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コーナーレンチ アルミAD 250
CWALAD25

コーナーレンチ アルミAD 300
CWALAD30

コーナーレンチ アルミAD 350
CWALAD35

コーナーレンチ アルミAD 450
CWALAD45

コーナーレンチ アルミスリムワイド 
CWTDA250

コーナーレンチ アルミスリムワイド 
CWTDA300

コーナーレンチ アルミスリムワイド
CWTDA350

コーナーレンチ アルミスリムワイド
CWTDA450

コーナーレンチ アルミ 
白・エンビ被覆管用CWVDA250

コーナーレンチ アルミ
白・エンビ被覆管用CWVDA300

コーナーレンチ アルミ 
白・エンビ被覆管用CWVDA350

コーナーレンチ アルミ 
白・エンビ被覆管用CWVDA450

パイプレンチ アルミスリムワイド
PWTDA300

パイプレンチ アルミスリムワイド
PWTDA350

パイプレンチ アルミ
PWDAL25

パイプレンチ アルミ
PWDAL30

パイプレンチ アルミ
PWDAL35

パイプレンチ アルミ
PWDAL45

パイプレンチ アルミ
PW-DA600

パイプレンチ アルミ
PW-DA900

くわえられる
管の呼び寸法
8A～25A

¥5,180

くわえられる
管の呼び寸法
10A～32A

¥6,240

くわえられる
管の呼び寸法
15A ～ 40A

¥6,750

くわえられる
管の呼び寸法
25A ～ 50A

¥9,980

くわえられる
管の呼び寸法
8A～25A

¥5,980

くわえられる
管の呼び寸法
10A ～ 32A

くわえられる
管の呼び寸法
15A ～ 40A 

くわえられる
管の呼び寸法
25A ～ 50A

くわえられる
管の呼び寸法
8A～25A

くわえられる
管の呼び寸法
6A～40A

くわえられる
管の呼び寸法
6A～50A

くわえられる
管の呼び寸法
～32A

くわえられる
管の呼び寸法
～40A

くわえられる
管の呼び寸法
～50A

くわえられる
管の呼び寸法
～65A

くわえられる
管の呼び寸法
～80A

くわえられる
管の呼び寸法
～100A

¥11,880¥7,880¥7,120

くわえられる
管の呼び寸法
10A ～ 32A

くわえられる
管の呼び寸法
15A ～ 40A 

くわえられる
管の呼び寸法
25A ～ 50A

¥5,340 ¥6,530 ¥7,060 ¥10,300

¥6,650 ¥7,740 ¥4,800 ¥5,220

¥6,020 ¥8,780 ¥13,880 ¥25,680

発注コード：1411-01
CWALAD25
標準価格¥8,540

発注コード：1412-01
CWALAD30
標準価格¥10,390

発注コード：1413-01
CWALAD35
標準価格¥11,250

発注コード：1414-01
CWALAD45
標準価格¥16,860

発注コード：1415-01
CWTDA250
標準価格¥9,920

発注コード：1416-01
CWTDA300
標準価格¥11,860

発注コード：1417-01
CWTDA350
標準価格¥13,140

発注コード：1418-01
CWTDA450
標準価格¥19,830

発注コード：1419-01
CWVDA250
標準価格¥8,910

発注コード：1420-01
CWVDA300
標準価格¥10,880

発注コード：1421-01
CWVDA350
標準価格¥11,760

発注コード：1422-01
CWVDA450
標準価格¥17,180

発注コード：1423-01
PWTDA300
標準価格¥11,090

発注コード：1424-01
PWTDA350
標準価格¥12,890

発注コード：1425-01
PWDAL25
標準価格¥8,020

発注コード：1426-01
PWDAL30
標準価格¥8,710

発注コード：1427-01
PWDAL35
標準価格¥10,020

発注コード：1428-01
PWDAL45
標準価格¥14,640

発注コード：1429-01
PW-DA600
標準価格¥23,150

発注コード：1430-01
PW-DA900
標準価格¥42,740
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461.MCC 462.MCC 463.MCC 464.MCC

