 96 99 102 105 108 111 114 117 123 126 130 135 140

ワタリ幅 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
股下 78 75 90ハーフ

ツータックカーゴパンツ（秋〜冬）

ツータックパンツ（秋〜冬）

帯電防止素材使用
・ストレッチ

帯電防止素材使用
・ストレッチ

● 素材：裏綿ツイル（ポリエステル93％・綿7％）
　表 / ポリエステル100％　
　裏 / ポリエステル65％・綿35％
●コーディネイト商品：J40902

● 素材：ダイヤリッチツイル（ポリエステル100％）
●コーディネイト商品：J40401,J40402

アースグリーン

スプレーグリーン

スプレーグリーン

アースグリーン

ネービー

グレープ

グレープ

ネービー

ダークブルー

ネービー

ネービー

ダークブルー

ウイングアーム

ウイングアーム

システムフラップ

マジックポケット

システムフラップ
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品　番 標準販売価格
J40402 ¥ 7,100

● 素材：ダイヤリッチツイル（ポリエステル100％）
●コーディネイト商品：J40400

● 91cm以上は300円アップ　112、120cmは割高になります

ウエストサイズ 70 73 76 79 82 85 88 91 96 101 106 112 120
ヒップ 96 99 102 105 108 111 114 117 123 126 130 135 140

ワタリ幅 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
股下 78 75 90ハーフ

ツータックカーゴパンツ（秋〜冬）
帯電防止素材使用
・ストレッチ

スプレーグリーン グレープネービー

ペン差し付カーゴポケット

ブルゾン（フード付）（冬物）

品　番 標準販売価格
J48010 ¥ 19,900

● 素材：ナイロンツイル
　本体　表地 ナイロン100％　裏地 ポリエステルタフタ
　　　　中綿50gキルト
　ライナー　表 ポリエステル起毛トリコット　裏 アルミメッシュ
　　　　　　中綿50gキルト
●コーディネイト商品：J48011

サイズ M L LL EL 4L
胸囲 125 129 135 141 147
肩幅 54 56 58 60 62
袖丈 60 62 62 64 66
着丈 67 70 73 73 75

摩耗撥水加工

● EL寸は500円アップ　4L寸は割高になります

グリーン ネービー
スモークグリーン

ブルゾン（フード付）（冬物） パンツ（冬物）

品　番 標準販売価格
J48013 ¥ 22,700

品　番 標準販売価格
J48011 ¥ 13,500

● 素材：ナイロンツイル
　本体　表地 ナイロン100％　裏地 ポリエステルタフタ
　　　　中綿50gキルト
　ライナー　表 ポリエステル起毛トリコット　裏 アルミメッシュ
　　　　　　中綿50gキルト
●コーディネイト商品：J48011 ● 素材：ナイロンツイル

　表地 ナイロン100％
　裏地　上半分：ポリエステル起毛トリコット
　　　　中綿100gキルト
　下半分：ポリエステルタフタ　中綿80gキルト
●コーディネイト商品：J48010, J48013

サイズ M L LL EL 4L
胸囲 125 129 135 141 147
肩幅 54 56 58 60 62
袖丈 60 62 62 64 66
着丈 82 84 86 88 88

サイズ M L LL EL 4L
ウエスト 74〜80 80〜88 88〜98 98〜110 105〜117
ヒップ 108 114 122 130 136

ワタリ幅 36 38 39.5 41 42
股下 76

摩耗撥水加工 摩耗撥水加工

● EL寸は500円アップ　4L寸は割高になります ● EL寸は500円アップ　4L寸は割高になります

グリーン

グリーン

ネービー

ネービー

スモークグリーン

スモークグリーン

裾口フリーマジック

サイドスルーポケット

USB端子付モバイル電源

電源を入れて約10秒で温まる発熱ユニット内蔵のベスト
3ヵ所の発熱ユニットが身体を前後からあたためる

充電式ヒートベスト

● USB端子付モバイル電源（10,400mAh）が付属　出力電圧：5V　出力電流：2.1A
● 市販のモバイル電源も使用可能
● 温度3段階切替　高：約48℃  中：約42℃  低：約36℃
●ライトの色で設定温度が確認できる
●  クロスヒーティングシステム　断線や腐食のない素材で、遠赤外線効果もあり、放射熱の

作用で体を芯から温める

● 襟付きタイプ

襟付きタイプ
RY-BHV-B

襟なしタイプ
RY-BHVV-B

● 襟なしタイプ

サイズ 品　番 標準販売価格
M RY-BHV-BM ¥ 33,600
L RY-BHV-BL ¥ 33,600

XL RY-BHV-BXL ¥ 33,600
XXL RY-BHV-BXXL ¥ 33,600

サイズ 品　番 標準販売価格
M RY-BHVV-BM ¥ 33,600
L RY-BHVV-BL ¥ 33,600

XL RY-BHVV-BXL ¥ 33,600
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※ご注意  ベストセレクション商品は価格体系が異なります。ご注文後のキャンセルはご容赦願います。
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品　番 標準販売価格
UKHO-11 ¥ 21,000

サイズ M L LL EL 4L
着丈 64 66 68 70 70
肩巾 50 52 54 56 58
袖丈 54 56 58 60 58
胸囲 116 120 124 132 140

※季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

空調風神服にはリチウムイオンバッテリーは
付属していません。別途お買い求めください。

ダークブルー

ななめ10°のファンで上向きの風

ななめ10°のファンで上向きの風

左胸ファスナー付ポケット

ライトブルー

モスグリーン

服の中を風が駆け巡る空調風神服
クーラーに頼る必要がなくなるため、冷房病の
予防と省エネ効果が見込めます

空調風神服

● 材質：綿
● 付属品：空気吸入ファン×2個、ケーブル

品　番 標準販売価格
UKHO-09GY ¥ 24,000

品　番 標準販売価格
UKHO-228 ¥ 28,500

サイズ M L LL EL 4L
着丈 64 66 68 70 70
肩巾 50 52 54 56 58
袖丈 54 56 58 60 58
胸囲 116 120 124 132 140

※季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

※季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

空調風神服にはリチウムイオンバッテリーは
付属していません。別途お買い求めください。

チャコール

ランヤード装着例

ランヤード取出口 取りはずしフック
かけD環

ファン脱落防止ネット付

服の中を風が駆け巡る空調風神服
フルハーネスにも完全対応で、高所作業をより安全に

空調風神服専用バッテリー
4段切替

ハーネス空調風神服

空調風神服用リチウムイオンバッテリー

● 材質：綿
●  付属品：空気吸入ファン×2個、

ケーブル

■連続使用時間
　強：約8時間
　中：約11時間
　弱：約16時間
　最弱：約40時間

● 電圧：強・中・弱・最弱の4段切替
● 電気容量：42.9Wh（5800mAh）
● 機能：ON/UPボタン、
　　　  OFF/DOWNボタン
●サイズ：約100×70×28mm
● 質量：約320g
●  付属品：ソフトケース、充電用ACア

ダプター

631631
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面ファスナーテープ

保冷剤用
ポケット

保冷剤用
ポケット

ナイロン
メッシュ

❶クーリングメット
　を 2、３分間水に
　浸けます。

❷軽くしぼり、
　頭にかぶって
　ご使用ください。

❸使用後は、
　手洗いの上
　陰干ししてください。

汗取り吸湿布※

吸湿布入り冷却部※

※ベルオアシス®使用

優れた吸湿･放湿性と高い消臭性
能を誇ります。低エネルギーで
焼却ができる地球に優しい素材
です。

▼

▼

優れた吸湿･放湿性と高
い消臭性能を誇ります。
低エネルギーで焼却が
できる地球に優しい素
材です。

使用後は、手洗い
の上陰干しして
ください。

●保冷剤を冷凍庫で約３時間以上冷却した後、保冷
剤挿入部に入れてご使用ください。
※冷却した保冷剤は肌に直接つけると凍傷になる恐
れがありますので、必ず、本製品の保冷剤挿入部
に入れて使用してください。
●保冷剤の挿入口は内側にあります。
●冷却効果はおよそ 1 時間半持続します。保冷感が
感じられなくなったら保冷剤を交換してください。

保冷剤挿入部

断熱材

汗取り吸湿布
※ベルオアシス®使用

付属の保冷剤（3個）

※ヘルメットは別売

ベルトループに吊り下げて
持ち運びに便利

裏側

ネイビー

ライトブルー

印刷面展開図

● 水分の蒸発でひんやり
● 洗えば繰り返し使用可能
● 吸汗、通気性に優れ爽快
●サイズ：フリー
● 材質：カバー ポリエステル100%
　内容物 ベルオアシス、アクリル繊維、
　その他繊維

● 保冷剤が冷却効果をもたらします
● 洗えば繰り返し使用可能　 ● 吸汗、通気性に優れ爽快
● 保冷剤はフィットしやすい120g連結型
● 保冷剤2個付属　 ●サイズ：フリー
● 材質：カバー ポリエステル100%
　内容物 ベルオアシス、アクリル繊維、
　その他繊維

● 冷凍した保冷剤を背中･両脇のポケットに入れるだけ
● 体に優しい温度で、比較的長時間快適な作業が可能
● 保冷剤は家庭用冷蔵庫で冷凍（6時間以上）
● 水洗いOKで繰り返し使用できる
●サイズ：520×590mm（ウエスト/〜96cm）
● 総質量：約720g
● 材質：ナイロンWメッシュ

● WBGT、気温、湿度を測定表示
● 直射日光可
● 屋内外自動切替
● 5段階12レベル表示
● 質量：65g
● 電源：CR2032形リチウム電池×1個
●  材質：黒球本体/耐熱ABS、レンズ/PMMA、センサーカバー/PP
●  付属品：吊り下げ用アタッチメント×2、カラビナ、ドライバー、三脚

取付用電池フタ、電池（動作確認用）

●セット内容
　収納バッグ×1個、
　長期保存水500ml×2本、
　瞬間冷却パックパンチクール×4個、
　色調体温計×2本、
　ポータブルソルト25g×1個

● 500ml用
●  ナスカン付なので、ペットボ
トル飲料の携帯に便利

●  熱中症の症状と緊急措置
のわかりやすいイラスト入

● 内側に保冷生地を使用

● 材質：表生地 ナイロン、裏生地 シルバー保冷用生地、ナスカン 鉄
※ペットボトルは別売

● 首やおでこにさわやか冷感
●  冷却ジェルパック（保冷剤）

は、首やおでこにフィットしや
すい3連タイプ

●サイズ：フリー
● 材質：綿100%
● 付属品：保冷剤（3連）×1個

●  水だけで冷感持続！簡単で効果的な冷感
スカーフ

●  製品内の特殊高分子ポリマー（吸水樹
脂）が水分を吸収し、外に逃がさず保水。
その水分が気化する際の吸熱作用により
長時間にわたって心地よい冷感を維持し
ます。（注：環境により異なります）

● 首に巻き付けやすい通し穴　
● 繰り返し使用可能（手洗い可能）
●サイズ：フリー　 ● 質量：16g
● 材質：綿、特殊高分子ポリマー

品　番 標準販売価格
UKHO-67 ¥ 1,500

品　番 標準販売価格
UKHO-68 ¥ 1,950

品　番 標準販売価格
UKHO-72 ¥ 1,200

品　番 標準販売価格
UK379-79 ¥ 5,700

※季節商品のため、完売の際はご容赦願います。 ※季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

※季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

※季節商品のため、完売の際はご容赦願います。※季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

※季節商品のため、完売の際は
　ご容赦願います。

※季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

クーリングメット

マジクール

ボトルホルダー（保冷機能付）

クールベスト

黒球式熱中症指数計

アイシングメット

ひえひえリラックス

熱中対策応急セット

送料別途

送料別途

送料別途

送料別途

送料別途

送料別途

送料別途

送料別途

色 品　番 標準販売価格
ネイビー UKHO-25NB ¥ 1,700

ライトブルー UKHO-25LB ¥ 1,700

サイズ 品　番 標準販売価格
58×36×108mm UKHO-5251 ¥ 22,000

サイズ 品　番 標準販売価格
130×230×130mm UKHO-94 ¥ 7,350

サイズ 品　番 標準販売価格
約φ80×190mm UK309-18 ¥ 2,300

携帯性抜群な
本格派熱中症指数計

632632
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※ご注意  ベストセレクション商品は価格体系が異なります。ご注文後のキャンセルはご容赦願います。
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●  解剖学的にデザインされたインソール
は、靴内の湿気を調整し快適な履き心
地を生み出す

●  衝撃吸収素材「idセル」がカカトが地
面に着いた時の衝撃を吸収

●アッパー：
　マイクロファイバー / ナイロン
● 色：レッド

● 先芯：樹脂（200J対応）
● 甲革：牛クロム革+人工皮革
● 靴底：発泡ポリウレタン2層底
● 標準質量：800g
●  規格：EN ISO 20345:2011 

S1 SRC 合格 /  
JSAA A種 認定合格品

● 先芯：樹脂（200J対応）
● 甲革：人工皮革+メッシュ
● 靴底：発泡ポリウレタン2層底
● 標準質量：860g
● 規格：JSAA A種 認定合格品

黒

青

白

●ウイズ：ワイド（3E相当）
● 色：ブラック×シルバー

300℃耐熱のラバーソールで
最適な動きやすさとグリップ力
を実現

全面スリップサイン
ソールの浅い溝が消えたら
シューズ交換の目安

歩行時に一番力が入る部分
を強化し、靴底の擦り減りと足
の疲労を軽減

耐油性・耐摩耗性アップ

摩耗しにくい素材と滑りにくさを考慮
した意匠のCPグリップソール

一般的なスチール先芯よ
り軽く、耐磁性と断熱性を
備える合成樹脂先芯（グラ
スファイバー強化）

衝撃吸収材αGELを、最も体重のか
かりやすいかかと部に搭載し、足へ
の衝撃をやわらげて負担を軽減

何千もの小さな気
泡により最適なクッ
ション性と屈曲性
を生む超軽量EVA
ミッドソール

シューズのつま先を上げることで
引っかかりにくく、つまづきにくい
トゥアップ機構

安全靴 フルツイスト （PUMA）

静電安全靴 静電安全スニーカー

高速飛来粉じん用保護メガネ 高速飛来粉じん用保護メガネ送料別途 送料別途

仕　様 品　番 標準販売価格
ポリカレンズ YNO-338 ¥  1,000
キズ防止、JIS規格品 YNO-337PET ¥ 1,720
キズ防止、くもり止め加工、JIS規格品 YNO-337PETAF ¥ 2,900

仕　様 品　番 標準販売価格
キズ防止、JIS規格品 YNO-331PET ¥ 2,300
キズ防止、くもり止め加工、JIS規格品 YNO-331PETAF ¥ 2,900

カジュアルなスタイルで足元の「安全」をおしゃれに彩る

滑りにくくつまづきにくい！
脱ぎ履きが簡単なベルト仕様

鋲打機/釘打機
各種電動工具使用時

鋲打機/釘打機
各種電動工具使用時

全長 品　番 標準販売価格
24.5cm SI-FULL-R-245 ¥ 24,500
25.0cm SI-FULL-R-250 ¥ 24,500
25.5cm SI-FULL-R-255 ¥ 24,500
26.0cm SI-FULL-R-260 ¥ 24,500
26.5cm SI-FULL-R-265 ¥ 24,500
27.0cm SI-FULL-R-270 ¥ 24,500
28.0cm SI-FULL-R-280 ¥ 24,500

全長 品　番 標準販売価格
24.0cm SI-FCP9093-240 ¥ 18,600
24.5cm SI-FCP9093-245 ¥ 18,600
25.0cm SI-FCP9093-250 ¥ 18,600
25.5cm SI-FCP9093-255 ¥ 18,600
26.0cm SI-FCP9093-260 ¥ 18,600
26.5cm SI-FCP9093-265 ¥ 18,600
27.0cm SI-FCP9093-270 ¥ 18,600
27.5cm SI-FCP9093-275 ¥ 18,600
28.0cm SI-FCP9093-280 ¥ 18,600

全長 品　番 標準販売価格
22.0cm NG-KC-0055-220 ¥ 12,650
22.5cm NG-KC-0055-225 ¥ 12,650
23.0cm NG-KC-0055-230 ¥ 12,650
23.5cm NG-KC-0055-235 ¥ 12,650
24.0cm NG-KC-0055-240 ¥ 12,650
24.5cm NG-KC-0055-245 ¥ 12,650
25.0cm NG-KC-0055-250 ¥ 12,650
25.5cm NG-KC-0055-255 ¥ 12,650
26.0cm NG-KC-0055-260 ¥ 12,650
26.5cm NG-KC-0055-265 ¥ 12,650
27.0cm NG-KC-0055-270 ¥ 12,650
27.5cm NG-KC-0055-275 ¥ 12,650
28.0cm NG-KC-0055-280 ¥ 12,650
29.0cm NG-KC-0055-290 ¥ 12,650
30.0cm NG-KC-0055-300 ¥ 12,650

全長 品　番 標準販売価格
22.0cm NG-KC-3610-220 ¥ 13,000
22.5cm NG-KC-3610-225 ¥ 13,000
23.0cm NG-KC-3610-230 ¥ 13,000
23.5cm NG-KC-3610-235 ¥ 13,000
24.0cm NG-KC-3610-240 ¥ 13,000
24.5cm NG-KC-3610-245 ¥ 13,000
25.0cm NG-KC-3610-250 ¥ 13,000
25.5cm NG-KC-3610-255 ¥ 13,000
26.0cm NG-KC-3610-260 ¥ 13,000
26.5cm NG-KC-3610-265 ¥ 13,000
27.0cm NG-KC-3610-270 ¥ 13,000
27.5cm NG-KC-3610-275 ¥ 13,000
28.0cm NG-KC-3610-280 ¥ 13,000
29.0cm NG-KC-3610-290 ¥ 13,000
30.0cm NG-KC-3610-300 ¥ 13,000

安全靴 ウィンジョブ （アシックス）

633633
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このマークの商品は、運賃別途（お客様負担）となりますのでご了承願います。なお、運賃のお問い合わせは当社営業本部まで。TEL 072（986）5900送料別途
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高速飛来粉じん用保護メガネ

細かい飛来粉じん用保護メガネ

細かい飛来粉じん用保護メガネ

遮光グラス

使い捨て式防じんマスク

高速飛来粉じん用保護メガネ

細かい飛来粉じん用保護メガネ

一眼型保護メガネ

一般作業用マスク

送料別途

送料別途

送料別途

送料別途

送料別途

送料別途

送料別途

送料別途

品　番 標準販売価格
YSN-711PETAF ¥ 2,600

品　番 標準販売価格
YYG-6000PETAF ¥ 3,700

質量 品　番 標準販売価格
43ｇ YSN-730PETAF ¥ 2,720

入数 品　番 標準販売価格
50枚 TN-DPM-50 ¥ 4,230

品　番 標準販売価格
YNO-337W ¥ 2,600

品　番 標準販売価格
YSN-221PETAF ¥ 4,270

仕　様 品　番 標準販売価格
アセチレンズ入り YYG-5080 ¥ 1,030
アセチくもり止め加工 YYG-5080M ¥ 1,600

仕　様 品　番 標準販売価格
アセチレンズ入り YYG-5300 ¥ 1,150
アセチくもり止め加工 YYG-5300M ¥ 1,750

鋲打機/釘打機
各種電動工具使用時

作業中の粉じん
各種電動工具使用時

鋲打機/釘打機
各種電動工具使用時

作業中の粉じん
各種電動工具使用時

ブラックシルバー

クリスタルグリーン

クリアー

クリスタルブルー

Y-4000A
Y-4100B

Y-4500A
Y-4500B

折り返し式ベルト止め
＆織ゴムタイプベルト

ベルト長さ調節パーツ
（Y-4000A,-4500A）

ベルト取付調節用フック
（Y-4500B）

ベルト取付調節用フック
（Y-4100B）

ヘッドバンド（A） 新サイドバンド（B）
しっかり装着 掛けはずし簡単

●キズ防止、くもり止め加工、JIS規格品
●ワイドタイプ　 ● 角度調整機能付

● 度付きメガネの上から装着できる
●レンズ交換式

●  安全性と作業性を高いレベルで
両立

●  レンズは透明度、耐熱性に
優れ、くもり止め性能が長続
きするペトロイド・AFレンズ
（2.4mm）

●  フレームは顔当たり部分に柔ら
かいエラストマー素材を用い、
レンズ側のPP素材と最新の技
術で融合

● JIS規格品　 ● 質量：100g

● 国家検定合格品（区分DS2）の高性能使い捨て式粉じんマスク
● 金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間が不要　 ● 丈夫で切れにくい織ゴムタイプのベルトを採用
● 粒子捕集効率（社内基準値）：95％以上　 ● 使用限度時間：12時間

● 度付きメガネの上から装着できる
●レンズ交換式

● JIS規格同等品・スパッタ−キズ防止加工
（PET）

●ガス溶接、ガス切断、紫外線／赤外線用
● 遮光度番号：1.4、 1.7、 2、 3、 4、 5

●  ペトロイド・AFレンズ　
● 上ひさしサイド付　
●  角度調節可　
●ニュークッションバー付　
● JIS規格品

● 軽量タイプ
● 呼吸がラクで、付けたままで会話がしやすい
● 簡易型でお手頃価格
● 清掃作業、軽作業に

● 紫外線カット、くもり止め加工、JIS規格品
●ツル長さ調節機能付　 ● 軽量31g

タイプ 粒子捕集効率
（実測値・平均） 入数 品　番 標準販売価格

粉じん用
ヘッドバンド 99.5％ 20枚 Y-4000A ¥ 8,300

新サイドバンド 99.3％ 20枚 Y-4100B ¥ 8,300

粉じん用
活性炭入

ヘッドバンド 99.4％ 20枚 Y-4500A ¥ 12,100
サイドバンド 99.4％ 20枚 Y-4500B ¥ 12,100
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保護帽