465.MCC 466.MCC 467.MCC 468.MCC

469.MCC 470.MCC 471.MCC 472.MCC

473.MCC 474.MCC 475.MCC 476.MCC

477.MCC 478.MCC 479.MCC 480.MCC



エンビカッタ

サヤ管カッタ 樹脂カッタ37

 エンビカッタ(電設用) VA線ストリッパ  倍力万能バサミ

 ミゼットカッタ  万能バサミ ボルトクリッパ ニューカットベンダー

¥1,350¥1,240

¥4,760 ¥4,960 ¥9,580

¥2,740¥1,400

¥5,800 ¥6,080 ¥6,360 ¥2,160

¥5,400 ¥7,680 ¥3,700 ¥4,550

¥1,100 ¥1,700 ¥5,900 ¥25,600

抜群の切れ味と耐久性の両立

¥4,400
発注コード：1431-01
VC27ED
標準価格¥7,340 

発注コード：1432-01
VC34ED
標準価格¥7,930 

抜群の切れ味と耐久性の両立

発注コード：1433-01
VC42ED
標準価格¥8,270 

抜群の切れ味と耐久性の両立

エンビカッタ エンビカッタ

発注コード：1434-01
VC63ED
標準価格¥15,970 

エンビカッタ

抜群の切れ味と耐久性の両立

発注コード：1435-01
VCE0327
標準価格¥2,070 

エンビカッタ 替刃

発注コード：1436-01
VCE0334
標準価格¥2,250 

エンビカッタ 替刃

発注コード：1437-01
VCE0342
標準価格¥2,320 

エンビカッタ 替刃

発注コード：1438-01
VCE0363
標準価格¥4,560 

エンビカッタ 替刃

発注コード：1439-01
SP-37
標準価格¥9,670 

発注コード：1440-01
SP-48
標準価格¥10,140 

サヤ管カッタ

発注コード：1441-01
SPD-7
標準価格¥10,610

サヤ管カッタ

発注コード：1442-01
JPC-37
標準価格¥3,600

発注コード：1443-01
VCM-0348
標準価格¥8,990 

発注コード：1444-01
VS-R1623-右利き
標準価格¥12,790 

¥7,680
発注コード：1444-02
VS-L1623-左利き
標準価格¥12,790 

発注コード：1445-01
VS-4A
標準価格¥6,180 

VA線ストリッパ エコ

発注コード：1446-01
PMU-240
標準価格¥7,580 

発注コード：1447-01
MC-0020
標準価格¥1,830 

発注コード：1448-01
MU-0020
標準価格¥2,830 

発注コード：1449-01
BC-0745
標準価格¥9,770 

発注コード：1450-01
CB-0213
標準価格¥42,760 
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481.MCC 482.MCC 483.MCC 484.MCC

485.MCC 486.MCC 487.MCC 488.MCC

489.MCC 490.MCC 491.MCC 492.MCC

493.MCC 494.MCC 495.MCC 496.MCC

497.MCC 498.MCC 499.MCC 500.MCC



501.VESSLE

505.VESSLE

509.VESSLE

513.VESSLE

517.VESSLE

502.VESSLE

506.VESSLE

510.VESSLE

514.VESSLE

518.VESSLE

503.VESSLE

507.VESSLE

511.VESSLE

515.VESSLE

519.VESSLE

504.VESSLE

508.VESSLE

512.VESSLE

516.VESSLE

520.VESSLE

安全貫通ドライバー No.250

発注コード：1561-02
250(+2×150)
標準価格オープン

発注コード：1561-01
250(+2×100) 
標準価格オープン ¥740

弾力グリップで強力締め付け

¥780
発注コード：1562-02
250(-6×150)
標準価格オープン

発注コード：1562-01
250(-6×100) 
標準価格オープン

安全貫通ドライバー No.250
弾力グリップで強力締め付け

ボールグリップドライバー No.220

発注コード：1563-03
220(+2×200)
標準価格オープン

発注コード：1563-02
220(+2×150) 
標準価格オープン ¥500

弾力グリップで強力締め付け

¥540

発注コード：1563-01
220(+2×100) 
標準価格オープン ¥450

ボールグリップドライバー No.220

発注コード：1564-03
220(-6×200)
標準価格オープン

発注コード：1564-02
220(-6×150) 
標準価格オープン

弾力グリップで強力締め付け

発注コード：1564-01
220(-6×100) 
標準価格オープン

電ドラボール No.220USB-1
(+2 x 100付属)　

発注コード：1565-01
220USB-1
標準価格オープン

電動の力でアシストする

¥3,300

電ドラボール No.220USB-5
(ビット5本付属)　

発注コード：1566-01
220USB-5
標準価格オープン

電動の力でアシストする

¥4,280

ラチェットドライバー 8本組　

発注コード：1567-01
TD-6808MG
標準価格オープン

ネジ締め作業のわずらわしさを解決

¥1,360

ファミドラ8 (差替軸8本組)　　

発注コード：1568-01
TD-800
標準価格オープン

フィットするエルゴノミックハンドル

¥880

両頭 剛彩ビット 5本組
                               (+2×65 5本)　　