携帯ヘルメット

デザインステッカー

保護帽

保護帽

保護帽

保護帽

さわやかキャップ

送料別途

送料別途

送料別途

送料別途

送料別途

送料別途

送料別途

送料別途

質量 品　番 標準販売価格
420ｇ YZ-ST130 ¥ 8,000

質量 品　番 標準販売価格
535ｇ YZ-161VJ-SH ¥ 11,200

質量 品　番 標準販売価格
465ｇ YZ-1830-JZ ¥ 6,000

質量 品　番 標準販売価格
395ｇ YZ-121CZ ¥ 5,000

質量 品　番 標準販売価格
595ｇ YZ-162VSD ¥ 18,000

品　番 標準販売価格
YZ-1905 ¥ 1,900

質量 品　番 標準販売価格
365ｇ YZ-0169EZ ¥ 3,000

色 品　番 標準販売価格
斬新レッド YZ-D1R ¥ 950
斬新イエロー YZ-D1Y ¥ 950
洗練レッド YZ-D2R ¥ 950
洗練グリーン YZ-D2G ¥ 950
安心グリーン YZ-D3G ¥ 1,200
安心ブルー YZ-D3B ¥ 1,200
力強さブルー YZ-D4B ¥ 1,170
力強さイエロー YZ-D4Y ¥ 1,170
アクティブブルー YZ-D5B ¥ 1,200
アクティブピンク YZ-D5P ¥ 1,200

出張や現場間の移動時に最適
くるっと回してカバンの中に

二層構造による大きな通気孔で
高い通気性を実現
透明ひさしで広い視界を確保

視界を保ち、目を護る。
高機能シールドメット
ゆがみが少なく視界が
クリアなHGシールド採用

業界初！絶縁性能を持つFRP製ヘルメット顔全体を覆う大型シールド面付
ゆがみが少なく視界がクリアなHGシールド採用

フラットなひさしで
視界を確保
人気の前ひさしタイプ

吸汗速乾性素材アクアドライを採用
吸汗・発散性に優れたアンダーキャップ

現場の効率化と、作業者のモチベーション向上のために

斬新レッド  YZ-D1R

力強さブルー  YZ-D4B

洗練グリーン  YZ-D2G

アクティブピンク  YZ-D5P

安心ブルー  YZ-D3B

YZ-D1R

YZ-D2G

YZ-D3G
YZ-D3B

YZ-D4B

YZ-D5B

YZ-D5P
YZ-D4Y YZ-D2R

YZ-D1Y

エアライト搭載品の空気の流れ

エアライト搭載品 エアライト搭載品

風の通り道をふさぐ遮蔽物があり
ません。前方からの風が頭頂部の
広い空間に入り込み、頭部の熱を
後方から排出します。湿気も同時
に排出するため、ムレにくい構造で
す。

イメージ図

帽体色：W-1
ひさし色：V-5

帽体色：W-3
ひさし色：V-2

B-4
W-1 O-1

帽体色：W-3
ひさし色：V-2

帽体色

帽体色 標準色

塗装対応色

帽体色

ひさし色

ひさし色

ひさし色

W-1

W-1

G-1

W-3

W-3

V-2

V-2

V-2

グレー

グレー

グレー

B-4

Y-2

B-1

V-5

V-5

V-3

ブルー

ブルー

グリーン

C-3

W-1

W-8

G-2

Y-2

B-1

C-8

GR-5

帽体色

G-2

上部をくるっと
回すだけの簡
単組み立て

ヘルメットの高さが約半分に

B-4 W-1 O-1
帽体色 ●  ビジネスバッグにも収納でき、電車などの

移動でも邪魔にならずに持ち運びが可能
● 不織布製収納袋（水色）付
●  被り心地の良い本格派「フレキシブルヘッ
ドバンド」搭載

●  留め位置を変えることで調整範囲を拡大
するワイドなサイズ調整機能（頭周囲47〜
62cmに対応）

● 飛来・落下物、墜落時保護用
● 素材：ABS

● 二重構造で雨水の浸入を防ぐ
● 雨だれを防ぐ溝付構造
●  作業中の保護帽のぐらつきを防

ぐEPA付ヘッドバンド
● 飛来・落下物用、墜落時保護用
● 素材：ABS（帽体）、PC（ひさし）

●  耐熱性、耐薬品性、耐候性に優れ
たFRPの特性はそのままに、電
気用（使用電圧600V以下）とし
ても使用可能

●  従来のFRP製ヘルメットのよう
なガラス繊維の露出が少なく、
光沢のある外観を実現

●  飛来・落下物用、墜落時保護用、
電気用

● 素材：FRP

● 透明ひさしで広い視界を確保
●  シールド面はひさしに沿ってピッタリ

おさまりスタイリッシュ
● 雨だれを防ぐ溝付構造
●  作業中の保護帽のぐらつきを防ぐ

EPA付ヘッドバンド
● 飛来・落下物用、墜落時保護用、
　電気用
● 素材：PC

● 雨だれを防ぐ溝付構造
●  飛来・落下物用、墜落時

保護用、電気用
● 素材：ABS

●  ステッカーの導入によって職域や職能の判別が容易
になり、作業の効率化に役立ちます。また、作業者のグ
ループ意識を高め、モチベーションの向上も期待でき
ます。

● 各シール、左右2枚セット
●ヘルメット用ステッカー

●  サイズアジャスト機能付で
ぴったりフィット

● 透明ひさしで広い視界を確保
●  シールド面を帽体内部に出し

入れ可能
● 雨だれを防ぐ溝付構造
●  作業中の保護帽のぐらつき

を防ぐEPA付ヘッドバンド
●  飛来・落下物用、墜落時保護

用、電気用
● 素材：PC

※塗装対応品は割高になります。
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2019年2月「墜落制止用器具の規格」適合品

2019年2月「墜落制止用器具の規格」適合品

使用可能質量130kg
伸縮ストラップ式タイプ1ランヤード
2019年2月「墜落制止用器具の規格」適合品

使用可能質量130kg
伸縮ストラップ式タイプ1ランヤード
2019年2月「墜落制止用器具の規格」適合品

ロック装置付巻取器　タイプ1ランヤード
2019年2月「墜落制止用器具の規格」適合品

ハーネスのチェストベルトと付け替えれば、昇降移動時等に
便利に、安全に使える

フロントＤ環付ハーネス

ハーネス安全帯

フロントＤ環チェストベルト

フルハーネス用ランヤード

品　番 標準販売価格
TI-FD ¥ 8,500

品　番 標準販売価格
TI-HL-ERW-130 ¥ 31,000

品　番 標準販売価格
TI-HL-EB-130 ¥ 22,000

品　番 標準販売価格
TI-HL-MW ¥ 43,000

品　番 標準販売価格
TI-FDCN-10A-KN ¥ 40,000

TI-PAHN-10A-SI TI-PAHN-10A-BL

使用可能質量100kg
肩・腿・骨盤ベルト：幅40mm
胸ベルト：幅25mm
胸クリップ：ワンタッチ（アルミ合金）
腿バックル：ワンタッチ（アルミ合金）
休止フック掛け（2個）
フルハーネス本体質量：約990g
ショルダーパッド質量：約110g

使用可能質量130kg
肩・腿ベルト：幅45mm（ポリエステル）
胸ベルト：D環・幅45mm（ポリエステル）
肩バックル：スチール
胸バックル：ワンタッチ（アルミ合金）
腿バックル：ワンタッチ（アルミ合金）
D環：スチール
休止フック掛け（2個）
フルハーネス本体質量：約1170g

使用可能質量130kg
ストラップ：幅約27mm　ゴム入りポリエステル被覆
全長：約1600mm（ストラップ収納時 約1100mm）
ショックアブソーバ：第一種
フック：No.56（軽量タイプ）
D環側コネクタ：DJMR環（回転機能付）
質量：約1170g

使用可能質量130kg
ストラップ：幅約27mm　ゴム入りポリエステル被覆
全長：約1600mm（ストラップ収納時 約1100mm）
ショックアブソーバ：第一種
フック：No.56（軽量タイプ）
D環側コネクタ：DJMR環（回転機能付）
質量：約710g

使用可能質量100kg
ストラップ：幅17mm　アラミド芯入りテトロン
全長：約1560mm
ショックアブソーバ：第一種
フック：No.56（J環付 軽量タイプ）
D環側コネクタ：DJMR環（回転機能付）
質量：約1740g

ベルト：幅40mm ブラック（ポリエステル）
胸バックル：ワンタッチ（アルミ合金）
D環：スチール
質量：約240g
サイズ：フリー

色 品　番 標準販売価格
シルバー TI-PAHN-10A-SI ¥ 39,400
ブラック TI-PAHN-10A-BL ¥ 39,400

■フルハーネスにも着る楽しさを
■手にしただけでわかる「軽さ」
■交換が可能なチェストベルト
■ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ

■胸部のベルトにD環をプラス
　昇降移動時等に便利に、安全に使える
■使用可能質量130kg

シングル

ダブル

ダブル

ハーネス安全帯用ランヤード

フルハーネス用ランヤード
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ランヤードと補助ロープの2つのフックで、
掛け替え時の無胴綱状態を排除

巻取式リール採用の墜落制止用器具（胴ベルト型）に、
巻取式ランヤードをセットした2丁掛タイプ

ソフトな素材で腰をいたわります

質量 品　番 標準販売価格
約1750g TI-RW-BL ¥ 29,500

質量 品　番 標準販売価格
スタンダードタイプ 約1750g PG-RXSET-A ¥ 31,200

緊急ロック機構タイプ 約1920g PG-LRSET-A ¥ 41,500

品　番 標準販売価格
TI-PB ¥ 4,300

■墜落制止用
　巻取器：樹脂製ケース
　ストラップ：幅17mm　アラミド芯入りテトロン
　長さ：約1650mm　第一種ショックアブソーバ付
　フック：No.56A（軽量タイプ）
■補助ロープ
　巻取器：樹脂製ケース（イエロー）
　ストラップ：幅17mm　アラミド芯入りテトロン
　長さ：約1150mm
　（ストラップ収納時 約420mm）
　フック：No.56H
　（U字つり防止コブ付）

■墜落制止用
　胴ベルト長：1200mm（スチールバックル仕様）
　ランヤード長：1600mm
　質量：約1000g
■巻取式ランヤード
　ランヤード長：1600mm
　質量：約750g

万一の墜落時にロープの引き出しを停止し、墜落距
離を短くすることで人体にかかる衝撃荷重を軽減
■墜落制止用
　胴ベルト長：1200mm（アルミバックル仕様）
　ランヤード長：1600mm
　質量：約1040g
■巻取式ランヤード
　ランヤード長：1600mm
　質量：約880g

巻取式リール
スタンダードタイプ
PG-RXSET-A

巻取式リール
緊急ロック機構搭載タイプ
PG-LRSET-A

U字つり防止コブ

巻取式
補助ロープ

●  カラー：グリーン、イエロー、スカイブルー、ライトグリーン、ブラック
● 補助ベルト：幅105mm×長さ670mm

胴ベルト型墜落制止用器具 胴ベルト型墜落制止用器具

PRO用補助ベルト

ブラック

フックNo.24ZN 台付側フック

ハンド
タイトナー
本体

解放レバー

水平親綱

フック
No.29ZN

14E
親綱用
伸縮調節器

親綱

このイラストは使用例です。屋根の形状
等諸条件で取付方法は異なります。

水平親綱 屋根作業用
親綱

水平親綱長さ 品　番 標準販売価格
5m TI-HT16TSR-5M ¥ 30,400
10m TI-HT16TSR-10M ¥ 37,000
15m TI-HT16TSR-15M ¥ 43,600

親綱長さ 品　番 標準販売価格
5m TI-NR14E29-5M ¥ 12,400
10m TI-NR14E29-10M ¥ 16,400
15m TI-NR14E29-15M ¥ 20,400

カンタン手張り 屋根上作業や傾斜面作業での滑落防止に

●  引き込むだけで手間いらず。使いたい
ときにすぐ張れる

●  垂直親綱にもOK
●  ソーラーパネルの設置作業にも安全

で便利
●  水平親綱：3ッ打ナイロンロープ（赤芯

入り）直径16mm
●  ハンドタイトナー本体質量：約1150g

●  雪おろしや屋根材の張り替え等の
補修工事、その他斜面作業での滑
落防止にご使用ください。

● 親綱：3ッ打ナイロンロープ  
　直径14mm

ハンドタイトナー 屋根作業用親綱

色 ベルト幅 質量 品　番 標準販売価格
青 25mm 約160g FU-T-565-B ¥ 7,500
緑 25mm 約160g FU-T-565-G ¥ 7,500
黒 25mm 約160g FU-T-565-BK ¥ 7,500

ワークポジショニング用器具を吊り下げるようにして補助帯を胴部に
締めておけば、工具類で重くなったワークポジショニング用器具が下
がることがありません。
またワークポジショニング用器具のすり抜け防止にも有効です。

補助帯 

ハーネス用休止フック掛け

質量 品番 標準販売価格
広口タイプ 約22g TI-HDR ¥ 1,500
標準タイプ 約10g TI-HP ¥ 320

広口タイプ  TI-HDR
口が広いので目で確認しなくても
直感的に掛けられる

標準タイプ  TI-HP
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ワイヤロープ ケースサイズ 質量 品　番 標準販売価格
直径4.3mm×長さ12m 290×152×84mm 約5.1kg FU-UL-12S ¥145,000
直径4.3mm×長さ15m 323×201×91mm 約6.3kg FU-UL-15S ¥162,000
直径4.3mm×長さ20m 323×201×91mm 約6.7kg FU-UL-20S ¥183,000

サイズ 全長 質量 品　番 標準販売価格
特大 455mm 600g G-YS101-20-1 ¥ 39,000
大 455mm 570g G-YS101-21-1 ¥ 39,000
中 455mm 550g G-YS101-22-1 ¥ 39,000
小 455mm 530g G-YS101-23-1 ¥ 39,000

サイズ 全長 質量 品　番 標準販売価格
特大 290mm 130g G-YS102-4 ¥ 5,000
大 285mm 120g G-YS102-1 ¥ 5,000
中 280mm 110g G-YS102-2 ¥ 5,000
小 275mm 105g G-YS102-3 ¥ 5,000

サイズ 質量 品　番 標準販売価格
630×1000mm 810g G-YS203-11-1 ¥ 16,900
680×800mm 720g G-YS203-11-2 ¥ 16,500
680×1200mm 1100g G-YS203-11-3 ¥ 22,500
900×1000mm 1150g G-YS203-11-4 ¥ 20,600

仕様 質量 品　番 標準販売価格
1型 95g G-YS211-01-01 ¥ 1,400
2型 90g G-YS211-02-01 ¥ 1,800
5型 115g G-YS211-03-05 ¥ 1,950

厚さ カラー 質量（g/1m2） 備考 品　番 標準販売価格
3mm ブラウン 4,500 平布目付 G-YS231-1-1 ¥ 22,800
6mm ブラウン 9,000 平布目付 G-YS231-2-1 ¥ 33,900
6mm グリーン 8,500 B山 G-YS231-2-4 ¥ 37,000
10mm ブラック 14,000 B山 G-YS231-3-2 ¥ 41,200

サイズ 質量（g/1m2） 品　番 標準販売価格
φ18mm×2.5m 600 G-YS301-41-11 ¥ 4,300
φ25mm×2.5m 1,000 G-YS301-51-2 ¥ 4,800
φ35mm×2.5m 1,400 G-YS301-61-2 ¥ 6,700
φ35mm×3m 1,500 G-YS301-62-1 ¥ 8,200
φ45mm×2m 1,150 G-YS301-83-1 ¥ 8,200
φ45mm×3m 1,680 G-YS301-81-1 ¥ 9,100
φ65mm×2m 1,500 G-YS301-91-1 ¥ 10,700
φ65mm×3m 2,200 G-YS301-92-1 ¥ 14,600
φ100mm×2m 2,200 G-YS301-101-1 ¥ 16,300
φ100mm×3m 3,200 G-YS301-102-1 ¥ 24,200

サイズ 質量 品　番 標準販売価格
24.0cm 1750g G-YS111-9-1 ¥ 19,800
24.5cm 1810g G-YS111-9-2 ¥ 19,800
25.0cm 1860g G-YS111-9-3 ¥ 19,800
25.5cm 1920g G-YS111-9-4 ¥ 19,800
26.0cm 1960g G-YS111-9-5 ¥ 19,800
26.5cm 2050g G-YS111-9-6 ¥ 19,800
27.0cm 2070g G-YS111-9-7 ¥ 19,800
28.0cm 2240g G-YS111-9-8 ¥ 19,800

本体サイズ 質量 落下衝撃荷重 ベルト長 品　番 標準販売価格
152×120×73mm 1.3kg 5.1kN 3.5m FU-BB-35-SN ¥ 44,500
162×162×67mm 1.4kg 5.7kN 5.7m FU-BB-60-SN ¥ 51,800
202×182×68mm 1.8kg 5.1kN 8m FU-BB-80-SN ¥ 64,900

ケースサイズ ランヤード長さ 質量 品　番 標準販売価格
148×67×185mm 6.0m 約1450g TI-MY-6H ¥ 55,800
122×65×168mm 4.0m 約1220g TI-MM-4H ¥ 50,000

ストラップ式墜落防止器具

7000V以下の電気回路の活線作業および
活線近接作業などに使用

600V以下の電気回路の活線作業および
活線近接作業などに使用

7000V以下の電気回路の充電部に
直接、または近接して作業する時
に、充電部保護用として使用

ゴムシート、プラス
チックシートなど
の防具を充電部に
装着する場合の、
固定用に使用

配電室、電気工事現場などの絶縁
用として広汎な用途に使用できる

ポリエチレン樹脂主原料で電気絶縁性の高い建築支障用防護管

7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業などに使用

●  荷重が加わったことが確実に判定できる
インジケータ付フック

●  最大長さで使用中に万一墜落が起こって
も、ディスクブレーキが有効に働き衝撃
を軽減するリザーブライフラインシステム

●  ディスクブレーキで衝撃緩和（最大使用
質量120kg）

● 衝撃、熱、化学物質に強い本体ケース 

●  余分なストラップが出ていないので、動
きやすく作業がしやすい

●  昇降時の安全確保にもおすすめ
●  ランヤード材質：アラミド芯入りテトロン

ベルト  幅17mm  厚さ1.8mm
●  墜落阻止時の衝撃荷重：約6.0kN
●  使用荷重の範囲（使用者の装備を含む体

重）：30〜120kg

● 使用電圧：7000V以下
● 試験電圧：20000V/1分間
※使用に際しては、汗取手袋、保護革手袋との併用が望ましい

● 使用電圧：600V以下
● 試験電圧：3000V/1分間

● 合成繊維入のE.V.A製で、ゴム製に比べて軽量
● 厚さ約1.5mm　 ● 使用電圧：7000V以下　
● 試験電圧：20000V/1分間

● 使用電圧：7000V以下　
● 試験電圧：20000V/1分間

● 使用電圧：7000V以下
● 試験電圧：
　15000V/1分間

● 使用電圧：7000V以下
● 試験電圧：20000V/1分間

昇降移動用の小型安全ブロック。
ケースは衝撃に強く、割れにくいよ
うに鉄板で補強したグラスファイ
バー入り樹脂を使用しています。
● 最大使用質量：120kg
●ベルト幅：18mm

セイフティブロック

ベルブロック （ベルト巻取り式墜落防止器具） 高圧用ゴム手袋

低圧用ゴム手袋

高圧プラスチックシート

シートクリップ

耐電ゴムシート

ポリエチレン絶縁管

絶縁ゴム長靴

ウルトラロック （ワイヤロープ巻取り式墜落防止器具）

FU-UL-12S
TI-MY-
6H

TI-MM-
4H

付属の引寄ロープ

FU-BB-80-SNFU-BB-60-SN

FU-BB-35-SN

送料別途

送料別途

送料別途

送料別途

送料別途

送料別途

送料別途

1型 2型 5型
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※ご注意  ベストセレクション商品は価格体系が異なります。ご注文後のキャンセルはご容赦願います。
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ピンポーンピンポーンピンポーン

ピンポーンピンポーンピンポーン

ピンポーンピンポーンピンポーン

押しボタンを押すと、
離れた場所にある受信機が
光とチャイム音でお知らせ

人や動物の動き（熱）を感知し、
離れた場所にある受信機が
光とチャイム音でお知らせ

見えない赤外線ビームを遮ると、
現場で音（14種類）で威嚇！
同時に離れた室内へは、
光とチャイム音でお知らせ

電波が届かない距離でも届く
RE-Xシリーズの通信距離を2倍に！

対応機種に使用すれば、
電池残量を気にせず使用できる

呼び出しチャイムセット

人感チャイムセット

赤外線ビームセンサー＆チャイム

中継機 専用ACアダプター

●ワイヤレスで配線不要、取り付け簡単
● 送信機は防沫型で屋外でも使える
● 送信機、受信機は組み合わせ自由、増設も可能
● 電波到達距離は、屋外見通し最大100m
●  チャイム音はピンポンやメロディ、犬の鳴き声

やアラームなど16種類から選べる
● 電波は256通りのIDで、混信がしにくい

●ワイヤレスで配線不要、取り付け簡単
● 送信機は防沫型で屋外でも使える
● 送信機、受信機は組み合わせ自由、増設も可能
● 電波到達距離は、屋外見通し最大100m
●  チャイム音はピンポンやメロディ、犬の鳴き声

やアラームなど16種類から選べる
● 電波は256通りのIDで、混信がしにくい
● 来客の感知や徘徊老人の外出検知にも

● 侵入者感知、離床感知、車両の出入り警告等に
●センサー感知範囲8mまで（専用反射板使用時）
●ワイヤレスで配線不要、取り付け簡単
● 送信機は防沫型で屋外の軒下などで使える
● 送信機、受信機は組み合わせ自由、増設も可能
● 電波到達距離は、屋外見通し最大100m
●  チャイム音はピンポンやメロディ、犬の鳴き声や

アラームなど16種類から選べる
● 電波は256通りのIDで、混信がしにくい

●  直接電波が届かない場合、途中に中継機を設置
することで、電波が届く

●  中継機1個で電波が届かない場合は、中継機を
複数設置することにより、通信範囲の拡大が可能

●  電源を接続してスイッチを入れるだけで設定不要
● 屋外でも使用可能な防雨カバー付
● 電源：ACアダプター（付属）
　または単3アルカリ乾電池×3本
● 対応機種：RE-X10, RE-X50, RE-X90

● 対応機種：RE-X90, RE-X800, RE-X2000

品　番 標準販売価格
RE-X0505 ¥ 4,700

押しボタン送信機（RE-X10）
電源：ボタン電池 CR2032×2個
電池寿命：約1年（1日10回使用）

人感送信機（RE-X50）
電源：単4アルカリ乾電池×3本
電池寿命：約1年（1日10回使用）

赤外線ビームセンサー（RE-X90）
電源：ACアダプター（付属）

防雨カバー、
防水カバー（ACアダ
プターコネクター部）

受信チャイム（RE-X800）
電源：単3アルカリ乾電池×3本
電池寿命：約3カ月（1日10回使用）
音量調節可能
パターンは3種類「音のみ」「青LED
の光のみ」「音＋光」

受信チャイム（RE-X800）
電源：単3アルカリ乾電池×3本
電池寿命：約3カ月（1日10回使用）
音量調節可能
パターンは3種類「音のみ」「青LED
の光のみ」「音＋光」

受信チャイム（RE-X800）
電源：単3アルカリ乾電池×3本
電池寿命：約3カ月（1日10回使用）
音量調節可能
パターンは3種類「音のみ」「青LED
の光のみ」「音＋光」

電波到達距離
屋外見通し
最大100m

電波到達距離
屋外見通し
最大100m

電波到達距離
屋外見通し
最大100m

サイズ 質量（電池込） 品　番 標準販売価格
呼び出しチャイムセット RE-X10 ＋ RE-X800 RE-X810 ¥ 5,600

押しボタン送信機 46×23×74mm 39g RE-X10 ¥ 3,600
受信チャイム 63×33×96mm 157g RE-X800 ¥ 4,700

サイズ 質量（電池込） 品　番 標準販売価格
人感チャイムセット RE-X50 ＋ RE-X800 RE-X850 ¥ 8,200 

人感送信機 59×46×80mm 106g RE-X50 ¥ 6,000 
受信チャイム 63×33×96mm 157g RE-X800 ¥ 4,700 

サイズ 質量（電池込） 品　番 標準販売価格
赤外線ビームセンサー＆チャイム RE-X90 ＋ RE-X800 RE-X890 ¥ 12,300 

赤外線ビームセンサー 77×87×57mm 162g RE-X90 ¥ 10,000 
受信チャイム 63×33×96mm 157g RE-X800 ¥ 4,700 

サイズ 質量（電池込） 品　番 標準販売価格
56×96×27mm 56.3g RE-X2000 ¥ 11,500
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このマークの商品は、運賃別途（お客様負担）となりますのでご了承願います。なお、運賃のお問い合わせは当社営業本部まで。TEL 072（986）5900送料別途



タイマーで節電した料金を自動表示！
使用中の消費電力・CO2排出量なども
わかる

人が近づくと自動で撮影・録画
どこでも設置できる電池式防犯カメラ

人が近づくと自動で撮影・録音・録画
どこでも設置できる電池式防犯カメラ

電気器具を繰り返し何回でも
自動で「入」「切」できる
防雨型なので屋外の街灯や看板に最適

暗くなると自動で点灯　　明るくなると自動で消灯
　　　　　　　　　　　  設定した時間（2～8時間）がくると自動で消灯

電気器具のスイッチを自動で
何回も「入/切」できる

節電エコタイマー

センサーカメラ センサーカメラ

屋外用プログラムタイマー 光センサー付タイマーコンセント

プログラムタイマー

●タイマー機能（上段）・毎日繰り返し・1秒設定・20プログラム・通電ランプ
●エコ表示（下段）・電気料金・CO2排出量・消費電力・節電料金・通電時間
●トラッキング防止プラグ採用 ● 誤動作を防ぐロック機能付
● 入力：AC100V（50/60Hz）　 ● 消費電力：1W
● 電気器具使用容量：1500Wまで（抵抗負荷時）
● 使用できる電気器具
　・ヒーター使用器具 1500W以下（電気ポット、カーペット、暖房便座等）
　・トランス使用器具 750W以下（テレビ、ステレオ、AV機器等）
　・モーター使用器具 400W以下（扇風機、換気扇、ポンプ等）
　・照明器具 750W以下（蛍光灯、スタンド、イルミネーション等）
※エアコン・クーラーには使用できません。

● 暗闇でも撮影できる赤外線LED搭載
● 本体にセットしたSDカードに録画
● 撮った画像は本体の液晶画面かパソコンで確認できる
● 配線不要の電池式で取り付け自在

● 電源：単三アルカリ乾電池×6個（別売）
●  記録媒体：32GBまでの、microSDカードまたは

microSDHCカード（別売）
● データ保存形式：JPEG（写真）、AVI（動画）
●カメラ：CMOS-100万画素

■用途
　ストーカー対策
　ベランダ、駐車場、家まわり等の防犯、侵入者対策
　果樹園、畑、納屋等の防犯対策

● 暗闇でも撮影できる赤外線LED搭載
● 本体にセットしたSDカードに録画
● 撮った画像はパソコンで確認できる
● 配線不要の電池式で取り付け自在

● 電源：単三アルカリ乾電池×4個（別売）
●  記録媒体：32GBまでの、microSDカードまたは

microSDHCカード（別売）
● データ保存形式：JPEG（写真）、AVI（動画）
●カメラ：CMOS-30万画素

■用途
　ストーカー対策
　ベランダ、駐車場、家まわり等の防犯、侵入者対策
　果樹園、畑、納屋等の防犯対策

● 一度セットすれば、毎日繰り返し
●タイマー用と常時通電用の2つのコンセント付
● 入力：AC100V（50/60Hz）　 ● 消費電力：1.5W
● 電気器具使用容量：1500Wまで（抵抗負荷時）
● 動作数：15分単位（1〜94動作）　
● 時計誤差：±15分／月
●コード長：約1m
● 使用できる電気器具
・ヒーター使用器具 1500W以下
　（電気ポット、カーペット、暖房便座等）
・トランス使用器具
　750W以下（テレビ、ステレオ、AV機器等）
・モーター使用器具
　400W以下（扇風機、換気扇、ポンプ等）
・照明器具
　750W以下（蛍光灯、スタンド、イルミネーション等）

● 一度セットすれば、毎日繰り返し
● 防雨型・屋外用
● 入力：AC100V（50/60Hz）
● 消費電力：1W
●  接続容量：1500Wまで
　（照明器具は750Wまで）
● 光センサー感度：20〜30ルクス　
●タイマー設定時間：2・4・6・8時間
●  有効コード長：入力側 約20cm、
　出力側 約15cm
● 使用できる電気器具
・照明器具 750W以下
　（街灯、ガーデンライト、イルミネーション等）
・ヒーター使用器具 1500W以下
・トランス使用器具   750W以下
・モーター使用器具   400W以下

●ホコリの侵入や誤動作を防ぐ安心カバー付
● 被ふくプラグが、ホコリなどによるトラッキング火災を防ぐ
●  駒を押し下げるとオレンジの「設定確認ライン」が現れ、設定した時

間が確認しやすい
● 通電中は電源確認ランプ（LED）が点灯して、一目で確認
●コンセントが本体の下側にあるので、じゃまにならず使いやすい
● 入力：AC100V（50/60Hz）
● 電気器具使用容量：1500Wまで（抵抗負荷時）　 ● 消費電力：1W
● 動作数：15分単位（1〜94動作）　
● 時計誤差：±10分（最大）／24時間
●タイマー誤差：±5分間／15分

サイズ（mm） 質量 品　番 標準販売価格
67×62×90 92g RE-ET55D ¥ 7,200

サイズ（mm） 質量 品　番 標準販売価格
92×48×110 約175g RE-SD1500 ¥ 11,000

サイズ（mm） 質量 品　番 標準販売価格
105×53×105 約260g RE-SD3000LCD ¥ 15,200

サイズ（mm） 質量 品　番 標準販売価格
127×53×178 450g RE-PTW1 ¥ 6,600

サイズ（mm） 質量 品　番 標準販売価格
70×45×110 約280g RE-CDS24 ¥ 6,000

サイズ（mm） 質量 品　番 標準販売価格
80×44×82 約150g RE-PT77 ¥ 3,980

タイマー使用中でも
もうひとつのコンセン
トが使用できる

背面

省エネや防犯に

IP X6  雨に強い IP X5  雨もOK
液晶画面付

省エネや防犯に
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※ご注意  ベストセレクション商品は価格体系が異なります。ご注文後のキャンセルはご容赦願います。
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動力 モーター
出力 吸引風量 真空度 ダストコンテナ

容量 給水量 騒音値 電源コード サイズ（mm） 質量 フィルター 品　番 標準販売価格

単相100V 1.3kW 74L/s 254hPa 31L 17L 69dB（A） 7.0m 560×370×580 13.5kg エコフィルター KAR-NT301-TACT ¥205,000
単相100V 1.3kW 74L/s 254hPa 30L 15L 70dB（A） 7.5m 525×370×560 14.1kg エコフィルター KAR-NT301-AP ¥130,000
単相100V 1.15kW 67L/s 174hPa 27L 14L 72dB（A） 9.5m 420×420×525 7.7kg 筒型・スポンジ KAR-NT271 ¥ 74,500

動力 吐出水量 吐出圧力 モーター入力 最高給水温度 サイズ（mm） 質量 周波数 品　番 標準販売価格

単相100V 400L/h 8MPa 1.4kW 60℃ 351×312×904 20.5kg
50Hz KAR-HD48P-50 ¥205,000
60Hz KAR-HD48P-60 ¥205,000

単相100V 400L/h 8MPa 1.4kW 60℃ 380×360×930 23.7kg
50Hz KAR-HD48C-50 ¥279,000
60Hz KAR-HD48C-60 ¥279,000

3相200V 700L/h 15MPa 3.8kW 60℃ 455×400×700 28kg
50Hz KAR-HD715M-50 ¥558,000
60Hz KAR-HD715M-60 ¥558,000

業務用乾湿両用クリーナー 送料別途

●  アクセサリーホルダー付で優れた収納性
●  扱いやすい軽くて丈夫なボディ
■付属品
　サクションホース（2.5m）
　パイプ（2本）
　フロアノズル
　コーナーノズル
　ペーパーフィルターバッグ
　フィルター

●  粉体から液体までパワフル吸引
●  自動ちり落とし機能で効率アップ
●  軽くて頑丈なボディ設計
■付属品
　サクションホース（2.5m）
　ベンディングパイプ
　サクションパイプ（2本）
　フロアノズル
　コーナーノズル
　エコフィルター
　フィルターバッグ

●  強力な吸引力が清掃効率をアップ
●  ちり落とし機能でフィルター目詰ま

りを解消
●  堅牢性と軽量化を両立
■付属品
　サクションホース（2.5m）
　ベンディングパイプ
　サクションパイプ（2本）
　フロアノズル
　コーナーノズル
　エコフィルター
　フィルターバッグ

KAR-NT301-TACT KAR-NT301-AP KAR-NT271

※この商品は本体色が変更になる場合があります。

※この商品は本体色が変更になる場合があります。

電機器具のスイッチを自動で簡単に
「入」「切」できるタイマー

コンパクトボディ＋パワフルな洗浄力で効率的な作業を実現する高圧洗浄機

簡易デジタルタイマー 小型メガホン

業務用冷水高圧洗浄機

●  一度のセットで繰り返し毎日、
または曜日ごとに設定可能

● 最大14プログラム設定可能
● 設定単位：1分
● 時間誤差：月差±4分以内
● 入力：AC100V  50/60Hz
● 消費電力：約1W
● 使用容量：最大1500W

●ハンド型メガホン
●  屋外のイベントや行事などでも使用できる防水

性能（IPX5）　雨天時でも安心して使用可能
● 電池の交換が簡単なバッテリーケース採用
●ハンドルやマイクロホン部分を抗菌処理
● 定格出力：6W　最大出力：10W
●  電池持続時間：音声時約10時間（単3乾電池6

個使用時）
● 音声時の通達距離：250m
●ホイッスル音付
●  電源：単3乾電池×6個（バッテリースペーサー

を使えば単3乾電池4個でも使用可能）

●  ねじれ防止システム（AVS）を
装備した高圧ホース

●  人間工学に基づいて設計された
握りやすいトリガーガン

●  モーター自動停止
■付属品
　高圧ホース（10m）
　水道ホース（6m）
　ソフトグリップトリガーガン
　AVS付840mmスプレーランス
　25°パワーノズル
　（ノズルサイズ033）

●  ねじれ防止システム（AVS）を装
備した高圧ホース

●  人間工学に基づいて設計された
握りやすいトリガーガン

●  モーター自動停止
■付属品
　高圧ホース（10m）
　水道ホース（6m）
　ソフトグリップトリガーガン
　AVS付840mmスプレーランス
　15°パワーノズル
　洗浄剤散布用ノズル
　（ノズルサイズ036）

●  ポンプへの水圧負荷を軽減す
るオーバーフローバルブと、工
業用水にも対応する大型フィル
ターで耐久性50%アップ

●  洗浄力15%アップの新開発ポン
プと独自開発のパワーノズルで
清掃を時短

● 新トリガーガンで握らず洗浄
■付属品
　高圧ホース（10m）
　トリガーガン
　840mmスプレーランス
　ワンタッチカップリング
　ノズルチップ25°パワーノズル
　ノズルチップ固定ホルダー

サイズ（mm） 質量 品　番 標準販売価格
65×33×68 93g RE-PT70DW ¥ 4,700

サイズ（mm） 質量 品　番 標準販売価格
154×266×250 約680g E-ER-1106W ¥ 28,000省エネや防犯に

KAR-HD48CKAR-HD48P KAR-HD715M

単相
100V

単相
100V

3相
200V

送料別途
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このマークの商品は、運賃別途（お客様負担）となりますのでご了承願います。なお、運賃のお問い合わせは当社営業本部まで。TEL 072（986）5900送料別途



1 2 3

水分吸収前 水分吸収後

テント

ペール トイレ処理セット

自吸機能付！溜水が利用できてとっても経済的

パワフルな吸引力「吸込仕事率280W」
業務用「乾湿両用」集じん機

便利な収納ポケット付
高圧洗浄機

集じん機

高圧洗浄機

吐出圧力：3〜7.5MPa
最大許容圧力：11MPa
吐出水量：3.5〜6L/min
最大吐出水量：6.7L/min
許容水温：40℃
給水方式：水道・自吸
ポンプ形式：3連プランジャ
電源：単相100V
電流：15A
消費電力：1450W
電源コード：5.0m

■付属品
　バリアブルノズルランス
　ターボノズルランス
　高圧ホース（10m）　吸水ホース（3m）
　自吸フィルタ　自吸ホース（ストレーナ付）
　エア抜きホース（3m）　洗剤噴射ノズル
　吸水コネクタ　ワンタッチジョイント
　ホースバンド　ノイズクリーナピン

最大風量：3.0m3/min
最大真空度：25kPa
吸込仕事率：280W
集じん容量：15L（乾燥）12L（液体）
電源：単相100V
電流：12A
消費電力：1150W
コード：5m

■付属品
　ホース（φ38×1.8m）
　乾式用カートリッジフィルタ
　フィルタロック
　ホース接続ハンドル
　床ブラシ（乾湿両用）
　湿式用スポンジフィルタ
　延長管
　スキマノズル
　キャスタ（4個）

吐出圧力：7.3MPa
最大許容圧力：10MPa
吐出水量：5.5L/min
最大吐出水量：6.3L/min
許容水温：40℃以下
給水方式：水道
ポンプ形式：3連プランジャ
電源：単相100V
電流：14A
消費電力：1350W
電源コード：5.0m

■付属品
　バリアブルノズルランス
　ターボノズルランス
　高圧ホース（6m）
　吸水ホース（3m）
　吸水コネクタ
　ワンタッチジョイント
　ホースバンド
　ノイズクリーナピン

●  本体側で吐出圧力が調節可能。低圧にすれば動作音も静かで早朝作業も音が気にならない
●エア抜きバルブで簡単確実に自吸ができる
● 噴射する水の力を拡散角度で調節できる「バリアブルノズルランス」
● 噴射口が自動回転し広範囲を洗浄する「ターボノズルランス」
● 高圧ホース10m
● 収納時はハンドルを折りたたみ可能

●  コンパクトながら十分なタンク容量のスクエアボディ。軽く
て丈夫なプラスチックタンクで持ち運びもラク

● 細かなホコリも確実にキャッチするカートリッジフィルタ
● 排水に便利なドレン付

●  噴射する水の力を拡散角度で調節できる「バリアブルノズルラ
ンス」

● 噴射口が自動回転し広範囲を洗浄する「ターボノズルランス」
● 高圧ホース6m
● 作業時の取り回しが楽な「柔らかホース」

サイズ（mm） 質量 品　番 標準販売価格
304×318×840 8.4kg RY-AJP-1700VGQ ¥ 63,800

サイズ（mm） 質量 品　番 標準販売価格
345×350×435 6.5kg RY-AVC-1150 ¥ 30,800

サイズ（mm） 質量 品　番 標準販売価格
301×249×551 6.6kg RY-AJP-1420A ¥ 32,000

送料別途

送料別途

送料別途

簡易トイレ

トイレ処理セット（10回分） トイレ処理セット（50回分）

送料別途

汚物をすばやく固めて、悪臭や感染症を防ぐ抗菌性凝固剤を採用
小規模工事や短期間工事に最適

テントは収納時直径約60cmと、車に乗せてもかさ
ばらず、持ち運びも簡単

● 数分で簡単に設置＆撤去
● 悪臭が出ない
● 毎回処理ができて、いつも清潔

汚物をすばやく固
めて悪臭や感染症
を防ぐ抗菌性凝固
剤を使用

■セット内容
テント

マイペール
（ペール缶トイレ）

・ペール缶：1個
・クッション付フタ：1個
・便座：1個

トイレ処理セット
（MA-MINI-10）

・抗菌性凝固剤（7g）：10袋
・排便袋（PE製・黒）：10袋
・持ち運び袋（PE製・白）：10袋
・ポケットティッシュ：2個

処理方法は簡単3ステップ

1. マイペールに排便袋をかぶせ、用を足した後に抗菌性
凝固剤をふりかけます。（すぐに固まります）

2.排便袋を便座からはずし、しっかりと結びます。
3.袋ごと可燃ゴミとして処分

■セット内容
・抗菌性凝固剤（7g）：10袋
・排便袋（PE製・黒）：10袋
・持ち運び袋（PE製・白）：10袋
・ポケットティッシュ：2個

■セット内容
・抗菌性凝固剤（7g）：50袋
・排便袋（PE製・黒）：50袋
・持ち運び袋（PE製・白）：10袋

品　番 標準販売価格
MA-T-50 ¥ 13,800

品　番 標準販売価格
MA-MINI-10 ¥ 3,200

品　番 標準販売価格
MA-MINI-10SET ¥ 41,500

642642
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※ご注意  ベストセレクション商品は価格体系が異なります。ご注文後のキャンセルはご容赦願います。
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支柱形状 踏ざん形状

（mm）
プレスジョイント
構造

滑り止め端具
ユニット部分

支柱形状 踏ざん形状

（mm）

最大使用質量

100kg

最大使用質量

100kg

最大使用質量

100kg

最大使用質量

100kg

最大使用質量

100kg

最大使用質量

100kg

最大使用質量

130kg

最大使用質量

120kg

最大使用質量

100kg

P2PRO-60

P2CSM-74

75（P2PRO-53,60）
76（P2PRO-73〜100）

エンドレス
ロープ

支柱形状 踏ざん形状

（mm）

93〜10053〜80

1連はしご （ピカコーポレイション）

2連はしご （ピカコーポレイション）

2連はしご （ピカコーポレイション）

サヤ管式3連はしご （ピカコーポレイション）

脚アジャスト式2連はしご （ピカコーポレイション）

2連伸縮はしご （ナカオ）

2連はしご （ハセガワ）

2連はしご （ハセガワ）

●アルミ合金製
●プレスジョイント構造
●使用角度75度
●JIS規格認定品

●アルミ合金製　
●アルフロジョイント構造
●使用角度75度　
●JIS規格認定品

●�伸縮ロープがたるまないエンドレス機構
●アルミ合金製
●使用角度75度
●JIS規格認定品

●�サヤ管構造が厚さ130mm
の最薄幅（支柱幅）を実現

●�コンパクトに収納、軽自動車
にも楽々積載

●�車載時の急発進、急ブレー
キによる中はしご・上はしご
の飛び出しを防ぐ収納止め
金具ユニット

●アルミ合金製
●使用角度75度

●電柱支え・巻付けベルト標準装備
●ワンボックスに収納可能
●アルミ合金製
●使用角度75度

●脚部伸縮式の2連はしご
●4mm間隔で300mmの伸縮が可能
●伸縮ロープがたるまない循環式採用
●中スライド方式で、収納厚が抑えられる
●�オプションで、安全フック、電柱ベルト
の取り付けが可能

●アルミ合金製

●踏ざん最上段は視認性の高いワンポイントカラーを採用
●踏板間隔は昇降のラクなピッチ30.5cm
●はしごの昇降操作をする際に握りやすい取っ手
●伸縮ロープがたるまないエンドレス機構
●アルミ製

●�サヤ管構造のようにかさばらず、上はしごが下はしごのフレーム内にほぼ
収まるコンパクト収納設計

●大型円形脚端具
●アルミ製

全長 質量 品　番 標準販売価格
2.37m 4.5kg P1CSM-24 ¥ 27,500 
2.97m 5.5kg P1CSM-30 ¥ 31,000 
3.65m 6.5kg P1CSM-37 ¥ 36,800 
3.99m 7.0kg P1CSM-40 ¥ 40,000 
5.01m 8.6kg P1CSM-50 ¥ 51,500 