発注コード：1569-01
GS5P2065
標準価格オープン ¥500

両頭 剛彩ビット 5本組
                               (+2×82 5本)　　

発注コード：1570-01
GS5P2082
標準価格オープン

¥580

両頭 剛彩ビット 5本組
                               (+2×110 5本)　　

発注コード：1571-01
GS5P2110
標準価格オープン ¥640

両頭 剛彩ビット 5本組
                               (+2×150 5本)　

発注コード：1572-01
GS5P2150
標準価格オープン

最もベーシック。
最も先進。

¥930

剛彩ビット 5本組(アソート)　

発注コード：1573-01
GS5P-02
標準価格オープン ¥540

クッションドリルセット
                          (鉄工用)14本組　

発注コード：1574-01
AMD14S
標準価格オープン

高性能、作業スピードアップ

¥6,480

クッションドリルセット
                             (鉄工用)7本組 　

発注コード：1575-01
AMD7S
標準価格オープン ¥2,800

ドリルチャック キーレスタイプ　

発注コード：1576-01
BH-271
標準価格オープン

高性能、作業スピードアップ

¥2,800

ドリルチャック(SDSプラス用)
キーレスタイプ　

発注コード：1577-01
BH-28
標準価格オープン ¥5,100

ドリルチャック(SDSプラス用)
キイ付タイプ　

発注コード：1578-01
BH-22H
標準価格オープン ¥6,100

ウッディ ソケットレンチセット　

発注コード：1579-01
HRW3002M-W
標準価格13,000

究極のノン・スリップ

¥8,800

ウッディ スイベル
                      ソケットレンチセット　

発注コード：1580-01
HRW3005M-SW
標準価格オープン ¥12,800

最もベーシック。
最も先進。

最もベーシック。
最も先進。

最もベーシック。
最も先進。

最もベーシック。
最も先進。

高性能、作業スピードアップ

高性能、作業スピードアップ 高性能、作業スピードアップ 究極のノン・スリップ

¥740
¥780

¥450
¥500
¥540
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521.VESSLE

525.VESSLE

529.VESSLE

533.VESSLE

537.VESSLE

522.VESSLE

526.VESSLE

530.VESSLE

534.VESSLE

538.VESSLE

523.VESSLE

527.VESSLE

531.VESSLE

535.VESSLE

539.VESSLE

524.VESSLE

528.VESSLE

532.VESSLE

536.VESSLE

540.VESSLE

ワイヤーストリッパー
              No.3000C(より線用)　

発注コード：1581-01
3000C
標準価格オープン

プロ用工具、決定版

¥2,380

ワイヤーストリッパー 
                No.3000A(単線用)

発注コード：1582-01
3000A
標準価格オープン

プロ用工具、決定版

¥2,380

ワイヤーストリッパー 
                  No.3000B(単線用)　

発注コード：1583-01
3000B
標準価格オープン ¥2,380

ワイヤーストリッパー 
No.3500E-1(単線・より線用)

発注コード：1584-01
3500E-1
標準価格オープン ¥1,680

VA線ストリッパー
 No.3200VA-1(VVF/EM-EEF用)

発注コード：1588-01
3200VA-1
標準価格オープン ¥7,450

ワイヤーストリッパー
ねじカッター付 No.3500E-4
(単線・より線用)　

発注コード：1587-01
3500E-4
標準価格オープン ¥1,980

ワイヤーストリッパー
No.3500E-2(単線・より線用)　

発注コード：1586-01
3500E-2
標準価格オープン ¥1,780

ワイヤーストリッパー
ねじカッター付 No.3500E-3
(単線・より線用)　

発注コード：1585-01
3500E-3
標準価格オープン ¥1,800
ケーブルストリッパー
No.3700KM
(シース外径8～28mm用)　

発注コード：1589-01
3700KM
標準価格オープン ¥2,280

ケーブルストリッパー 
No.3700KS
(シース外径4～16mm用)　

発注コード：1590-01
3700KS
標準価格オープン ¥2,280

剛鍛首振ショートソケットセット
9本組　

発注コード：1591-01
WSA209PS
標準価格オープン

使いやすさと強度を徹底追求

¥7,400

剛鍛セミロングソケット9本組

発注コード：1592-01
SL209PS
標準価格オープン

使いやすさと強度を徹底追求

¥4,600

全ネジバリトリビット
((鉄)M8,3/8",M10,M12用)

発注コード：1596-01
A20ZB55
標準価格オープン

プロのための
プロ魂をもったアイテム

¥860

剛鍛首振りアダプタ＆
ショートソケットセット　

発注コード：1597-01
TA20WSQ3-11PS
標準価格オープン

使いやすさと強度を徹底追求

¥4,080

全ネジソケット(3/8"×66)　