全長 縮長 質量 品　番 標準販売価格
4.77m 2.94m 11.0kg HA-LX2-48 ¥ 55,400 
5.38m 3.24m 12.0kg HA-LX2-54 ¥ 63,200 
6.60m 3.85m 15.2kg HA-LX2-66 ¥ 70,600 
7.21m 4.16m 16.8kg HA-LX2-72 ¥ 77,000 
8.43m 4.77m 20.4kg HA-LX2-84 ¥ 85,600 

全長 縮長 質量 品　番 標準販売価格
5.24m 3.20m 13.2kg P2PRO-53 ¥111,000 
5.92m 3.54m 14.6kg P2PRO-60 ¥122,000 
7.28m 4.22m 18.2kg P2PRO-73 ¥140,000 
7.96m 4.56m 21.5kg P2PRO-80 ¥156,500 
9.32m 5.24m 22.2kg P2PRO-93 ¥175,000 
10.00m 5.58m 26.0kg P2PRO-100 ¥195,000 

全長 縮長 質量 品　番 標準販売価格
4.59m 2.89m 10.3kg P2CSM-46 ¥ 57,200 
5.27m 3.23m 11.3kg P2CSM-53 ¥ 63,000 
5.95m 3.57m 12.8kg P2CSM-60 ¥ 68,200 
6.63m 3.91m 14.8kg P2CSM-67 ¥ 74,300 
7.31m 4.25m 16.3kg P2CSM-74 ¥ 78,900 
7.99m 4.59m 18.1kg P2CSM-80 ¥ 90,000 

全長 縮長 質量 品　番 標準販売価格
4.96m 2.34m 15.0kg PLNT-50 ¥188,500 
5.99m 2.68m 17.1kg PLNT-60 ¥199,000 
7.03m 3.03m 19.1kg PLNT-70 ¥212,000 
8.06m 3.37m 21.2kg PLNT-80 ¥230,000 

全長 縮長 質量 品　番 標準販売価格
6.43m 3.75m 16.5kg HA-HD2-20-64 ¥100,500 
7.10m 4.09m 17.8kg HA-HD2-20-71 ¥113,000 
7.77m 4.42m 19.1kg HA-HD2-20-78 ¥126,000 
8.44m 4.76m 20.9kg HA-HD2-20-84 ¥138,000 

P1CSM-40

HA-LX2-54

HA-LX2-48

HA-HD2-20-64

送料別途

送料別途

全長 縮長 質量 品　番 標準販売価格
4.19〜4.55m 2.62m 10.0kg PLGW-44GD ¥120,000 
4.82〜5.18m 2.93m 10.9kg PLGW-52GD ¥134,000 

全長 縮長 質量 品　番 標準販売価格
5.80〜6.10m 3.56m 14.8kg NO-FU-61 ¥ 82,000 
7.14〜7.44m 4.23m 16.9kg NO-FU-75 ¥ 92,000 
7.81〜8.11m 4.56m 18.0kg NO-FU-81 ¥104,000 

PLGW-
52GD

ポールグリップ（電柱支え） 自在に動くドームジョイント

脚部伸縮
機能付

643643
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このマークの商品は、運賃別途（お客様負担）となりますのでご了承願います。なお、運賃のお問い合わせは当社営業本部まで。TEL 072（986）5900送料別途



最大使用質量

130kg

最大使用質量

100kg

NO-3REN-70S

HA-LQ1-
10-21B

PSCN-120A

NO-3REN-70A

3連伸縮はしご （ナカオ）

電工用1連はしご （ハセガワ）

●脚部伸縮式の3連はしご
●�上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立
させたセパレートタイプ

●�伸縮ロープがたるまない循環式採用
●�立てかけ角度がすぐわかる側面シール

●電柱昇降用
●安全ベルト・安全巻付バンドが標準装備
●アルミ製

全長 質量 品　番 標準販売価格
1.83m 3.8kg HA-LQ1-10-18B ¥ 45,800 
2.14m 4.3kg HA-LQ1-10-21B ¥ 50,100 
2.45m 4.7kg HA-LQ1-10-24B ¥ 55,400 

全長 縮長 下端幅 質量 品　番 標準販売価格

S
タイプ

6.886m 2.969m 427.8mm 18.42kg NO-3REN-70S ¥137,000 
7.873m 3.298m 427.8mm 20.08kg NO-3REN-80S ¥150,000 
8.860m 3.627m 427.8mm 21.74kg NO-3REN-90S ¥164,000 

A
タイプ

6.914 〜 7.054m 2.997m 599.2 〜 889.2mm 20.3kg NO-3REN-70A ¥170,000 
7.901 〜 8.041m 3.326m 599.2 〜 889.2mm 21.96kg NO-3REN-80A ¥185,000 
8.888 〜 9.028m 3.655m 599.2 〜 889.2mm 23.62kg NO-3REN-90A ¥198,000 

送料別途

昇降時にはしごを安定させる
水平レベル調整機能付
アウトリガー
（Aタイプのみ）

140mm

電柱の丸みにぴたっとフィットし、
横ズレを防ぐ安全ベルト

最大使用質量

100kg

四脚アジャスト式はしご兼用脚立 （ピカコーポレイション）

● �かがまずに伸縮脚を伸ばせる上部操作式
●�伸縮操作バーの操作で1脚、2脚や4脚同
時の伸縮も可能

●安全確認用ロック
●幅広踏ざん55mm
●アルマイト仕上げ（支柱のみ）
●天板寸法：303×172mm

脚立高さ はしご長さ 質量 品　番 標準販売価格
0.94〜1.25m 2.02〜2.66m 7.1kg PSCN-120A ¥ 37,000 
1.24〜1.55m 2.63〜3.27m 8.2kg PSCN-150A ¥ 42,000 
1.53〜1.84m 3.24〜3.88m 10.0kg PSCN-180A ¥ 48,000 
1.82〜2.13m 3.85〜4.49m 11.2kg PSCN-210A ¥ 53,000 

ドライバーで取り外し・取り付け
が可能

最大使用質量

100kg

最大使用質量

130kg
最大使用質量

130kg

はしご兼用脚立 （ピカコーポレイション）

はしご兼用脚立 （ハセガワ） アウトリガー付はしご兼用伸縮脚立 （ナカオ）

●スタンダード幅広踏ざんタイプ！
　脚立時でもはしご時でも昇降しやすい両面幅広踏ざん60mm
●滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用
●アルミ合金製　
●使用角度75度（はしご状態使用時）
●振動音防止機構　
●SGマーク認定品（60Eは対象外）

●幅広踏ざん（幅60mm）
●�幅広天板は工具などを置ける便利な
天板トレー形状

●�脚端具は床面へのあとがのこりにくい
エラストマー採用

●アルミ製
●天板寸法：25.5×17.1cm

● �水平レベル調整機能付アウトリガーを
標準装備抜群の安定性で、重心が脚立
の外に出ず転倒しない

●�「Dカール構造」
で踏ざんの回転
を防止

●�段差や傾斜を解
消して水平を保
つ伸縮脚

●アルミ合金製

脚立高さ はしご長さ 天板寸法 質量 品　番 標準販売価格
0.52m 1.12m 300×164mm 2.8kg PJOB-60E ¥ 17,800 
0.81m 1.73m 300×164mm 3.7kg PJOB-90E ¥ 19,000 
1.10m 2.34m 300×164mm 4.7kg PJOB-120E ¥ 23,600 
1.39m 2.96m 300×172mm 6.4kg PJOB-150E ¥ 29,200 
1.68m 3.57m 300×172mm 7.7kg PJOB-180E ¥ 36,300 
1.98m 4.18m 300×172mm 9.8kg PJOB-210E ¥ 44,400 

天板高さ 有効高さ はしご時長さ 質量 設置寸法 品　番 標準販売価格
0.80m 0.50m 1.71m 5.6kg 46×62cm HA-RA-09 ¥ 27,700 
1.10m 0.80m 2.32m 6.7kg 52×77cm HA-RA-12 ¥ 29,800 
1.40m 1.10m 2.94m 8.0kg 57×94cm HA-RA-15 ¥ 33,000 
1.70m 1.40m 3.56m 9.3kg 63×110cm HA-RA-18 ¥ 36,200 
1.99m 1.70m 4.18m 10.8kg 68×126cm HA-RA-21 ¥ 38,400 

脚長（m） 天板高さ
（m）

質量
（kg）

設置寸法（m）
品　番 標準販売価格

全幅 奥行
0.78〜0.98 0.73〜0.92 6.6 0.52〜0.82 0.58〜0.68 NO-D-90 ¥ 52,200
1.08〜1.28 1.02〜1.21 7.7 0.57〜0.97 0.74〜0.84 NO-D-120 ¥ 57,600
1.38〜1.58 1.31〜1.50 9.0 0.62〜1.08 0.89〜0.99 NO-D-150 ¥ 63,100
1.68〜1.88 1.60〜1.79 10.2 0.67〜1.17 1.05〜1.15 NO-D-180 ¥ 68,600

送料別途

HA-RA-18
NO-D-150
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※ご注意  ベストセレクション商品は価格体系が異なります。ご注文後のキャンセルはご容赦願います。
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最大使用質量

130kg

最大使用質量

100kg

最大使用質量

150kg
最大使用質量

100kg

最大使用質量

100kg

専用脚立 （ハセガワ）

軽量専用脚立（脚軽） （ハセガワ）

四脚調節式足場台 （ナカオ） 足場台 （ハセガワ）

四脚調節式  はしご兼用脚立 （ナカオ）
●4mm間隔で、448mmの伸縮が可能
●端具部分は各サイズ共通部品で交換が可能
●アルミ合金製

●長尺脚立のベストセラー
●踏ざん部幅55mm
●ワンタッチの大型開き止め構造
●アルミ製
●天板寸法：28.3×18.7cm

●脚部調節式であらゆる凸凹に対応
●アジャスターには目盛りがついているので、段差の違う現場でも調節が簡単
●開き止めが進化。片手で簡単に開閉できる「ワンタッチバー」で作業効率が向上
●55mmの幅広踏ざんで、安定した作業が可能
●アルミ製
●天板寸法：32.6（有効幅25.5）×16.2cm

●仮設工業会認定品
●60mmの幅広ステップに520mmの幅広天板
●ステップ、天板には滑り止めモール付
●スライド式手がかり棒を標準装備（4本付）
●アルミ合金製
●設置寸法
　NO-SKY-15-4：幅�737～803mm
　　　　　　　������長さ�2441～2669mm
　NO-SKY-15-4：幅�799～865mm
　　　　　　　������長さ�2654～2882mm

●足場台のスタンダードタイプ
●�収納時は、脚部が折りたたみ構造なので、
車のトランクなどに収納OK

●アルミ製

垂直高（m） 天板部（mm） 質量 品　番 標準販売価格
1.12〜1.48 520×1560 23.6kg NO-SKY-15-4 ¥139,000
1.46〜1.82 520×1560 26.9kg NO-SKY-18-4 ¥158,000

天板高さ 天板寸法 設置寸法 質量 品　番 標準販売価格
0.52m 70×30cm 39×100cm 4.0kg HA-DRX-0752C ¥ 19,800
0.75m 100×30cm 44×142cm 5.2kg HA-DRX-1075C ¥ 24,600
0.98m 100×30cm 48×154cm 6.0kg HA-DRX-1098C ¥ 27,800

天板高さ 有効高さ 質量 設置寸法（cm） 品　番 標準販売価格
2.30m 1.70m 10.2kg 73×134 HA-XAM20-24 ¥ 61,300 
2.60m 2.00m 11.4kg 78×159 HA-XAM20-27 ¥ 72,000 
2.90m 2.30m 12.9kg 84×175 HA-XAM20-30 ¥ 86,600 

天板高さ
（m）

使用最大高さ
（m） 質量

設置寸法（mm）
品　番 標準販売価格

全幅 奥行
0.73〜0.94 0.43〜0.63 4.7kg 45〜49 57〜68 HA-RZS-09A ¥ 25,600
1.03〜1.23 0.72〜0.93 5.6kg 50〜54 73〜84 HA-RZS-12A ¥ 29,800
1.32〜1.53 1.02〜1.23 6.5kg 56〜59 89〜100 HA-RZS-15A ¥ 34,200
1.62〜1.83 1.32〜1.53 7.5kg 61〜65 105〜116 HA-RZS-18A ¥ 38,400
1.92〜2.13 1.62〜1.83 8.5kg 66〜70 121〜132 HA-RZS-21A ¥ 41,600

脚長（m） 天板高さ
（m）

質量
（kg）

設置寸法（mm）
品　番 標準販売価格

全幅 奥行
0.98〜1.43 0.94〜1.37 7.3 525〜601 743〜985 NO-CX-90 ¥ 41,000
1.28〜1.73 1.23〜1.66 8.5 574〜650 908〜1150 NO-CX-120 ¥ 47,000
1.58〜2.03 1.52〜1.95 9.6 623〜699 1073〜1315 NO-CX-150 ¥ 54,000
1.88〜2.33 1.81〜2.24 10.8 672〜748 1238〜1480 NO-CX-180 ¥ 59,000

送料別途

送料別途

送料別途

NO-CX-150

HA-RZS-15A

HA-XAM20-27

スライド式
手がかり棒

床面にピッタリつく、
上下左右自在の端具付

調節範囲調節範囲
21cm21cm
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最大使用質量

100kg

最大使用質量

100kg

四脚アジャスト式足場台  （ピカコーポレイション）

アルミ合金パイプ製足場　ハッスルタワー （ピカコーポレイション）

●独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消
●脚アジャスト300mm（6mmピッチ）
●組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用
●アウトリガー、壁当てを標準装備でさらに安定感アップ
●開閉式建枠により足場の通り抜けが左右どちらからでも可能
●解体後はライトバンにも余裕で収納
●�四脚とも伸縮でき、段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック
機構採用

●天場がスライドでき、かがまずに立ったまま伸縮できる足場台
●�踏ざん内の伸縮操作バーの真ん中を引き上げれば2脚、端を引き上げれば1脚伸縮することが
でき、両手で伸縮操作バーの真ん中を引き上げれば4脚同時に伸縮できる

●天場がスライドするので広く使ってコンパクトに収納できる
●アルマイト仕上げ（支柱、天場のみ）

天場高さ（m）
天場寸法（mm） 質量

（kg）
設置下端寸法（mm）

品　番 標準販売価格
昇降面 長さ 昇降面 長さ

0.55〜0.86 外側280 内側270 1080〜1800 12.2 387〜443 1522〜2431 PDXP-S86LA ¥ 80,000
0.79〜1.20 外側280 内側270 1080〜1800 13.5 431〜506 1668〜2640 PDXP-S120L ¥ 86,000

品　名 全高 作業床の高さ 作業床寸法 枠寸法（支柱中心） 質量 品　番 標準販売価格
2段セット 4.33〜4.63m 3.18〜3.48m 489×942mm 550×1000mm 50kg PATL-2A ¥387,000
3段セット 5.85〜6.15m 4.70〜5.00m 489×942mm 550×1000mm 63kg PATL-3A ¥520,000

キャスターセット 4個／セット PATL-JS ¥ 67,000PATL-2A

キャスターセット

キャスターを取付けることによ
り、本体の移動がよりスムー
ズに行なえる（ストッパー付 φ
125mm）

脚アジャストは伸縮操作
レバーで調整可能

どんな場所でもしっかり
固定できる伸縮式アウ
トリガー

作業床は広く使える開
閉式。安定性がアップ
する壁当ても装備

超軽量で安定感抜群！
2009年の6月1日より改正された安全衛生法完全対応

日本消防設備安全センター認定品

窓枠用金具付AP型 手すり用フック付
BP型

窓枠など傾斜した取付物 フラットな取付物 ベランダの手すり等

有効幅
83〜255mm全

長

314mm

突子

横桟

ロープ

330mm330mm

有
効

長 有効幅
88〜288mm

（
外
側
）

（
外
側
）

（
内
側
）

（
内
側
）

蛍光避難はしご

対象階 有効長 全長 横桟数 質量 品　番 標準販売価格
2階 4.3m 4.9m 14本 6.2kg TI-AP-5 ¥ 49,000
3階 6.6m 7.2m 21本 8.0kg TI-AP-72 ¥ 63,000
2階 4.3m 4.9m 14本 4.4kg TI-BP-5 ¥ 46,000
3階 6.6m 7.2m 21本 6.1kg TI-BP-72 ¥ 59,000

最大吊揚
荷重 揚程 吊揚速度 電源 電流 消費電力 ワイヤーロープ

太さ×長さ サイズ（mm） 質量 電源
コード 品　番 標準販売価格

60kg 20m 46cm/s 単相100V 6.0A 550W φ4mm×21m 250×205×360 9.7kg 5m RY-AWI-62-21M ¥ 152,000 
130kg 20m 38cm/s 単相100V 12A 1100W φ5mm×21m 227×202×350 12.3kg 5m RY-AWI-125B-21M ¥ 282,000 
200kg 29m 24cm/s 単相100V 12A 1100W φ5mm×30m 231×213×496 19kg 5m RY-AWI-195B ¥ 352,000 

● �長さ100mmの突子付。壁面との間隔が
取れて足がかりが良好

●ロープ：φ12mmビニロン三ッ打
●横桟：アルミ角パイプ

■安全機構
　加速防止、よじれ防止、逆巻防止、ダブルブレーキ

付属品
・操作スイッチ（コード10m）
・ワイヤーロープ
・スイベルフック（RY-AWI-62-21M）
・ラッチロックフック（RY-AWI-125B-21M,�-195B）
・ウエイト（RY-AWI-125B-21M,�-195B）

火災時等の緊急避難用に

「吊下型」 3タイプ

取り付け箇所で選べるAP型・BP型の2タイプ

● �小型軽量タイプ ●�安全性の高いラッチロック
フック付属

●軽量コンパクト設計

●�安全性の高いラッチロック
フック付属

●吊揚荷重200kgの実力

RY-AWI-62-21M RY-AWI-125B-21M RY-AWI-195B

ウインチ 送料別途
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※ご注意  ベストセレクション商品は価格体系が異なります。ご注文後のキャンセルはご容赦願います。
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アルミ製ルーフキャリア （ナカオ）

適用車種 全長 全幅 内幅 品　番 標準販売価格

標
準
ル
ー
フ

ホンダ
スズキ
マツダ
スズキ
トヨタ
トヨタ
ダイハツ

バモスHM1/2系〜
エブリイワゴン50/60W系〜
スクラムワゴン50/60W系〜
エブリイ50/60V系〜
タウンエースR42V系〜
ライトエースR42V系〜
ハイゼットカーゴS300V系〜

1850
mm

1100
mm

1060
mm

NO-ARB-185 ¥ 78,000

トヨタ
トヨタ
日産
マツダ
三菱

タウンエースバンS400系〜
ライトエースバンS400系〜
バネットバンSK系〜
ボンゴバンSK系〜
デリカバンSK系〜

2225
mm NO-ARB-223 ¥ 92,000

トヨタ

トヨタ

日産

日産

レジアスエース（ロングバン・標準ボディ）
H100V/H200V系〜
ハイエース（ロングバン・標準ボディ）
H100V/H200V系〜
キャラバン（ロングボディ）
E25系〜
キャラバン（スーパーロングボディ）
E25系〜（NV系は除く）

3163
mm NO-ARB-316 ¥ 99,000

適用車種 全長 全幅 内幅 品　番 標準販売価格

ハ
イ
ル
ー
フ

ホンダ
ホンダ
ダイハツ
スズキ
マツダ
スズキ
マツダ
トヨタ
トヨタ
ダイハツ

アクティバンHH5/6系〜
バモスホビオHM3/4系・HJ1/2系〜
ハイゼットカーゴS300V系〜
アトレーワゴンS300G系〜
エブリイワゴン50/60W系〜
スクラムワゴン50/60W系〜
エブリイ50/60V系〜
スクラムバン50/60V系〜
タウンエースR42V系〜
ライトエースR42V系〜

1850
mm

1100
mm

1060
mm

NO-ARH-185 ¥ 85,000

日産
三菱
マツダ

バネットバンSK系〜
デリカバンSK系〜
ボンゴバンSK系〜

2225
mm NO-ARH-223 ¥ 99,000

荷重 荷重中心距離 揚程 全長 全高 全幅 フォーク長×幅×厚 自重 品　番 標準販売価格
100kg 250mm 410〜2700mm 800mm 1650mm 550mm 500×40×20mm 約58kg KYO-CLH-100 ¥ 383,000

荷重 荷重中心距離 揚程 全長 全高 全幅 フォーク長×幅×厚 自重 品　番 標準販売価格
150kg 200mm 90〜1200mm 700mm 1440mm 420mm 420×45×40mm 約26kg KYO-CLA-150 ¥ 162,000
150kg 200mm 90〜750mm 700mm 980mm 420mm 420×45×40mm 約22kg KYO-CLB-150 ¥ 146,000

●ワンボックスカーの上部に取り付け、はしご、脚立の運搬に
●レインレールがある車への取り付けが可能
●最大積載重量：50kg
※車種適合表をもとに、標準ルーフかハイルーフかのご確認をお願いします。

●ライトバンにも積載可能な、コンパクト設計
●持ち上げ作業の合理化に威力を発揮

●手動走行式
●昇降方式：手巻式（2段式）
●前車輪：固定キャスター2個、100mm（ゴム）
　後車輪：自在ストッパー付キャスター2個、
　100mm（ゴム）
●フォーク、アウトリガー：脱着式
●ブレーキ機構内蔵

●手動走行式
●昇降方式：手巻式
●前車輪：固定キャスター2個、65mm（ナイロン）
　後車輪：自在ストッパー付キャスター2個、100mm（ゴム）

●小型で持ち運びに便利
●踏板長さ：300mm
●踏板の材質：合板
●適用電柱径：150～320mm
●定格荷重：2.0kN（200kgf）
●質量：4.8kg

●踏板長さ：700mm
●踏板の材質：木板
●適用電柱径：150～320mm
●定格荷重：2.0kN（200kgf）
●質量：取付金具2.0kg、踏板5.0kg

軽く、強く、さびない、スマートで美しいアルミ製ルーフラック

低全高・高揚程を実現した手巻式多段リフト

車への積込に  現場の重量物持上げに

配電線工事用・通信線工事用等の安定した仮設作業足場 配電線工事用・通信線工事用等の安定した仮設作業足場

キャリーリフトハイ

キャリーリフト

柱上作業台 柱上作業台

品　番 標準販売価格
FU-K-300 ¥ 29,500

品　番 標準販売価格
FU-K-2 ¥ 65,800

用途
ダクト、ルームクーラーなどの取り付け
作業家具および装飾品の壁面取り付け
倉庫内での荷物の積み上げなど

用途
旋盤などのキャッチング作業�
空調用ダクトの取り付け作業など

ライトバンに積める

送料別途

送料別途
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積載荷重 荷台高（約） 質量（約） 品　番 標準販売価格
100kg 0.85〜3m 16kg KLM-300 ¥ 286,000
150kg 0.9〜4m 32kg KLM-400-2 ¥ 440,000

天板寸法 質量 色 品　番 標準販売価格

600×390
mm

3.9
kg

ブルー TN-MP-6039N2-BL ¥ 9,980 
ブラック TN-MP-6039N2-BK ¥ 9,980 
ピンク TN-MP-6039N2-PK ¥ 9,980 

サイズ 品　番 標準販売価格
750〜1250mm RNKTSD-125 ¥ 7,500 
1450〜2500mm RNKTSD-250 ¥ 8,700 
1600〜2900mm RNKTSD-290 ¥ 9,000 
2100〜3900mm RNKTSD-390 ¥ 12,300 

（オプションフック） RNKTSD-K ¥ 1,650 

●少ない人手、少ない時間で大きな仕事
●エアーによるリフトアップなのでどこでも作業ができる
●全機種肉厚3mmのアルミシリンダーで頑丈、耐久性抜群で軽量
●伸長止装置装備
●ウレタンキャスターの採用で安定度アップ（KLM-400-2）

●φ75省音キャスター採用で音が静か
●エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動く
●天板側面に切り欠きは、荷崩れ防止ベルト固定用として利用できる
●軽量3.9kg（従来品と比べ約9％軽量化）
●ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能
●ハンドル収納時は平台車として使用可能
●ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単

リフトマン （キシデン工業）

小型樹脂製台車

突っ張りスタンド らくらくヘルパーハイパー

送料別途

KLM-300KLM-400-2

KLM-400-2

ブルー

ブラック

ピンク

均等荷重100kg

スマートリフターのフォークを差し込んで家具を持
ち上げ、台車を滑り込ませて移動

100kg

約19kg

スマートリフター
（1台）

スマート台車
（4台） てこベース

● �耐荷重に応じて先端が自由に動くので、
角度のある場所でも突っ張り可能

●耐荷重：50kg（垂直静止時）

●�100kgの重い物でも、わずか19kgの
力で楽々持ち上げられる

●�台車は4軸6組の車輪（ローラー）で、タ
タミの縁やフローリングの継ぎ目、タイル
や石貼りフロアーの目地などの溝に車輪
が落ちることなく、安全にスムーズに移
動することができる

●�フォーク先端は薄くなっているので家具
などの下に入れやすい

●最大300kgの物まで移動できる
●�ブロック式のてこベースで、脚付き家具
にも対応

●�用途�家具の移動や、部屋の模様替え、重
い物の持ち上げと移動に

●耐荷重：100kg（台車1台）
●台車サイズ：80×100×30mm
●�スマートリフターサイズ：67×320×
44mm

●工具袋も掛けられるフック
●サイズ：98×41mm
●材質：スチール

養生用シートの固定や荷崩れ防止に
手間なく現場作業をサポート

重い物の移動がひとりでできる！
最大300kgの物までOK

突っ張りスタンド用オプションフック

品　番 標準販売価格
TY-HP-500N ¥ 6,450
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（2台セット）

■ワンタッチ遊転装置
　�遊転操作（チェーンの早送り、長さ調整）は、
ニギリを反時計方向に廻すだけ。
　�万一、負荷がかかれば自動的にブレーキが効
く安全装置。操作ミスによる荷の落下はあり
ません。
■ブレーキのくいつき、かみつき解消装置
　�無理な締め付け、ショック荷重などでブレー
キがかみついても通常操作で簡単に解除で
きます。
■確実なメカニカルブレーキはサビ防止も万全
　�ノンアスベストを使用した独自のブレーキ板
で、荷重を安全確実に保持します。
■雨水やホコリの侵入防止構造
■サビに強い特殊塗装のロードチェーン

定格荷重 標準楊程 自重 フック間最短 チェーン径 品　番 標準販売価格
0.3 ton f 1.0m 2.1kg 225mm 4.0mm NA-NLV-03 ¥ 23,000
0.5 ton f 1.5m 3.9kg 275mm 5.0mm NA-NLV-05 ¥ 28,500

ヘルパーハンドル ナロックレバー

ヘルパーハンドルのフォーク先端部
フックを冷蔵庫の脚フレームに差し
込み、ハンドルを下方に押し下げる
と、簡単に冷蔵庫前部が持ち上がり
ます。そのまま手前に引くと楽に冷
蔵庫が引き出せます。

●�家庭用冷蔵庫の修理や入替をすると
きに前面方向に引き出したり、移動や
再設置がひとりで容易にできる補助
道具です。

●持ち上げ倍率：7～9倍
　�（20kgの力で140～180kgを持
ち上げる能力）
●最大使用荷重：200kg（1台あたり）

●�優れた耐久性、引張強度、弾力性に強
く破断強度に対して抜群

●�軽くて扱い易い軽量タイプ、吊り下ろ
しに最適

●�表面はソフトなポリエステル繊維製で
品物を傷つけない

●�いたみやすい両端吊下部は絞って、
保護繊維で覆っているため、強度、安
全性に富んでいる

●小型軽量なのに、大きな締め付け力があり、安定した荷締めが能率的にできます。
●ベルトは高強力ポリエステル原糸を使用、耐久性も抜群で荷物を傷つけません。

家庭用大型冷蔵庫の引出し・移動・脚の調節が
ひとりでできる

強度が大きく、損傷にも強い3層構造

「巻き上げ」「巻き下げ」「締め付け」「引き寄せ」に！
安全性と操作性を追及しました

サイズ 質量（1台） 品　番 標準販売価格
長さ260×幅56mm 240g TY-RP-10 ¥ 12,800

ベルトスリング

ベルト荷締機

■つり方と使用荷重表

※つり荷の角に充分な丸みのない場合は、上記の値が低下します。

つり方

ストレートつり チョークつり バスケットつり

破断荷重

（ストレート

吊りの場合）つり角度α − − α＝0° α＝45° 45°＜α≦90°  90°＜α≦120°
モード係数 1 0.8 2 1.8 1.4 1

JIS表示
（等級・形式幅）

25mm  8.0kn（0.8t）  6.4kn（0.64t） 16.0kn（1.6t） 14.4kn（1.44t） 11.2kn（1.12t） 8.0kn（0.8t） 50kn（5.0t）以上
50mm 16.0kn（1.6t） 12.8kn（1.28t） 31.5kn（3.15t） 28.8kn（2.88t） 22.4kn（2.24t） 16.0kn（1.6t） 100kn（10t）
75mm 25.0kn（2.5t） 20.0kn（2.0t） 50.0kn（5.0t） 45.0kn（4.5t） 35.0kn（3.5t） 25.0kn（2.5t） 150kn（15t）

●鋼材、パイプ等の
　吊下げに

●クーラー等の室外機
　の吊下げに

●電線ドラム等の
　吊下げに

吊り部

全長

吊り部

ベンチ巾 吊り部 全長 破断荷重 品　番 標準販売価格

25mm 250mm

1m 5000kg BS-2510 ¥ 3,900 
2m 5000kg BS-2520 ¥ 5,400 
3m 5000kg BS-2530 ¥ 7,000 
4m 5000kg BS-2540 ¥ 8,500 
5m 5000kg BS-2550 ¥ 10,000 

50mm 300mm

1m 10000kg BS-5010 ¥ 7,700 
2m 10000kg BS-5020 ¥ 10,800 
3m 10000kg BS-5030 ¥ 13,900 
4m 10000kg BS-5040 ¥ 16,900 
5m 10000kg BS-5050 ¥ 20,000 

75mm 400mm

1m 15000kg BS-7510 ¥ 11,600 
2m 15000kg BS-7520 ¥ 16,200 
3m 15000kg BS-7530 ¥ 20,800 
4m 15000kg BS-7540 ¥ 25,400 
5m 15000kg BS-7550 ¥ 30,000 

タイプ 基本使用荷重 サイズ 品　番 標準販売価格ton f ｋN ベルト幅 固定側 調整側
端末しぼり 0.2 2 25mm 1m 4m NA-N-100 ¥ 7,800 
端末フック 0.2 2 25mm 1m 4m NA-N-100F ¥ 8,000 
端末しぼり 0.4 4 35mm 1m 3m NA-N-260-1 ¥ 13,500 
端末フック 0.4 4 35mm 1m 3m NA-N-260F-1 ¥ 15,500 
端末しぼり 0.6 6 50mm 1m 5m NA-N-500-1 ¥ 21,700 
端末フック 0.6 6 50mm 1m 5m NA-N-500F-1 ¥ 25,100 固定側

調整側

端末しぼりタイプ

端末フックタイプ
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オープン書庫両開き書庫

SLKロッカー

品名 外形寸法(mm) 品　番 標準販売価格
1人用ロッカー 幅455×奥行515×高さ1790 YSLK-1 ¥ 45,500
2人用ロッカー 幅608×奥行515×高さ1790 YSLK-2 ¥ 58,400
3人用ロッカー 幅900×奥行515×高さ1790 YSLK-3 ¥ 71,300

品　番 標準販売価格
YG-360 ¥ 53,500

品　番 標準販売価格
YG-330 ¥ 37,200

●環境にやさしい粉体塗装仕上で錆、傷に強い
●棚板2枚付
・外形寸法：幅880×奥行380×高さ880mm
・内形寸法：幅808×奥行340×高さ746mm

●環境にやさしい粉体塗装仕上で錆、傷に強い
●棚板4枚付
・外形寸法：幅880×奥行380×高さ1790mm
・内形寸法：幅808×奥行340×高さ1626mm

品　番 標準販売価格
YG-36-OP ¥ 44,600

品　番 標準販売価格
YG-33-OP ¥ 30,600

●環境にやさしい粉体塗装仕上で錆、傷に強い
●棚板2枚付
・外形寸法：幅880×奥行400×高さ880mm
・内形寸法：幅830×奥行397×高さ790mm

●環境にやさしい粉体塗装仕上で錆、傷に強い
●棚板4枚付
・外形寸法：幅880×奥行400×高さ1790mm
・内形寸法：幅830×奥行397×高さ1670mm

環境にやさしい粉体塗装仕上で錆、傷に強い
●付属部品
・ハンガーパイプ
・網だな
・ネクタイ掛け
・傘立て
・滴受

YSLK-1 YSLK-2 YSLK-3

掃除用具入れ

YSW-455N
スイッパー
固定棚1枚
バケツトレー1個付

●スロープ付なので、クリーナーの出し入れ楽々
●転倒防止溝付

無地壁掛ボード月行事ボード（縦書）

YSW-600N
スイッパー
固定棚1枚
バケツトレー1個付

YSW-610S
クリーナーボックス
網棚　大1枚/小2枚
スロープ付、錠付き

外形寸法(mm) 品　番 標準販売価格
幅455×奥行515×高さ1790 YSW-455N ¥ 49,500
幅600×奥行400×高さ1790 YSW-600N ¥ 61,200 
幅610×奥行635×高さ1800 YSW-610S ¥ 167,000 

行動予定表月行事ボード（横書）

外形寸法(mm) 品　番 標準販売価格
幅900×高さ600 YW-0960-DY ¥ 26,600
幅600×高さ450 YW-0645-DY ¥ 18,500

外形寸法(mm) 品　番 標準販売価格
幅1800×高さ900 YW-1890MY ¥ 56,900
幅1200×高さ900 YW-1290MY ¥ 42,500

外形寸法(mm) 品　番 標準販売価格
幅1800×高さ900 YW-1890M ¥ 56,900
幅1200×高さ900 YW-1290M ¥ 42,500

外形寸法(mm) 品　番 標準販売価格
幅1800×高さ900 YW-1890K ¥ 50,700
幅1200×高さ900 YW-1290K ¥ 37,900●板面色：白 ●板面色：白

●板面色：白 ●板面色：白

YW-1890MY YW-1290MY YW-0960-DY YW-0645-DY

YW-1890M YW-1290M YW-1890K YW-1290K

送料別途

送料別途

送料別途

送料別途

送料別途

送料別途

送料別途

送料別途
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すいがら収集缶

吸がら入れⅡ BM-2ホーキ30

ホールモップ

花柄ヨクトールシャン475

丸型吸いがら入れ

品　番 標準販売価格
TM-SS-258-300 ¥ 4,400

タイプ 質量 品　番 標準販売価格
レッド・中カゴなし 約845g TM-SS-267-000 ¥ 6,500
レッド・中カゴ付 約945g TM-SS-267-010-0 ¥ 8,300

ステンレス・中カゴなし 約725g TM-SU-267-200 ¥ 9,500
ステンレス・中カゴ付 約825g TM-SU-267-210-0 ¥ 11,400

グランドコーナー430丸32エコBM-2チリトリ

●外形寸法：φ350×高さ655mm
●缶サイズ：225×φ184×高さ290mm
●質量：約1.3kg
●容量：8.2L

カラー：缶…レッド　
���脚…ホワイト
材質：缶…印刷鋼板　
���脚…スチールにポリエチ
�������レンコーティング

フタの裏にフック付

TM-SS-267-010-0
(すいがら収集缶)
材質：印刷鋼板

TM-SU-267-210-0
(ステンレスすいがら収集缶)
材質：ステンレス

品　番 標準販売価格
TM-SS-258-400 ¥ 6,000

●カラー：レッド
●材質：
　本体…カラー鋼板に印刷
　脚…スチールパイプにクロメートメッキ
●外形寸法：
　幅490×奥行315×高さ620mm
●缶サイズ：241�mm×高さ130mm
●質量：約1.8kg
●容量：6.4L

●材質：
　頭…ABS樹脂
　毛…ポリエステル60%
　　　馬毛20%
　　　黒パーム20%
　柄…アルミパイプ
●ホウキ頭サイズ：300mm幅
●ヘッドは180度自在に角度が変わるので床面
　にフィットしやすい
●伸縮柄タイプは使いやすい長さに調節OK!

TM-CL-465-213
(1本柄)

TM-CL-465-223
(伸縮柄)

外形寸法(mm) 品　番 標準販売価格
全長1010 TM-CL-465-213 ¥ 3,100

全長664~1020 TM-CL-465-223 ¥ 3,600 

吸着剤の力で、掃く・拭く・磨くを一度にこなします
ビルメンテナンス、オフィス、店舗、学校等のフロアの床掃除に

サイズ(約) 金具実寸法 品　番 標準販売価格
40cm 142×400mm TM-CL-330-040-0 ¥ 8,500
60cm 143×604mm TM-CL-330-060-0 ¥ 10,500
90cm 144×875mm TM-CL-330-090-0 ¥ 13,500

●材質：
　頭…スチールクロメートメッキ
　糸…綿・スフ混
　布…綿100%
　柄…φ26.1スチールパイプに
���������ポリエチレン接着被膜
●全長：1500mm

スペアモップの取り替え方

フレームのレバーをつまむ フレームが真ん中で折れ曲
がり、スペアモップが着脱

90cmタイプはV字フレームで
耐久性アップ

サイズ(約) 質量(約) 品　番 標準販売価格
40cm 330g TM-CL-330-140-0 ¥ 4,500
60cm 480g TM-CL-330-160-0 ¥ 5,800
90cm 690g TM-CL-330-190-0 ¥ 7,800

カラー 品　番 標準販売価格
ツートン TM-DP-465-100-0 ¥ 5,400
ブラック TM-DP-465-100-7 ¥ 5,400 

カラー 品　番 標準販売価格
グリーン TM-DS-196-443-1 ¥ 12,100
イエロー TM-DS-196-443-5 ¥ 12,100 
ホワイト TM-DS-196-443-6 ¥ 12,100

●超軽量
●BM-2のホーキをセット可能
●材質：
　本体…PET・ポリプロピレン(再生樹脂)
　柄…アルミパイプ
　グリップ…PET・ポリプロピレン(再生樹脂)
●質量：約710g
●使用時寸法：幅285×奥行310×高さ670mm
●収納時寸法：幅285×奥行160×高さ860mm
　　　　　　�(奥行はグリップ含む)

●材質：
　網…エキスパンドメタル(1.6×16×32)
　　　に粉体塗装仕上
●脚高さ：30mm
●外形寸法：φ433×φ343×高さ630mm
●プレートサイズ：幅270×高さ110mm
●質量：約3.9kg
●容量：65L

外形寸法(mm) 品　番 標準販売価格
450×747 TM-MR-103-223 ¥ 6,800
600×874 TM-MR-103-235 ¥ 11,400 

カラー 品　番 標準販売価格
ライトブルー TM-DS-218-347-5 ¥ 10,000
ダークグレー TM-DS-218-347-7 ¥ 10,000 
ライトグレー TM-DS-218-347-8 ¥ 10,000

●太い葉で靴底のガンコな汚れや雪をきれいに
　かき落とす、かわいい花柄入りマット
●材質：特殊ポリエチレン
●厚さ：34mm

●材質：ポリプロピレン(再生樹脂)
●外形寸法：幅429×奥行312×高さ601mm
●質量：約2.5kg
●容量：47.5L

ホールモップスペア
●材質：糸…綿・スフ混　布…綿100%

●外形寸法：幅265×高さ296mm
●容量：8.2L

□
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1800(H)×875(W)×奥行(D)

4段

4段

4段

5段

4段

5段

5段 6段

5段6段

6段 7段

6段

基
本

軽量固定ラック 開放型（120kg）

軽量固定ラック棚前板・パネル・仕切板3枚

軽量固定ラック　ボトルレス（150kg）

収納品の分類整理用の物品棚で、収納品のサイズにより、仕切り板の取り付けを増減可能

●等分布荷重150kg/段(集中荷重になると耐荷重能力は半減します)
ボトルレス構造で組立て時間を短縮、分解・組立てが容易で、基本棚の支柱を兼用した増結ができお得

奥行(D) 段数 品　番 標準販売価格

300mm
4段(基本) XMK6330-4K ¥ 47,650
4段(連結) XMK6330-4R ¥ 42,090

450mm
4段(基本) XMK6345-4K ¥ 52,140
4段(連結) XMK6345-4R ¥ 46,630

600mm
4段(基本) XMK6360-4K ¥ 57,000
4段(連結) XMK6360-4R ¥ 51,380

奥行(D) 段数 品　番 標準販売価格

300mm
5段(基本) XMK6330-5K ¥ 52,200
5段(連結) XMK6330-5R ¥ 46,710

450mm
5段(基本) XMK6345-5K ¥ 57,840
5段(連結) XMK6345-5R ¥ 52,270

600mm
5段(基本) XMK6360-5K ¥ 63,850
5段(連結) XMK6360-5R ¥ 58,280

奥行(D) 段数 品　番 標準販売価格

300mm
4段(基本) XMK6430-4K ¥ 52,800
4段(連結) XMK6430-4R ¥ 47,250

450mm
4段(基本) XMK6445-4K ¥ 58,860
4段(連結) XMK6445-4R ¥ 53,290

600mm
4段(基本) XMK6460-4K ¥ 64,850
4段(連結) XMK6460-4R ¥ 59,350

奥行(D) 段数 品　番 標準販売価格

300mm
5段(基本) XMK6430-5K ¥ 58,400
5段(連結) XMK6430-5R ¥ 52,850

450mm
5段(基本) XMK6445-5K ¥ 65,930
5段(連結) XMK6445-5R ¥ 60,420

600mm
5段(基本) XMK6460-5K ¥ 73,460
5段(連結) XMK6460-5R ¥ 67,910

奥行(D) 段数 品　番 標準販売価格

300mm
4段 XL6330-4 ¥ 38,460
5段 XL6330-5 ¥ 42,170
6段 XL6330-6 ¥ 45,800

450mm
4段 XL6345-4 ¥ 43,080
5段 XL6345-5 ¥ 47,970
6段 XL6345-6 ¥ 52,800

600mm
4段 XL6360-4 ¥ 50,550
5段 XL6360-5 ¥ 57,300
6段 XL6360-6 ¥ 63,990

●等分布荷重120kg/段(W875×D300・450の等分布荷重は100kg/段。集中荷重になると耐荷重能力は半減します)
支柱と棚板で組立てる最も基本的なアングル棚

奥行(D) 段数 品　番 標準販売価格

300mm
4段 XL6430-4 ¥ 46,660
5段 XL6430-5 ¥ 52,300
6段 XL6430-6 ¥ 57,850

450mm
4段 XL6445-4 ¥ 52,830
5段 XL6445-5 ¥ 60,230
6段 XL6445-6 ¥ 67,580

600mm
4段 XL6460-4 ¥ 58,400
5段 XL6460-5 ¥ 67,260
6段 XL6460-6 ¥ 76,120

奥行(D) 段数 品　番 標準販売価格

300mm
5段 XPLF6330-53 ¥ 113,670
6段 XPLF6330-63 ¥ 120,690
7段 XPLF6330-73 ¥ 130,760

450mm
5段 XPLF6345-53 ¥ 129,670
6段 XPLF6345-63 ¥ 141,000
7段 XPLF6345-73 ¥ 153,270

奥行(D) 段数 品　番 標準販売価格

300mm
4段 XPLF4330-43 ¥ 84,100
5段 XPLF4330-53 ¥ 93,300
6段 XPLF4330-63 ¥ 103,350

450mm
4段 XPLF4345-43 ¥ 97,530
5段 XPLF4345-53 ¥ 108,210
6段 XPLF4345-63 ¥ 119,870

1800(H)×1200(W)×奥行(D)

1200(H)×875(W)×奥行(D)
1800(H)×875(W)×奥行(D)

1800(H)
×860(W)
×奥行(D)

1800(H)
×860(W)
×奥行(D)

1800(H)
×1160(W)
×奥行(D)