発注コード：1598-01
A20ZW30
標準価格オープン

使いやすさと強度を徹底追求

¥1,700

全ネジレンチ (ネジ径3/8用)　

発注コード：1599-01
ZW-3
標準価格オープン

プロ用工具、決定版

¥4,200

本締めボールポイントレンチ 
　　　　　短軸仕様 9本組 

発注コード：1600-01
8209BP
標準価格6,540

ねじれ、折れに強い

¥4,200

プロ用工具、決定版 プロ用工具、決定版

プロ用工具、決定版 プロ用工具、決定版 プロ用工具、決定版 プロ用工具、決定版

プロ用工具、決定版 プロ用工具、決定版

ネジはずしビット スリム
                                (M3～M6用)

発注コード：1595-01
NEJ-45
標準価格オープン

つぶれたネジが簡単にはずせる。

¥1,300

ネジはずしビット スリム
                              (M5～M6用)　

発注コード：1594-01
NEJ-5
標準価格オープン

つぶれたネジが簡単にはずせる。

¥780

ネジはずしビット スリム 
　　　　　　　(M3～M4用)

発注コード：1593-01
NEJ-4
標準価格オープン ¥780

つぶれたネジが簡単にはずせる。
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541.BBK

545.BBK

549.BBK

553.BBK

557.BBK

542.BBK

546.BBK

550.BBK

554.BBK

558.BBK

543.BBK

547.BBK

551.BBK

555.BBK

559.BBK

544.BBK

548.BBK

552.BBK

556.BBK

600.BBK

フレアツール

¥14,000
発注コード：1721-01
700-FNPA 
標準価格¥21,000

超軽量フレアスタンダードタイプ
700ｇの最軽量

フレアツール
超軽量フレア3WAYタイプ
人気商品

発注コード：1722-01
700-DPC 
標準価格¥ 28,000 ¥18,500

充電式真空ポンプ　
充電式真空ポンプでは
業界初の2ステージ仕様

発注コード：1723-01
 RP-225
標準価格¥ 95,000 ¥63,000

電磁弁付マイクロ真空ポンプ
超軽量フレア3WAYタイプ
人気商品

発注コード：1724-01
 BB-210V 
標準価格¥36,000 ¥23,400

デジタルマニホールド
飽和温度計測機能付

発注コード：1725-01
DM-80SE 
標準価格¥ 35,000 ¥23,450

ECOバルブ付
超ミニマニホールドセット
ECOバルブチャージングホース

発注コード：1726-01
EV-HMS 
標準価格¥ 25,000 ¥16,500

片刃チューブカッター
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
よく切断出来ます

発注コード：1727-02
TC-327S-B2替刃（2枚入） 
標準価格¥ 3,200 ¥2,240

片刃ミニチューブカッター
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
よく切断出来ます

発注コード：1728-02
TC-320S-B2替刃（2枚入）
標準価格¥2,600 ¥1,820

ラチェットトルクレンチ
作業性と利便性

発注コード：1729-04
RTQ-750 
標準価格¥13,600 ¥9,100

ルームエアコン用
　　　フィックスレンチ
トルクレンチ受け側専用レンチ

発注コード：1730-01
FW-2479-N10
標準価格¥5,800 ¥3,900

パッケージエアコン用
　　　フィックスレンチ
トルクレンチ受け側専用レンチ

発注コード：1731-01
FW-1234P 
標準価格¥7,800 ¥5,200

ラチェットトルクレンチ
フィックスレンチセット
単品でご購入するよりもお得！

発注コード：1732-01
RTQS-61
標準価格¥49,800 ¥32,800

電動ドリル装着型リーマー
電動ドライバーの
プラスビットに装着型

発注コード：1733-01
BT-19 
標準価格¥4,980 ¥3,300

クランクリーマー
くるくる回すだけの簡単クランク
型バリ取りリーマー

発注コード：1734-01
CR-23456 
標準価格¥4,980 ¥3,300

油圧エキスパンダー
油圧の力で簡単に拡管

発注コード：1735-01
 VHE-42A 
標準価格¥95,000 ¥62,700

防塵防水型チャージングスケール
IP65取得の高い防塵防水機能

発注コード：1736-01
BS-502 
標準価格¥37,500 ¥24,700

ガス漏れ検知器
高精度の赤外線式

発注コード：1737-01
ELS-111 
標準価格¥45,000 ¥29,700

小型溶接機
超軽量フレア3WAYタイプ
人気商品

発注コード：1738-01
 DF-2800
標準価格¥87,000 ¥57,500

オイルレスフルオロカーボン
回収装置
750W1馬力使い勝手バツグン

発注コード：1739-01
RM330 
標準価格¥165,000 ¥110,000

フロン回収ボンベ
FC-3の回収容器