1800(H)
×1160(W)
×奥行(D)

※棚段数は、天棚板を含みます。外形寸法は(W)+15mm、(D)+15mmになります。有効間口寸法=(W)-80mm

※棚段数は、天棚板を含みます。本体外寸法は(H)+8mm、(W)+45mm、(D)+5mmになります。棚間口寸法(W)は柱芯心、有効間口寸法は(W)-44mm

連
結

5段

5段4段

基
本

連
結

基
本

連
結

基
本

連
結

※棚段数は、天棚板を含みます。外形寸法は(W)+15mm、(D)+15mmになります。有効間口寸法=(W)-80mm

●仕切り板3枚、等分布荷重100kg/段(集中荷重になると耐荷重能力は半減します)
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送料別途
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※ご注意  ベストセレクション商品は価格体系が異なります。ご注文後のキャンセルはご容赦願います。
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スーパーボックスグレート

エコックストッカー

アルファ折りたたみコンテナ

●高耐衝撃性ポリエチレン使用で強度抜群！
●化学薬品、オイル、塩水にも腐食しない
●リブ増量で耐久性、衝撃性に強い
●本体にはアルミ材補強入
●収納に便利な中皿付
●丁番、バックルはさびに強いステンレスを使用

衝撃に強い、雨に強い、強力ボディー
車に搭載、現場に直行

外寸(L×W×H) 内寸(L×W×H) 質量 中皿 適合車種 品　番 標準販売価格
1100×580×695mm 1021×429×468mm 20kg 1個 ライトバン・軽トラック以上 RS-SG-1000 ¥ 84,000 
1315×650×695mm 1235×485×453mm 24kg 1個 軽トラック用 RS-SG-1300 ¥ 99,000
1580×650×695mm 1502×483×475mm 32.5kg 2個 トラック1~2t用 RS-SG-1600 ¥ 122,000 

天面傾斜タイプ

天面フラットタイプ

外寸(L×W×H) 内寸(L×W×H) 質量 中皿 適合車種 品　番 標準販売価格
815×505×420mm 735×400×340mm 10.5kg - - RS-SGF-800 ¥ 42,000
925×615×530mm 830×510×430mm 15.5kg - - RS-SGF-900 ¥ 48,500 
1110×615×530mm 1015×510×430mm 18kg - - RS-SGF-1000 ¥ 70,000 
1330×635×515mm 1230×400×415mm 22kg 1個 軽トラック用 RS-SGF-1300 ¥ 89,000
1590×695×515mm 1490×490×410mm 28.5kg 2個 トラック1~2t用 RS-SGF-1600 ¥ 115,000 

すっきりフラットデザイン
本体には長手の工具等が
収納できるスペース付

RS-SGF-900

RS-SGF-800

RS-SGF-1000 RS-SGF-1300 RS-SGF-1600

RS-SG-1000 RS-SG-1300 RS-SG-1600

●取っ手、金具類はステンレス製
●鍵穴径：φ10mm

大切な工具・部品を雨やほこりから守り、スッキリ収納できる
アルミ製保管運搬用収納ボックス

サイズ(幅×奥行×高さ) 質量 品　番 標準販売価格
950×500×485mm 15.1kg NO-ES-095 ¥ 110,000
1250×500×485mm 18.7kg NO-ES-125 ¥ 122,000

外寸(mm) 有効内寸(mm) 容量 色 品　番 標準販売価格

366×262×272 336×232×254 19.8L
ダークブルー TN-TR-S20DB ¥ 2,600

透明 TN-TR-S20TM ¥ 2,600

●パーツは全てポリプロピレンの一体成形で分解することなくリサイクルが可能
●外側面は大きなR形状で手に優しく、洗浄性にすぐれる
●内面は凸凹が少ないフラットな形状で内容物の引っかかりが少ない
●折りたためば約1/3と省スペース
●荷札などがはがしやすいシボ加工処理
●ガタ止め突起が底面格子にはまることで、積み重ね時にずれない
●ダークブルーと透明の2色

ダークブルー
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貼れる！粘着シール

JIS安全標識

短冊型一般標識

JA201

JA203

JA104

JA219

JA117

JA235

JA202

JA200

JA-236 JA-237

JA222

JA220

JA118

JA221

JA204

JA105

JA205 JA206

●サイズ：（L）450mm三角×1mm
　　　　�（S）300mm三角×1mm
●材質：硬質エンビ　※φ3mm穴×3

●サイズ：
　（L）600×300×1mm
　（S）450×225×1mm
●材質：硬質エンビ　
※φ3mm穴×4

●サイズ：（L）300mm三角×1mm
　　　　�（S）225mm三角×1mm
●材質：硬質エンビ　※φ3mm穴×3

●サイズ：（L）100mm三角×1mm
　　　　�（S）50mm三角×1mm
●材質：PETステッカー（10枚1組）

●サイズ：360×120×1mm
●材質：硬質エンビ

●サイズ：（L）450×300×1mm
　　　　�（S）300×225×1mm
●材質：硬質エンビ　※φ3mm穴×4

種  類 サイズ 品　番 標準販売価格

JA201
L RNJA-201L ¥ 3,000
S RNJA-201S ¥ 1,500

種  類 サイズ 品　番 標準販売価格

JA200
L RNJA-200L ¥ 2,700
S RNJA-200S ¥ 1,800

種  類 サイズ 品　番 標準販売価格

JA202
L RNJA-202L ¥ 1,500
S RNJA-202S ¥ 1,350

種  類 サイズ 品　番 標準販売価格

JA203
L RNJA-203L ¥ 1,950 
S RNJA-203S ¥ 1,350 

JA204
L RNJA-204L ¥ 1,950 
S RNJA-204S ¥ 1,350 

JA205
L RNJA-205L ¥ 1,950 
S RNJA-205S ¥ 1,350 

JA206
L RNJA-206L ¥ 1,950 
S RNJA-206S ¥ 1,350 

JA219
L RNJA-219L ¥ 1,950 
S RNJA-219S ¥ 1,350 

JA220
L RNJA-220L ¥ 1,950 
S RNJA-220S ¥ 1,350 

JA221
L RNJA-221L ¥ 1,950 
S RNJA-221S ¥ 1,350 

JA222
L RNJA-222L ¥ 1,950 
S RNJA-222S ¥ 1,350 

JA104
L RNJA-104L ¥ 1,950 
S RNJA-104S ¥ 1,350 

JA105
L RNJA-105L ¥ 1,950 
S RNJA-105S ¥ 1,350 

JA117
L RNJA-117L ¥ 1,950 
S RNJA-117S ¥ 1,350 

JA118
L RNJA-118L ¥ 1,950 
S RNJA-118S ¥ 1,350 

種類 品　番 標準販売価格
GR1 RNTH-GR1 ¥ 750 
GR2 RNTH-GR2 ¥ 750 
GR3 RNTH-GR3 ¥ 750 
GR6 RNTH-GR6 ¥ 750 
GR7 RNTH-GR7 ¥ 750 
GR9 RNTH-GR9 ¥ 750 
GR13 RNTH-GR13 ¥ 750 
GR18 RNTH-GR18 ¥ 750 
GR19 RNTH-GR19 ¥ 750 
GR36 RNTH-GR36 ¥ 750 

種類 品　番 標準販売価格
GR44 RNTH-GR44 ¥ 750 
GR50 RNTH-GR50 ¥ 750 
GR94 RNTH-GR94 ¥ 750 
GR108 RNTH-GR108 ¥ 750 
GR109 RNTH-GR109 ¥ 750 
GR110 RNTH-GR110 ¥ 750 
GR111 RNTH-GR111 ¥ 750 
GR113 RNTH-GR113 ¥ 750 
GR115 RNTH-GR115 ¥ 750 
GR126 RNTH-GR126 ¥ 750 

種類 品　番 標準販売価格
GR167 RNTH-GR167 ¥ 750 
GR170 RNTH-GR170 ¥ 750 
GR197 RNTH-GR197 ¥ 750 
GR250 RNTH-GR250 ¥ 750 
GR251 RNTH-GR251 ¥ 750 
GR258 RNTH-GR258 ¥ 750 
GR259 RNTH-GR259 ¥ 750 
GR260 RNTH-GR260 ¥ 750 
GR262 RNTH-GR262 ¥ 750 
GR263 RNTH-GR263 ¥ 750 

種  類 サイズ 品　番 標準販売価格

JA235
L RNJA-235L ¥ 2,250
S RNJA-235S ¥ 1,950

JA236
L RNJA-236L ¥ 2,250
S RNJA-236S ¥ 1,950

JA237
L RNJA-237L ¥ 2,250
S RNJA-237S ¥ 1,950

GR263GR126

GR36

GR262GR115

GR19

GR260GR113

GR18

GR259GR111

GR13

GR258GR110

GR9

GR251

GR109GR7

GR250

GR108GR6

GR197

GR94GR3

GR170

GR50GR2

GR167

GR44GR1
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※ご注意  ベストセレクション商品は価格体系が異なります。ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

NWS
ツール
クライン
ツール

電設作業
工具

電動工具

計測器

溶接機

変圧器
インバーター

通線工具

スプレー塗料
化成品

トラン
シーバー

空調工具

ユニホーム

安全
保護具

セキュリ
ティ用品

掃除・衛生
養生用品

はしご
脚立･足場

オフィス
ファニチャー

ラック

コンテナ
車載ボックス

安全標識

工場用
冷暖房機器

安全標識

安全標識



※（一財）日本消防設備
　 安全センター認定品

短冊型一般標識

危険地域室標識

廃棄物保管場所標識

●サイズ：120×360×1mm　●材質：硬質エンビ

●サイズ：600×600×2mm厚
●材質：エコユニボード
●φ2.5mm穴（4スミ）

●材質：硬質エンビ

種類 品　番 標準販売価格
GR103 RNTH-GR103 ¥ 750 
GR116 RNTH-GR116 ¥ 750 
GR118 RNTH-GR118 ¥ 750 
GR193 RNTH-GR193 ¥ 750 
GR194 RNTH-GR194 ¥ 750 
GR196 RNTH-GR196 ¥ 750 

種類 品　番 標準販売価格
822-90A UK822-90A ¥ 3,700
822-91 UK822-91 ¥ 3,700

822-92A UK822-92A ¥ 3,700 

サイズ（mm） 種類 品　番 標準販売価格

300×450×1

FS18 RNFS-18 ¥ 2,400 
FS19 RNFS-19 ¥ 2,400 
FS20 RNFS-20 ¥ 2,400 
FS21 RNFS-21 ¥ 2,400 

150×300×1
FS22 RNFS-22 ¥ 900 
FS23 RNFS-23 ¥ 900 
FS24 RNFS-24 ¥ 900 

225×300×1
危G5 RNKG-5 ¥ 1,350 
危G7 RNKG-7 ¥ 1,350 
危G8 RNKG-8 ¥ 1,350 

225×120×1 危G6 RNKG-6 ¥ 900 

GR103

GR193

GR116

GR194

GR118

GR196

FS18

FS22

危G5

FS19

FS23

危G7

FS20

FS24

危G8

FS21

危G6

廃棄物保管場所標識使用例

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」の一部改正により、一般廃棄物、産業廃棄物、
特別管理産業廃棄物の積替えおよび処分するための全ての保管場所に、サイズ600×600mm以
上で記載内容を定められた掲示板を設置することが義務付けられました。

一般廃棄物の積替えのための保管場所
（規則第1条の5）

822-90A 822-91 822-92A
産業廃棄物の積替えのための保管場所

（規則第7条の3）
産業廃棄物の処分のための保管場所

（規則第7条の5）
産業廃棄物保管基準（規則第8条）

特別管理産業廃棄物の積替えのための保管場所
（規則第8条の10の2）
特別管理産業廃棄物の処分のための保管場所

（規則第8条の10の4）
特別管理産業廃棄物保管基準（規則第8条の13）

平成11年4月1日より施行 （提示の義務）

送料別途

高輝度蓄光通路誘導標識（S級） 貼れる！粘着シール

電気が消えても長時間光り、夜間も確実に誘導できる

※設置の際は、使用が可能か所轄の消防署に必ずお問い合わせください。

●高輝度蓄光通路誘導標識
●材質：PETステッカー
●仕様：消防認定品

SSN961
SSN951

SSN962
SSN952

SSN963
SSN953

SSN805
SSN860
SSN815

サイズ（mm） 種類 品　番 標準販売価格

120×120
SSN961 RNSSN-961 ¥ 33,000
SSN962 RNSSN-962 ¥ 33,000
SSN963 RNSSN-963 ¥ 33,000

150×150
SSN951 RNSSN-951 ¥ 57,000
SSN952 RNSSN-952 ¥ 57,000
SSN953 RNSSN-953 ¥ 57,000

サイズ（mm） 種類 品　番 標準販売価格
120×120 SSN805 RNSSN-805 ¥ 33,000
150×150 SSN860 RNSSN-860 ¥ 57,000
200×200 SSN815 RNSSN-815 ¥ 61,500
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このマークの商品は、運賃別途（お客様負担）となりますのでご了承願います。なお、運賃のお問い合わせは当社営業本部まで。TEL 072（986）5900送料別途



※（一財）日本消防設備
　 安全センター認定品

※（一財）日本消防設備
　 安全センター認定品

※（一財）日本消防設備
　 安全センター認定品

※（一財）日本消防設備
　 安全センター認定品

※設置の際は、使用が可能か所轄の消防署に必ずお問い合わせください。

高輝度蓄光通路誘導標識（A級） 貼れる！粘着シール

高輝度蓄光式誘導標識（A級）

●高輝度蓄光通路誘導標識
●材質：PETステッカー
●仕様：消防認定品

貼れる！粘着シール

ASN901

ASN804

ASN902 ASN903

サイズ（mm） 種類 品　番 標準販売価格

100×300
ASN901 RNASN-901 ¥ 21,000 
ASN902 RNASN-902 ¥ 21,000 
ASN903 RNASN-903 ¥ 21,000 

120×360 ASN804 RNASN-804 ¥ 27,750 

高輝度蓄光式誘導標識（C級） 貼れる！粘着シール

蓄光SN-2901

蓄光SN-2801 蓄光SN-2802

蓄光SN-2803 蓄光SN-2804

蓄光SN-2902 蓄光SN-2903

サイズ（mm） 種類 品　番 標準販売価格

100×300
蓄光SN-2901 RNSN-2901 ¥ 11,350 
蓄光SN-2902 RNSN-2902 ¥ 11,350 
蓄光SN-2903 RNSN-2903 ¥ 11,350 

120×360

蓄光SN-2801 RNSN-2801 ¥ 13,000 
蓄光SN-2802 RNSN-2802 ¥ 13,000 
蓄光SN-2803 RNSN-2803 ¥ 13,000 
蓄光SN-2804 RNSN-2804 ¥ 13,000 

●材質：PETステッカー

※設置の際は、使用が可能か所轄の消防署に必ずお問い合わせください。

蓄光誘導標識 貼れる！粘着シール

種類 品　番 標準販売価格
床11 RNYK-11 ¥ 8,700 
床12 RNYK-12 ¥ 8,700 
床13 RNYK-13 ¥ 8,700 
床14 RNYK-14 ¥ 8,700 
床15 RNYK-15 ¥ 8,700 
床16 RNYK-16 ¥ 8,700 

●サイズ：300mm角
●材質：軟質ルミプレート（蓄光軟質PET）
※裏面ノリ付
※オーバーラミネート塩ビフィルム付（350mm角）

※設置の際は、使用が可能か所轄の消防署に必ずお問い合わせください。

床11

床14

床12

床15

床13

床16

■避難口誘導標識
  （床面設置型）

■通路誘導標識
  （床面設置型）

※設置の際は、使用が可能か所轄の消防署に必ずお問い合わせください。

●高輝度蓄光通路誘導標識
●材質：PETステッカー
●仕様：消防認定品

ASN961
ASN951

ASN962
ASN952

ASN963
ASN953

ASN805
ASN860
ASN815

サイズ（mm） 種類 品　番 標準販売価格

120×120
ASN961 RNASN-961 ¥ 14,250
ASN962 RNASN-962 ¥ 14,250
ASN963 RNASN-963 ¥ 14,250

150×150
ASN951 RNASN-951 ¥ 17,250
ASN952 RNASN-952 ¥ 17,250
ASN953 RNASN-953 ¥ 17,250

サイズ（mm） 種類 品　番 標準販売価格
120×120 ASN805 RNASN-805 ¥ 14,250
150×150 ASN860 RNASN-860 ¥ 18,000
200×200 ASN815 RNASN-815 ¥ 27,000
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※ご注意  ベストセレクション商品は価格体系が異なります。ご注文後のキャンセルはご容赦願います。
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※（一財）日本消防設備
　 安全センター認定品

誘導標識専用プレート（壁面用）

誘導標識専用プレート（壁面用）

誘導標識専用プレート（天井用L型）

●材質：アルミ（アルマイトシルバー）
●φ5mm穴×4
※ビスは付属しておりません。
※標識は別売りです。

●対応標識
　ASN901～903
　蓄光SN-2901～2903

●対応標識
　TAP1515：SSN860,�ASN860
　TAP2020：SSN815,�ASN815

●材質：アルミ（ホワイト焼き付け塗装）
●φ5mm穴×2
※ビスは付属しておりません。
※標識は別売りです。

●材質：透明塩ビ
●φ4mm穴×4
※ビスは付属しておりません。
※標識は別売りです。

RNKEP-1030 RNKEP-1236 RNKEP-1515 RNKEP-2020

サイズ（mm） 種類 品　番 標準販売価格
幅324×高さ110×厚さ2 KAP1030 RNKAP-1030 ¥ 4,800

サイズ（mm） 種類 品　番 標準販売価格
幅150×高さ180×厚さ1 曲げしろ30 TAP1515 RNTAP-1515 ¥ 5,250
幅200×高さ230×厚さ1 曲げしろ30 TAP2020 RNTAP-2020 ¥ 5,700

サイズ（mm） 適用標識サイズ 種類 品　番 標準販売価格
幅324×高さ110×厚さ1 幅300×高さ100 KEP1030 RNKEP-1030 ¥ 2,250
幅384×高さ130×厚さ1 幅360×高さ120 KEP1236 RNKEP-1236 ¥ 2,700
幅174×高さ160×厚さ1 幅150×高さ150 KEP1515 RNKEP-1515 ¥ 2,250
幅224×高さ210×厚さ1 幅200×高さ200 KEP2020 RNKEP-2020 ¥ 2,700

蓄光誘導標識
電気が消えても長時間光り、夜間も確実に誘導できる

サイズ（mm） 種類 品　番 標準販売価格

100×300
×1.2

蓄光FA701 RNFA-701 ¥ 3,750 
蓄光FA702 RNFA-702 ¥ 3,750 
蓄光FA703 RNFA-703 ¥ 3,750 

120×360
×1.2

蓄光FA801 RNFA-801 ¥ 4,200 
蓄光FA802 RNFA-802 ¥ 4,200 
蓄光FA803 RNFA-803 ¥ 4,200 
蓄光FA804 RNFA-804 ¥ 4,200 

●材質：蓄光ルミプレート（蓄光性硬質塩ビ板）

※設置の際は、使用が可能か所轄の消防署に必ずお問い合わせください。

蓄光FA-701

蓄光FA801

蓄光FA803

蓄光FA-702

蓄光FA-802

蓄光FA-804

蓄光FA-703

誘導標識

サイズ（mm） 種類 品　番 標準販売価格

100×300×1
FA901 RNFA-901 ¥ 700 
FA902 RNFA-902 ¥ 700 
FA903 RNFA-903 ¥ 700 

120×360×1

FA301 RNFA-301 ¥ 750 
FA302 RNFA-302 ¥ 750 
FA303 RNFA-303 ¥ 750 
FA305 RNFA-305 ¥ 750 
FA306 RNFA-306 ¥ 750 
FA307 RNFA-307 ¥ 750 

●材質：硬質エンビ
FA901

FA301

FA305

FA302

FA306

FA303

FA307

FA902 FA903
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命札

命札

種類 品　番 標準販売価格
札400 RNIH-400 ¥ 1,650
札401 RNIH-401 ¥ 1,650
札402 RNIH-402 ¥ 1,650
札403 RNIH-403 ¥ 1,650
札404 RNIH-404 ¥ 1,650
札405 RNIH-405 ¥ 1,650
札406 RNIH-406 ¥ 1,650
札407 RNIH-407 ¥ 1,650
札408 RNIH-408 ¥ 1,650
札409 RNIH-409 ¥ 1,650
札410 RNIH-410 ¥ 1,650
札411 RNIH-411 ¥ 1,650
札412 RNIH-412 ¥ 1,650
札413 RNIH-413 ¥ 1,650
札414 RNIH-414 ¥ 1,650
札415 RNIH-415 ¥ 1,650
札416 RNIH-416 ¥ 1,650
札417 RNIH-417 ¥ 1,650

種類 品　番 標準販売価格
札200 RNIH-200 ¥ 900
札201 RNIH-201 ¥ 900
札202 RNIH-202 ¥ 900
札203 RNIH-203 ¥ 900
札204 RNIH-204 ¥ 900
札205 RNIH-205 ¥ 900
札206 RNIH-206 ¥ 900
札207 RNIH-207 ¥ 900
札208 RNIH-208 ¥ 900
札209 RNIH-209 ¥ 900
札210 RNIH-210 ¥ 900
札211 RNIH-211 ¥ 900
札212 RNIH-212 ¥ 900
札213 RNIH-213 ¥ 900
札214 RNIH-214 ¥ 900
札215 RNIH-215 ¥ 900
札216 RNIH-216 ¥ 900
札217 RNIH-217 ¥ 900

●サイズ：225×100×0.6mm　●材質：軟質エンビ　※ラミネート加工・マグネットを両端ハトメで封印（φ3mm×2）

●サイズ：150×90×2mm
●材質：硬質エンビ
※両面印刷・φ5mm穴×1

札-409

札-400

札-410

札-401

札-411

札-402

札-412

札-403

札-413

札-404

札-414

札-405

札-415

札-406

札-416

札-407

札-417

札-408

札-209

札-200

札-210

札-201

札-213

札-204

札-211

札-202

札-214

札-205

札-216

札-207

札-212

札-203

札-215

札-206

札-217

札-208

命札

命札

札-100 札-101 札-102 札-103 札-104

●サイズ：120×80×2mm
●材質：硬質エンビ
※両面印刷・φ5mm穴×1

●サイズ：150×70×2mm
●材質：PET
※両面印刷・φ4mm穴×1

種類 品　番 標準販売価格
札100 RNIH-100 ¥ 750
札101 RNIH-101 ¥ 750
札102 RNIH-102 ¥ 750
札103 RNIH-103 ¥ 750
札104 RNIH-104 ¥ 750

種類 品　番 標準販売価格
札323 RNIH-323 ¥ 900
札324 RNIH-324 ¥ 900
札326 RNIH-326 ¥ 900

種類 品　番 標準販売価格
札320 RNIH-320 ¥ 900
札321 RNIH-321 ¥ 900
札322 RNIH-322 ¥ 900

種類 品　番 標準販売価格
札327 RNIH-327 ¥ 900
札329 RNIH-329 ¥ 900
札332 RNIH-332 ¥ 900

札-320 札-321 札-322 札-323 札-324 札-326 札-327 札-329 札-332
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※ご注意  ベストセレクション商品は価格体系が異なります。ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

NWS
ツール
クライン
ツール

電設作業
工具

電動工具

計測器

溶接機

変圧器
インバーター

通線工具

スプレー塗料
化成品

トラン
シーバー

空調工具

ユニホーム

安全
保護具

セキュリ
ティ用品

掃除・衛生
養生用品

はしご
脚立･足場

オフィス
ファニチャー

ラック

コンテナ
車載ボックス

安全標識

工場用
冷暖房機器

安全標識

安全標識



命札

マグネプレート

●サイズ：260×160×0.6mm
● 材質：軟質エンビ
※ラミネート加工・マグネットを両端ハトメで封印（φ3mm×2）

種類 品　番 標準販売価格
札520 RNIH-520 ¥ 2,100
札521 RNIH-521 ¥ 2,100
札522 RNIH-522 ¥ 2,100
札523 RNIH-523 ¥ 2,100

種類 品　番 標準販売価格
MG-101 RNMG-101 ¥ 1,800
MG-102 RNMG-102 ¥ 1,800
MG-103 RNMG-103 ¥ 1,800
MG-109 RNMG-109 ¥ 1,800
MG-110 RNMG-110 ¥ 1,800
MG-111 RNMG-111 ¥ 1,800
MG-112 RNMG-112 ¥ 1,800
MG-113 RNMG-113 ¥ 1,800
MG-117 RNMG-117 ¥ 1,800
MG-118 RNMG-118 ¥ 1,800
MG-119 RNMG-119 ¥ 1,800
MG-120 RNMG-120 ¥ 1,800
MG-125 RNMG-125 ¥ 1,800
MG-126 RNMG-126 ¥ 1,800
MG-127 RNMG-127 ¥ 1,800
MG-128 RNMG-128 ¥ 1,800
MG-132 RNMG-132 ¥ 1,800

種類 品　番 標準販売価格
札525 RNIH-525 ¥ 2,100
札526 RNIH-526 ¥ 2,100
札528 RNIH-528 ¥ 2,100
札530 RNIH-530 ¥ 2,100

札-520 札-521 札-522 札-523 札-525 札-526 札-528 札-530

日付や文字を自由に書けて、印刷面は軟質ラミプレート加工なので消えない

●サイズ：200×150×0.8mm　
●材質：樹脂マグネット（塩素化ポリエチレン）
※掲示板全体がマグネットになっています。

MG-101

MG-112

MG-125

MG-102

MG-113

MG-126

MG-103

MG-117

MG-127

MG-109

MG-118

MG-128

MG-110

MG-119

MG-132

MG-111

MG-120

マグネプレート

●サイズ：250×80×0.8mm　
● 材質：樹脂マグネット（塩素化ポリエチレン）

種類 品　番 標準販売価格
MG-8 RNMG-8 ¥ 1,500
MG-9 RNMG-9 ¥ 1,500
MG-10 RNMG-10 ¥ 1,500
MG-11 RNMG-11 ¥ 1,500
MG-12 RNMG-12 ¥ 1,500
MG-13 RNMG-13 ¥ 1,500

種類 品　番 標準販売価格
MG-14 RNMG-14 ¥ 1,500
MG-15 RNMG-15 ¥ 1,500
MG-16 RNMG-16 ¥ 1,500
MG-17 RNMG-17 ¥ 1,500
MG-18 RNMG-18 ¥ 1,500
MG-19 RNMG-19 ¥ 1,500

MG-8

MG-14

MG-9

MG-15

MG-10

MG-16

MG-11

MG-17

MG-12

MG-18

MG-13

MG-19
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ワンタッチタグ

スイッチカバー標識

スイッチング禁止テープ

●サイズ：275×60mm　 ● 材質：合成紙（ユポ）　 ● 同種10枚1組　 ● 両面印刷

●サイズ：内径80×40×高さ34mm
　（マグネット含む）
● 材質：アクリル　※マグネット付

●サイズ：30mm幅×20m
● 材質：上質紙（弱粘再はく離）
※使用後は簡単にはがせます。

種類 品　番 標準販売価格
タグ206 RNWT-206 ¥ 1,950
タグ211 RNWT-211 ¥ 1,950
タグ221 RNWT-221 ¥ 1,950

種類 品　番 標準販売価格
タグ202 RNWT-202 ¥ 1,950
タグ203 RNWT-203 ¥ 1,950
タグ204 RNWT-204 ¥ 1,950
タグ205 RNWT-205 ¥ 1,950

種類 品　番 標準販売価格
A RNSC-A ¥ 3,750
B RNSC-B ¥ 3,750
E RNSC-E ¥ 3,750
F RNSC-F ¥ 3,750
H RNSC-H ¥ 3,750
L RNSC-L ¥ 3,750
O RNSC-O ¥ 3,750

種類 品　番 標準販売価格
A RNKT-A ¥ 1,430
B RNKT-B ¥ 1,430
E RNKT-E ¥ 1,430
F RNKT-F ¥ 1,430
G RNKT-G ¥ 1,430

引っかけて差し込むだけの簡単取付

タグ202

タグ211

タグ203 タグ204 タグ205

タグ221タグ206

A B E F

H L O

A B E

F G

貼れる！粘着シール

氏名標識

●サイズ：200×80mm　
● 材質：PETステッカー　
● 10枚1組貼72 貼73 貼74 貼75 貼76 貼77

貼れる！粘着シール

種類 品　番 標準販売価格
貼72 RNSH-72 ¥ 3,000
貼73 RNSH-73 ¥ 3,000
貼74 RNSH-74 ¥ 3,000
貼75 RNSH-75 ¥ 3,000
貼76 RNSH-76 ¥ 3,000
貼77 RNSH-77 ¥ 3,000
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※ご注意  ベストセレクション商品は価格体系が異なります。ご注文後のキャンセルはご容赦願います。
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PL警告表示ラベル（ヨコ型）

PL警告表示ラベル（簡易タイプ）

●サイズ：（大）50×100mm
　　　　 （小）35×70mm
● 材質 / 蒸着PETステッカー
● 10枚1組

●サイズ
　大：100mm
　中：50mm
　小：25mm
　△：一辺　□：一辺　○：直径
● 材質：蒸着PETステッカー
● 10枚1組

PL105（大）（小） PL109（大）（小）

PL113（大）（小）

PL121（大）（小） PL139（大）（小）

PL106（大）（小） PL110（大）（小）

PL118（大）（小）

PL123（大）（小）

PL107（大）（小）

PL111（大）（小） PL119（大）（小）

PL126（大）（小）

PL108（大）（小）

PL112（大）（小） PL120（大）（小）

PL135（大）（小）

貼れる！粘着シール

貼れる！粘着シール

種  類 サイズ 品　番 標準販売価格

PL121
大 RNPL-121B ¥ 3,000 
小 RNPL-121S ¥ 2,400 

PL123
大 RNPL-123B ¥ 3,000 
小 RNPL-123S ¥ 2,400 

PL126
大 RNPL-126B ¥ 3,000 
小 RNPL-126S ¥ 2,400 

PL135
大 RNPL-135B ¥ 3,000 
小 RNPL-135S ¥ 2,400 

PL139
大 RNPL-139B ¥ 3,000 
小 RNPL-139S ¥ 2,400 

種  類 サイズ 品　番 標準販売価格

PL111
大 RNPL-111B ¥ 3,000 
小 RNPL-111S ¥ 2,400 

PL112
大 RNPL-112B ¥ 3,000 
小 RNPL-112S ¥ 2,400 

PL113
大 RNPL-113B ¥ 3,000 
小 RNPL-113S ¥ 2,400 

PL118
大 RNPL-118B ¥ 3,000 
小 RNPL-118S ¥ 2,400 

PL119
大 RNPL-119B ¥ 3,000 
小 RNPL-119S ¥ 2,400 

PL120
大 RNPL-120B ¥ 3,000 
小 RNPL-120S ¥ 2,400 

種  類 サイズ 品　番 標準販売価格

PL105
大 RNPL-105B ¥ 3,000 
小 RNPL-105S ¥ 2,400 

PL106
大 RNPL-106B ¥ 3,000 
小 RNPL-106S ¥ 2,400 

PL107
大 RNPL-107B ¥ 3,000 
小 RNPL-107S ¥ 2,400 

PL108
大 RNPL-108B ¥ 3,000 
小 RNPL-108S ¥ 2,400 

PL109
大 RNPL-109B ¥ 3,000 
小 RNPL-109S ¥ 2,400 

PL110
大 RNPL-110B ¥ 3,000 
小 RNPL-110S ¥ 2,400 

種  類 サイズ 品　番 標準販売価格

PL-1
大 RNPL-1B ¥ 3,000 
中 RNPL-1M ¥ 1,950 
小 RNPL-1S ¥ 1,650 

PL-4
大 RNPL-4B ¥ 3,000 
中 RNPL-4M ¥ 1,950 
小 RNPL-4S ¥ 1,650 

PL-5
大 RNPL-5B ¥ 3,000 
中 RNPL-5M ¥ 1,950 
小 RNPL-5S ¥ 1,650 

PL-10
大 RNPL-10B ¥ 3,000 
中 RNPL-10M ¥ 1,950 
小 RNPL-10S ¥ 1,650 

PL-11
大 RNPL-11B ¥ 3,000 
中 RNPL-11M ¥ 1,950 
小 RNPL-11S ¥ 1,650 

種  類 サイズ 品　番 標準販売価格

PL-13
大 RNPL-13B ¥ 3,000 
中 RNPL-13M ¥ 1,950 
小 RNPL-13S ¥ 1,650 

PL-14
大 RNPL-14B ¥ 3,000 
中 RNPL-14M ¥ 1,950 
小 RNPL-14S ¥ 1,650 

PL-15
大 RNPL-15B ¥ 3,000 
中 RNPL-15M ¥ 1,950 
小 RNPL-15S ¥ 1,650 

PL-16
大 RNPL-16B ¥ 3,000 
中 RNPL-16M ¥ 1,950 
小 RNPL-16S ¥ 1,650 

PL-17
大 RNPL-17B ¥ 3,000 
中 RNPL-17M ¥ 1,950 
小 RNPL-17S ¥ 1,650 

PL-1

PL-13 PL-14

PL-10

PL-15

PL-11PL-4

PL-16

PL-5

PL-17

一般的「警告」
一般的「注意」
　　　「警告」
　　　「危険」
ISO 3864

巻き込まれに
注意
関連規格なし

切断に注意
関連規格なし

挟まれに注意
関連規格なし

高温（熱い面）
「高温注意」
IEC 417-5041

電気危険
「高電圧危険」
「感電注意」
ISO 3864

回転体に
ふれるな
関連規格なし

接触禁止
関連規格なし

火気厳禁
特定の条件にお
いて、外部の火気
によって発火する
おそれがある場合
ISO 3864

ISO：国際標準化機構
IEC：国際電気標準会議

高温危険
関連規格なし
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ステッカー標識

腕章（上部安全ピン付き）

差し込み式ワンタッチ腕章

非常スイッチステッカー

危険予知ステッカー

ステッカー標識

懸垂幕

● 縦型
●サイズ：360×90mm
● 材質：ユポステッカー
● 3枚1組

● 横型
●サイズ：90×360mm
● 材質：ユポステッカー
● 3枚1組

●サイズ：240×80mm
● 材質：ユポステッカー
● 10枚1組

●サイズ：1500×450mm
● 材質：ナイロンターポリン
　（繊維入ビニール）
● 備考：上下にパイプ・ヒモ付

●サイズ：（A）90×360mm
　　　 　（B）80×360mm　
● 材質：（A）軟質エンビ　
　　　  （B）布捺染（ビニールカバー付）

●サイズ：90×360mm
● 材質：軟質エンビ

●サイズ：60×50mm
● 材質：蒸着PETステッカー
● 10枚1組

●サイズ：360×90mm　
● 材質：ユポステッカー　 ● 10枚1組

貼れる！粘着シール

貼れる！粘着シール

貼れる！粘着シール

貼れる！粘着シール

種類 品　番 標準販売価格
貼49 RNIS-49 ¥ 3,750

種類 品　番 標準販売価格
貼203 RNKY-203 ¥ 2,400

種類 品　番 標準販売価格
貼8 RNSH-8 ¥ 4,200
貼9 RNSH-9 ¥ 4,200
貼11 RNSH-11 ¥ 4,200
貼13 RNSH-13 ¥ 4,200
貼14 RNSH-14 ¥ 4,200
貼59 RNSH-59 ¥ 4,200
貼60 RNSH-60 ¥ 4,200

種類 品　番 標準販売価格
腕章-7A RN-7AW ¥ 1,200 
腕章-7B RN-7BW ¥ 1,800 
腕章-13A RN-13AW ¥ 1,200 
腕章-13B RN-13BW ¥ 1,800 
腕章-14A RN-14AW ¥ 1,200 
腕章-14B RN-14BW ¥ 1,800 
腕章-16A RN-16AW ¥ 1,200 
腕章-16B RN-16BW ¥ 1,800 
腕章-21A RN-21AW ¥ 1,200 
腕章-21B RN-21BW ¥ 1,800 

種類 品　番 標準販売価格
腕章-100（緑） RN-GW ¥ 600 
腕章-100（白） RN-WW ¥ 600 
腕章-100（黄） RN-YW ¥ 600 

種類 品　番 標準販売価格
848-61（白） UK848-61 ¥ 1,500 
848-62（黄） UK848-62 ¥ 1,500 
848-63（緑） UK848-63 ¥ 1,500 
848-64（赤） UK848-64 ¥ 1,500 
848-65（青） UK848-65 ¥ 1,500 

種類 品　番 標準販売価格
腕章-23A RN-23AW ¥ 1,200 
腕章-23B RN-23BW ¥ 1,800 
腕章-24A RN-24AW ¥ 1,200 
腕章-24B RN-24BW ¥ 1,800 
腕章-33A RN-33AW ¥ 1,200 
腕章-33B RN-33BW ¥ 1,800 
腕章-40A RN-40AW ¥ 1,200 
腕章-40B RN-40BW ¥ 1,800 

種類 品　番 標準販売価格
幕1 RN-M1 ¥ 6,000
幕3 RN-M3 ¥ 6,000
幕4 RN-M4 ¥ 6,000
幕5 RN-M5 ¥ 6,000
幕7 RN-M7 ¥ 6,000
幕44 RN-M44 ¥ 6,000

種類 品　番 標準販売
価格

貼605 RNSH-605 ¥ 1,800
貼606 RNSH-606 ¥ 1,800
貼607 RNSH-607 ¥ 1,800
貼608 RNSH-608 ¥ 1,800

種類 品　番 標準販売
価格

貼655 RNSH-655 ¥ 1,800
貼656 RNSH-656 ¥ 1,800
貼657 RNSH-657 ¥ 1,800
貼658 RNSH-658 ¥ 1,800貼605

貼655

貼656

貼657

貼658貼606 貼607 貼608

■サイズ：60×50mm
■材  質：蒸着PETステッカー
■10枚1組

■サイズ：240×80mm
■材  質：エンビステッカー
■10枚1組

貼8 貼9 貼11 貼13 貼14 貼59 貼60

■サイズ：60×50mm
■材  質：蒸着PETステッカー
■10枚1組

■サイズ：240×80mm
■材  質：エンビステッカー
■10枚1組

幕1 幕3 幕4 幕5 幕7 幕44

腕章-7A
腕章-7B

腕章-16A
腕章-16B

腕章-24A
腕章-24B

腕章-100（緑） 腕章-100（白） 腕章-100（黄）

腕章-13A
腕章-13B

腕章-21A
腕章-21B

腕章-33A
腕章-33B

腕章-14A
腕章-14B

腕章-23A
腕章-23B

腕章-40A
腕章-40B

表示部分が差し替え
可能。オリジナル用紙
を差し込んで使用でき
る

848-61（白）

848-62（黄）

848-63（緑）

848-64（赤）

848-65（青）

● 特殊鋼バネの反発力で腕に巻きつき、マジックテープで固定
●サイズ：70×400mm （記入用紙60×210mm・1枚付）
● 材質：軟質ビニール・特殊鋼（マジックテープ付）

送料別途
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※ご注意  ベストセレクション商品は価格体系が異なります。ご注文後のキャンセルはご容赦願います。
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ワンタッチ取り付け標識（ピクトタイプ）

ワンタッチ取り付け標識（まんがタイプ）

熱中症対策関連標識

種類 品　番 標準販売価格
341-01 UK341-01 ¥ 1,470
341-11 UK341-11 ¥ 1,470
341-55 UK341-55 ¥ 1,470

種類 品　番 標準販売価格
HO-501 UKHO-501 ¥ 1,800
309-11 UK309-11 ¥ 1,800

色 品　番 標準販売価格
白 RNRTW-5B ¥ 6,750
黄 RNRTY-5B ¥ 6,750

幅 長さ 品　番 標準販売価格
10mm 1m RNFLA-1001 ¥ 1,040 
20mm 1m RNFLA-2001 ¥ 2,100 
25mm 5m RNFLA-255 ¥ 11,900 
25mm 10m RNFLA-251 ¥ 24,230 
50mm 10m RNFLA-501 ¥ 42,900 

種類 品　番 標準販売価格
309-08 UK309-08 ¥ 1,300

種類 品　番 標準販売価格
309-10A UK309-10A ¥ 6,750

種類 品　番 標準販売価格
340-50A UK340-50A ¥ 1,470
340-52A UK340-52A ¥ 1,470
340-55A UK340-55A ¥ 1,470
340-58A UK340-58A ¥ 1,470
340-62A UK340-62A ¥ 1,470
340-86 UK340-86 ¥ 1,470
340-87 UK340-87 ¥ 1,470
340-88 UK340-88 ¥ 1,470
340-89 UK340-89 ¥ 1,470

● 読まなくても一目で理解できるピクトデザイン
● 着脱が簡単なマジックテープ付。単管、トラロープ等への取付け・取外しがワンタッチ
●ビニールターポリン使用で丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも楽々

●サイズ：600×450×0.35mm厚
● 材質：ビニールターポリン
　（裏面マジックテープ付）

●サイズ：600×450×0.35mm厚
● 材質：ビニールターポリン
　（裏面マジックテープ付）

サイズ：600×450×1mm厚
材質：エコユニボード（穴4スミφ4.2mm）

●サイズ：
　幅50mm×長さ10m×厚さ0.91mm
● 材質：軟質エンビ

サイズ：600×300×1mm厚
材質：エコユニボード（穴4スミφ4.2mm）

サイズ：標識 600×300×2mm厚
　　　 温湿度計 124×120×27mm厚
材質：エコユニボード（穴4スミφ4.2mm）

●  初期輝度が高く、時間に伴う減退も緩やか。
光の遮断後も、4～5時間の視認可能な自発
光能力

● 紫外線に強く、耐候性にも優れる
●  表面素材にダイオキシンを発生させないPET

フィルムを使用
●厚さ：0.4mm　●材質：PET

送料別途

送料別途

送料別途

340-50A

340-87

340-52A

340-88

340-55A

340-89

340-58A 340-62A

340-86

341-01 341-11 341-55

設置例
日の当たらないヒサシの下等

HO-501 309-11

※この商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

高輝度蓄光テープ

ラインテープB型

貼れる！粘着シール

貼れる！粘着シール

●階段での使用例
通常時 発光時

●RNFLA-1001, RNFLA-2001

●RNFLA-255, RNFLA-251, RNFLA-501

通常時 発光時

通常時 発光時

電気が消えても長時間光る
環境にも優しい高輝度蓄光テープ

フラットな床面に
工場、学校、病院等の
構内区画線、案内指示線に

● 厚さ：0.1mm
● 材質：ポリエチレン
※非粘着

●接着剤のついていないトラ模様のテープ

PEバリケードテープ
危険な場所に、すばやくバリケード

種類 サイズ 品　番 標準販売価格
BT-755 幅75mm×長さ50m RNBT-755 ¥ 2,400
BT-751 幅75mm×長さ100m RNBT-751 ¥ 4,800
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このマークの商品は、運賃別途（お客様負担）となりますのでご了承願います。なお、運賃のお問い合わせは当社営業本部まで。TEL 072（986）5900送料別途

安全標識



ラーフル 立掛金具

W6

W1

W7

W3

●クリップ式のワンタッチ着脱
●リバーシブルボード（裏面は文字なし）
● 両面マグネットシート対応

ボードサイズ：幅152×高さ107mm
伸縮シャフト：215～625mm
質量：約140g
■セット内容
　ボード、
　シャフト、
　マーカー、
　吊り下げ式ケース

●サイズ：（ロープ）φ6mm×20m 
　（旗）約280mm三角
　※旗ピッチ2m
● 材質 :（ロープ）ポリエチレン
　（旗）E.V.A樹脂
※ロープガイド別売

●  サイズ：幅60mm×長さ50m
×厚さ0.1mm

● 材質：ポリエチレン　※非粘着

●サイズ：
　450mm×600mm
● 材質：木製　
● 立掛金具・チョーク・
　ラーフル付
●ヨコ型

立入禁止バリケードテープ

ハンドプラスボード

フラッグ標識ロープ

トラテープ

工事用木製黒板
エンドレス印刷なので、自由な長さにカットして使える

マグネット対応の携帯用黒板

貼りつけるとトラ模様になる

巻きつけるとトラ模様になる 種類 サイズ 材質 品　番 標準販売価格
TR2-A 120mm幅×25m×0.26mm スフ布（PEラミネート加工） RNTR2-A ¥ 6,750 
TR2-B 60mm幅×25m×0.26mm スフ布（PEラミネート加工） RNTR2-B ¥ 3,600 
TR2-C 90mm幅×10m×0.2mm 軟質エンビ RNTR2-C ¥ 1,800 
TR1-A 90mm幅×10m×0.2mm 軟質エンビ RNTR1-A ¥ 1,800 
TR1-B 45mm幅×10m×0.2mm 軟質エンビ RNTR1-B ¥ 980 

品　番 標準販売価格
RNBT-60A ¥ 2,250

種類 品　番 標準販売価格
W1 RNW-1 ¥ 8,500 
W3 RNW-3 ¥ 8,500 
W6 RNW-6 ¥ 8,500 
W7 RNW-7 ¥ 8,500 

表示 品　番 標準販売価格
工事名・工種・測点 MZ-HP-W5 ¥ 5,800

工事名 MZ-HP-W8 ¥ 5,800
工事件名・工事場所・施工者 MZ-HP-W40 ¥ 5,800

表示 品　番 標準販売価格
危 険 RNFR-1 ¥ 19,500 

頭上注意 RNFR-3 ¥ 19,500 
電線注意 RNFR-4 ¥ 19,500 

関係者以外立入禁止 RNFR-6 ¥ 19,500 

4段階伸縮
シャフト

自在な角度調整

表面

裏面
（文字なし）

MZ-HP-W5 MZ-HP-W8 MZ-HP-W40

280ｍｍ トラロープφ6ｍｍ

2ｍ

RNFR-1　表示内容 「危険」

RNFR-3　表示内容 「頭上注意」

RNFR-4　表示内容 「電線注意」

RNFR-6　表示内容 「関係者以外立入禁止」

80mm 70mm
TR2-A TR2-B TR2-C

TR1-A TR1-B

貼れる！粘着シール

トラテープ
貼りつけるとトラ模様になるテープ　光が当たると強く反射する

種類 サイズ 品　番 標準販売価格
TR3-H 45mm幅×10m×0.15mm RNTR3-H ¥ 4,050 
TR3-I 90mm幅×10m×0.15mm RNTR3-I ¥ 8,250 
TR3-K 45mm幅×10m×0.15mm RNTR3-K ¥ 4,050 
TR3-L 90mm幅×10m×0.15mm RNTR3-L ¥ 8,250 

貼れる！粘着シール

TR3-H TR3-I

TR3-K TR3-L

● 材質：反射シートテープ（ポリエステルフィルム）
● 裏面離けい紙付

664664
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※ご注意  ベストセレクション商品は価格体系が異なります。ご注文後のキャンセルはご容赦願います。
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トラクッション平板タイプトラロープ

トラクッションパイプタイプ

カラーコーンスタンド コーンウェイト

コーンバー

コーンチェイン
取付簡単、パイプ専用のクッション材 あっという間に簡単バリケード。人・車輌の進入禁止や資材の保管場所の境界に

コンパクトに収納できるコーン用チェインです

危険標示にクッション機能をプラス

種類 カラー 品　番 標準販売価格
CHB-A-Y 黄 RNCB-Y ¥ 1,650 
CHB-A-TR 黄・黒 RNCB-TR ¥ 1,800 

種類 サイズ 色 品　番 標準販売価格
コーンバーA（大） φ54mm×2m 黄・黒 RNCB-AB ¥ 3,300 
コーンバーA（小） φ54mm×1.5m 黄・黒 RNCB-AS ¥ 3,120 
コーンバーB（大） φ34mm×2m 黄・黒 RNCB-BB ¥ 3,300 
コーンバーB（小） φ34mm×1.5m 黄・黒 RNCB-BS ¥ 3,120 
コーンバーC（大） φ54mm×2m 赤・白 RNCB-CB ¥ 3,300 
コーンバーC（小） φ54mm×1.5m 赤・白 RNCB-CS ¥ 3,120 

サイズ 品　番 標準販売価格
  φ9×  50m DPT-0950 ¥ 4,200 
  φ9×100m DPT-0951 ¥ 8,400 
  φ9×200m DPT-0952 ¥ 16,800 
φ12×  50m DPT-1250 ¥ 5,300 
φ12×100m DPT-1251 ¥ 10,600 
φ12×200m DPT-1252 ¥ 21,200 

サイズ（mm） 品　番 標準販売価格
φ18×φ38×1000 RNTRC-38 ¥ 4,650 
φ49×φ69×1000 RNTRC-69 ¥ 6,450 
φ61×φ81×1000 RNTRC-82 ¥ 7,650 

種類 品　番 標準販売価格
RC-1R RNRC-1R ¥ 1,800 
SRC-1 RNSRC-1 ¥ 3,120 

種類 品　番 標準販売価格
RC-A RNRC-A ¥ 1,800

サイズ（mm） 品　番 標準販売価格
無
反
射
タ
イ
プ

100×1000×5 RNTRC-105 ¥ 4,200 
200×1000×5 RNTRC-205 ¥ 5,250 
100×1000×8 RNTRC-108 ¥ 4,650 
200×1000×8 RNTRC-208 ¥ 6,150 

反
射
タ
イ
プ

100×1000×5 RNTRC-105H ¥ 5,700 
200×1000×5 RNTRC-205H ¥ 8,550 
100×1000×8 RNTRC-108H ¥ 6,750 
200×1000×8 RNTRC-208H ¥ 10,500 

貼れる！粘着シール

● 標識用
● ポリエチレン製
● 安価
※ 標識用以外には使用しないでください

● 長さ：2m（線径：φ6mm）
● 材質： チェイン：プラスチック 

リング：ステンレス
※ 両端φ105mmステンレスリング

2個付（内径φ100mm）

●サイズ：
　スタンド700mm、ベース385mm角
● 材質：ポリエチレン

●サイズ：365mm角×24mm
● 材質：ゴム
● 質量：2kg
※コーン別売

● 材質：ABS樹脂

材質：発泡ポリエチレン
表面：ポリエチレン

建物の凸凹部分に手軽に貼れ、危険標示とクッション
機能で人や建物を保護　駐車場や工場現場等の危険
防止に
反射タイプは、高い反射効果で夜間も安心
● 材質：発泡ウレタン
●  用途例：工事現場、工場での危険標示と保護用に駐

車場での危険標示とスリ傷防止に

危険な場所のフェンス、パイプ類などの安全保護に。
保温・保冷効果、耐水性にもすぐれています。
用途例： 建築用足場パイプの安全、保護、標示用に

駐車場やネットフェンスのポール類のクッ
ションカバー用に

〈使用例〉

RNCB-TR

〈使用例〉
注：コーンは別売です

〈使用例〉

〈使用例〉※コーンは別売です。

コーンバーA
●反射タイプ

コーンバーB
●反射タイプ

コーンバーC
●赤白反射タイプ

RNRC-1R

RNSRC-1
白色反射シート付

φ295

365mm
24mm

665665
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コーンバーテープ

反射安全ベスト LEDタスキ型安全ベスト

LED誘導棒

JIS配管識別明示ステッカー（横型・縦型）

配管識別方向表示ステッカー

テープ式のコーンバー風バリケード

鉄道現場で作業をされる方に最適なベスト
22個のLEDが発光＆点滅

軽量で疲れにくい、高輝度スリム誘導灯　点滅・点灯・消灯の切り替え付

タイプ 全長 直径 質量 LED数 電池（別売） 品　番 標準販売価格
52cmタイプ 520mm 34mm 140g 6個 単2乾電池×2本 MI-2010-52R ¥ 4,940 
80cmタイプ 800mm 34mm 177g 12個 単2乾電池×2本 MI-2010-80R ¥ 5,500 

54cm 赤青LED切替タイプ 540mm 34mm 144g 6個 単2乾電池×3本 MI-2011-54RB ¥ 5,500 

仕様 品　番 標準販売価格
コーンバーテープ本体 RNCBT-400 ¥ 11,700 

中間用フック RNCBT-K ¥ 1,200 

反射帯 品　番 標準販売価格
黄 MI-70-BY ¥ 4,940 
白 MI-70-BW ¥ 4,940 

色 LED色 品　番 標準販売価格
ゴールド 赤 MI-3020-001 ¥ 8,800 
オレンジ 赤 MI-3020-011 ¥ 8,800 

貼れる！粘着シール

テープをのばし、カラーコーンに掛けるだけで、手早くバリケードができます。
テープは自由な長さに調節可能。
● 材質：（本体・リング）樹脂製　（テープ）ターポリン　（巻取バネ）ステンレス
●サイズ：（収納時）290×95×65mm　（テープ幅）50mm　（テープ全長）約4m
● 質量：290g

● 反射帯（テープ）幅：70mm
● 材質：塩化ビニール（テープ） ナイロン（メッシュ）
●サイズ：フリー

● 着丈：50cm
● 反射テープ幅：50mm
● 材質：PVC
● LED22個
● 単3電池2個使用

●サイズ：（L）60×120mm　（M）40×80mm　
（S）30×60mm　

● 材質：アルミステッカー　 ● 10枚1組

● 材質：オレフィンステッカー
● 10枚1組

● 材質：アルミステッカー
● 10枚1組

貼矢1
貼矢2
貼矢3

RNCBT-400RNCBT-400

使用例

RNCBT-K

RNCBT-K

MI-2010-52R

MI-2010-52R
点灯時

MI-2010-80R

MI-2011-54RB　赤青LED切替タイプ

青LED点灯時赤LED点灯時

HY101

HY107HY102

HY100

HY104

HT101 HT102 HT104

種  類 サイズ 品　番 標準販売価格

HT101
L RNHT-101L ¥ 2,250 
M RNHT-101M ¥ 1,500 
S RNHT-101S ¥ 1,350 

HT102
L RNHT-102L ¥ 2,250 
M RNHT-102M ¥ 1,500 
S RNHT-102S ¥ 1,350 

HT104
L RNHT-104L ¥ 2,250 
M RNHT-104M ¥ 1,500 
S RNHT-104S ¥ 1,350 

種類 サイズ 品　番 標準販売価格
貼矢1 80×150mm RNHH-1 ¥ 1,800 
貼矢2 60×120mm RNHH-2 ¥ 1,500 
貼矢3 40×80mm RNHH-3 ¥ 750 

種類 サイズ 品　番 標準販売価格
特貼矢01 60×220mm RNHH-01 ¥ 3,600 
特貼矢05 60×220mm RNHH-05 ¥ 3,600 
特貼矢02 50×170mm RNHH-02 ¥ 2,400 
特貼矢06 50×170mm RNHH-06 ¥ 2,400 
特貼矢03 40×120mm RNHH-03 ¥ 1,800 
特貼矢07 40×120mm RNHH-07 ¥ 1,800 
特貼矢04 30×85mm RNHH-04 ¥ 1,500 
特貼矢08 30×85mm RNHH-08 ¥ 1,500 

種  類 サイズ 品　番 標準販売価格

HY100
L RNHY-100L ¥ 2,100 
M RNHY-100M ¥ 1,350 
S RNHY-100S ¥ 1,200 

HY101
L RNHY-101L ¥ 2,250 
M RNHY-101M ¥ 1,500 
S RNHY-101S ¥ 1,350 

HY102
L RNHY-102L ¥ 2,250 
M RNHY-102M ¥ 1,500 
S RNHY-102S ¥ 1,350 

HY104
L RNHY-104L ¥ 2,250 
M RNHY-104M ¥ 1,500 
S RNHY-104S ¥ 1,350 

HY107
L RNHY-107L ¥ 2,250 
M RNHY-107M ¥ 1,500 
S RNHY-107S ¥ 1,350 

特貼矢01  特貼矢02
特貼矢03  特貼矢04

貼矢1
貼矢2
貼矢3

貼矢4 貼矢5 貼矢6 貼矢7

貼矢8 貼矢9 貼矢10 貼矢11

貼矢12 貼矢13 貼矢14

特貼矢05  特貼矢06
特貼矢07  特貼矢08

特貼矢01  特貼矢02
特貼矢03  特貼矢04

貼矢1
貼矢2
貼矢3

貼矢4 貼矢5 貼矢6 貼矢7

貼矢8 貼矢9 貼矢10 貼矢11

貼矢12 貼矢13 貼矢14

特貼矢05  特貼矢06
特貼矢07  特貼矢08

特貼矢01  特貼矢02
特貼矢03  特貼矢04

貼矢1
貼矢2
貼矢3

貼矢4 貼矢5 貼矢6 貼矢7

貼矢8 貼矢9 貼矢10 貼矢11

貼矢12 貼矢13 貼矢14

特貼矢05  特貼矢06
特貼矢07  特貼矢08

特貼矢05　特貼矢06
特貼矢07　特貼矢08

特貼矢01　特貼矢02
特貼矢03　特貼矢04

MI-70-BY

前面 前面

背面 背面

MI-70-BW

MI-3020-001 MI-3020-011
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※ご注意  ベストセレクション商品は価格体系が異なります。ご注文後のキャンセルはご容赦願います。
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特15-45A

特15-46A

特15-47A

特15-48A

特15-45B

特15-46B

特15-47B

特15-48B

バルブ開閉札

フロアサインスタンド

バリケードスタンド

ブレーカーロックアウト

歩行者マット

B山ゴムマット

種類 品　番 標準販売価格
特15-45A RNVH-1545A ¥ 900 
特15-45B RNVH-1545B ¥ 900 
特15-47A RNVH-1547A ¥ 900 
特15-47B RNVH-1547B ¥ 900 
特15-46A RNVH-1546A ¥ 900 
特15-46B RNVH-1546B ¥ 900 
特15-48A RNVH-1548A ¥ 900 
特15-48B RNVH-1548B ¥ 900 

送料別途

送料別途

●サイズ　80mm丸×2mm
● 材質：PET
※両面印刷　φ5mm穴×1

●  サイズ：600×3600×
4.1mm厚

● 材質：合成ゴム
● 質量：9kg

●  サイズ：1m×10m×
3mm厚

● 材質：合成ゴム
● 質量：約40kg

● 蝶ネジタイプで、留め具がゆるみにくい
● 材質：（本体）ポリプロピレン
　（クランプ・ネジ）成型ガラス充填ナイロン
● 南京錠直径：7.144mmのシャックルまで対応

● 市販のペットボトルをウォーターウエイトとして使用可能
● 折り畳み式で持ち運びや収納に便利
● 材質は、環境にも配慮したABS樹脂
● 両面表示
●サイズ：幅280×高さ600mm
● 設置時サイズ：幅280×奥行295×高さ580mm
● 材質：（本体）ABS樹脂
　　　  （表示部）ユポステッカー
● 質量：1.1kg

●  ロープやチェイン、バリケード、単管などを使ってバリ
ケードとして利用できます。収納時は段積み保管がで
き、場所を取らず、持ち運びにも大変便利です。

●サイズ：幅 428×高さ 821mm　
● 材質：（本体）ポリプロピレン（表示部）ユポステッカー
※両面印刷

品　番 標準販売価格
UK386-60 ¥ 36,000

品　番 標準販売価格
RNFLS-201 ¥ 8,250 
RNFLS-202 ¥ 8,250 
RNFLS-203 ¥ 8,250 
RNFLS-204 ¥ 8,250 
RNFLS-205 ¥ 8,250 
RNFLS-206 ¥ 8,250 
RNFLS-207 ¥ 8,250 
RNFLS-208 ¥ 8,250 
RNFLS-209 ¥ 8,250 
RNFLS-210 ¥ 8,250 

品　番 標準販売価格
RNBK-5 ¥ 16,800 
RNBK-7 ¥ 16,800 
RNBK-8 ¥ 16,800 
RNBK-10 ¥ 16,800 
RNBK-14 ¥ 16,800 
RNBK-19 ¥ 16,800 
RNBK-20 ¥ 16,800 
RNBK-21 ¥ 16,800 
RNBK-22 ¥ 16,800 

品　番 標準販売価格
UK386-78 ¥ 67,500

RNBL-120 RNBL-480

作業中に他の人がブレーカーを操作できないようにロック

ボルト数 ブレーカーレバー幅 品　番 標準販売価格
120/277V 16mmまで対応 RNBL-120 ¥ 3,000 
480/660V 39mmまで対応 RNBL-480 ¥ 3,300 

RNFLS-201

RNFLS-206

RNFLS-202

RNFLS-207

RNFLS-203

RNFLS-208

RNFLS-204

RNFLS-209

RNFLS-205

RNFLS-210

RNBK-5 RNBK-7 RNBK-8 RNBK-10 RNBK-14

RNBK-19 RNBK-20 RNBK-21 RNBK-22

RNBK-5

RNBK-19

RNBK-7

RNBK-20

RNBK-8

RNBK-21

RNBK-10

RNBK-22

RNBK-14RNBK-5 RNBK-7 RNBK-8 RNBK-10 RNBK-14

RNBK-19 RNBK-20 RNBK-21 RNBK-22
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このマークの商品は、運賃別途（お客様負担）となりますのでご了承願います。なお、運賃のお問い合わせは当社営業本部まで。TEL 072（986）5900送料別途



スポットクーラー

ミニスポットクーラー

工場扇

送料別途

送料別途

送料別途

●環境にやさしい新冷媒R407C採用でオゾン層を破壊しない
●据付工事不要で屋内外どこでも使用可能
●冷風ダクトは約75°の角度で自動首振り（NK-N407-TC）
●�吸気・排気の両側にシロッコファンを採用。排熱ダクトで勢いよく
吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出

●ドレン水量は従来機種の約1/3、軽いミニタンク
●ドレンホースで除湿水を直接排出することも可能
●排熱ダクトを標準で装備

●移動に便利な取っ手付き
●キャスター付で移動が簡単
●据付工事不要

■仕様
　冷媒：R407C
　圧縮機：全閉式ロータリーコンプレッサー
　ドレンタンク：約5L
　スイッチ：ロータリー式（停止・弱・強）
　外径寸法：幅400×奥行430×高さ820mm
　（※ダクトを含まず）
　本体質量：約40kg

●圧縮機：全閉型ロータリー
●ドレンタンク容量：3リットル
●圧縮機保護装置：オーバーロードリレー
●電源コード：約1.8m
●冷媒：HFC-R407
●使用環境：25℃～45℃（対人用）
●冷風ダクト：�エルボ側��内径φ110,�外形φ125�

送風側��内径φ95,�外形φ125
●外形寸法：幅475×奥行275×高さ610mm（※ダクトを含まず）
●本体質量：約23kg

● �サーマルプロテクター（復帰式加熱保護装置）
付モーターを使用

●風量を3段階に調節可能
●左右首振り・3段階首折れ機能付
＊�風速、風量の数字はそれぞれ「強/中/弱」の場
合の値です

用途：�工場内の換気・粉じんの排除に�
倉庫や集会場などの換気に�
家畜舎等の換気・乾燥等に�
機械の冷却等に

電源 周波数 冷房性能 定格電流 消費電力 力率 品　番 標準販売価格

100V
（単相）

50Hz 1.7kW 6.7A 600W 88%
NK-SAC-1800 ¥ 108,000

60Hz 1.8kW 6.85A 675W 97%

電源 周波数
（Hz） 強 ・ 弱 冷房性能

（Kw）
定格電流
（A）

消費電力
（W） 冷風ダクト 品　番 標準販売価格

100V
（単相）

50
強 2.2 9.3 805 

手動回転
・

360°
NK-N407-R ¥ 149,000

弱 － 8.4 765 

60
強 2.5 10.2 1,000 
弱 － 9.6 940 

100V
（単相）

50
強 2.2 9.4 810 

自動首振り
・
75°

NK-N407-TC ¥ 158,000
弱 － 8.45 770 

60
強 2.5 10.3 1,005 
弱 － 9.65 945 

※この商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

※この商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

※この商品は季節商品のため、完売の際はご容赦願います。

工場扇
NK-OPF-45S

アルミハイスタンド扇
NK-OPF-45AS

アルミフロア扇
NK-OPF-45AF

壁掛け工場扇
NK-OPF-45W

ファン径
45cm

ファン径
45cm

ファン径
45cm

ファン径
45cm

首振り
角度

風速（m/分）＊ 風量（m3/分）＊ コード
長さ 本体寸法（cm） 質量

（kg） 品　番 標準販売価格
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

約90° 285/256/227 356/279/226 160/144/128 187/147/119 2.3m 幅82×奥行70×高さ124～139 7.5 NK-OPF-45S ¥ 18,000
約90° 285/256/227 356/279/226 160/144/128 187/147/119 2.3m 幅52×奥行32×高さ55 5.9 NK-OPF-45W ¥ 18,000
約90° 262/235/203 294/229/174 138/124/107 155/121/92 2.3m 幅87×奥行74×高さ127～148 8.5 NK-OPF-45AS ¥ 20,000
約70° 222/187/160 242/187/152 114/96/82 124/96/78 2.0m 幅52×奥行28×高さ58 5.2 NK-OPF-45AF ¥ 19,000

668668

ベ
ス
ト
セ
レ
ク
シ
ョ
ン

※ご注意  ベストセレクション商品は価格体系が異なります。ご注文後のキャンセルはご容赦願います。

NWS
ツール
クライン
ツール

電設作業
工具

電動工具

計測器

溶接機

変圧器
インバーター

通線工具

スプレー塗料
化成品

トラン
シーバー

空調工具

ユニホーム

安全
保護具

セキュリ
ティ用品

掃除・衛生
養生用品

はしご
脚立･足場

オフィス
ファニチャー

ラック

コンテナ
車載ボックス

安全標識

工場用
冷暖房機器

工場用冷暖房機器

工場用
冷暖房機器