発注コード：1740-01
RMB24-3 
標準価格¥58,000 ¥39,000

発注コード：1727-01
TC-327S 
標準価格¥ 5,000 ¥3,350

発注コード：1728-01
TC-232S 
標準価格¥4,500 ¥3,000

発注コード：1729-03
RTQ-550 
標準価格¥13,200 ¥8,900

発注コード：1729-02
RTQ-380 
標準価格¥9,500 

発注コード：1729-01
RTQ-180 
標準価格¥8,800 

¥6,400
¥5,900
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モンキレンチ HY30(210mm)    
モンキレンチ HY36(240mm)  
水栓プライヤ II MP-250II    
コンビネーションスパナセット CBW700 
水栓ドライバー TWD-100   
ドライバー 6800 +150     ドライバー 6800 -150  
ハヤレン RN1013NTR     コンベックスG7ロック 25 5.0  
ポケアルレベル POK3-23　　LC560 カッターナイフ  
パーフェクトキャッチ下地探し PW-SC25M  
パイプソー 240 オリッコ先細付き　
モーターレンチ MFTN68 
六角レンチセットHKLB7S　　フレポリカッター PC38  
TOP ショートソケットセット EHS-814S  
ツールボックス D-4600  

609. シモン

613. シモン

610. シモン

614. シモン

607. シモン

611. シモン 612. シモン

605. シモン
防振手袋

¥3,200

¥6,200

size：フリーサイズ
振動機械の作業時 !

牛本革

size：L/LL

耐熱性、耐久性

608. ペンギン
ワークハンターG

¥860

Lサイズ

耐切創手袋

サンダー使用時等
刃物を扱う際の
保護に最適です！

強力な素材と繊維構造を採用することで
高い耐切創性能力を発揮

耐油性
Mサイズ
最高ランクの
Level5をクリア!

¥12,000

フルハーネス
本体+シングルランヤード付
き，シンプルな軽量タイプ

SH-888

ショックアブソーバ
 第一種 対応荷重 100㎏size(M) size(S/M/L)

SH-999
本体のみ
胴ベルト付き柔らかいナイロン
ベルトを採用

¥22,500

603.MCC

¥9,680

パイプサポート 
(塩ビ管切断アタッチメント用)
スムーズな回転で
塩ビ管切断をアシスト

適応パイプサイズ75～300

2 台セット

604. ラソニック

フレキ管の管先を3山出して
プラスチックハンマー
で数回叩くだけ

フレキ管の管先を3山出して
プラスチックハンマー
で数回叩くだけ

フレキ管つば出し機

¥11,000
16mm20mm用
16.8mm=非対応

1/2” と 3/4” の
フレキ管に対応

¥7,900

¥8,000

JSAA プロスニーカー

size(EEE)23.5~28.0cm

靴底 : SX3層底Fソール
かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性

¥2,900

¥2,900

JSAA プロスニーカー
EVA+合成ゴム底

かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性

size(EEE)
24.0-27.0, 28.0, 29.0cm

¥3,200

¥2,600

JSAA プロスニーカー
EVA+合成ゴム底

かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性

size(EEE)
24.0-27.0, 28.0, 29.0cm

JSAA プロスニーカー
EVA+合成ゴム底

かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性

size(EEE)
24.0-27.0, 28.0, 29.0cm

¥3,200

¥5,000

¥2,900

JSAA プロスニーカー

合成ゴム底

size(EEE)
24.0-27.0, 28.0, 29.0
S038ホイワト=24.5~

かかと部の衝撃エネルギー吸収性
安全靴

¥5,900

¥3,600
JIS 合格

合成ゴム底
甲被 ：牛本革(ソフトシュリンク)

size(EEE)23,5-28.0

耐油性、耐摩耗性

601.K.tool オリジナル

618. 日動工業617. タジマ

¥29,800
発注コード：1181-01
HKKSET18
標準価格¥42,320

配管工具18点セット
Select

発注コード：1183-01
VPAS300A
標準価格14,840

発注コード：1184-01
NFT-46
標準価格14,840

発注コード：1185-01
SH-888
標準価格オープン

発注コード：1185-02
SH-999
標準価格オープン

発注コード：1187-01
ショックレス・ベージュ
標準価格オープン

発注コード：1187-02
CG800
標準価格オープン 発注コード：1188-01

ワークハンターG
標準価格オープン

発注コード：1189-01
SL12黒
標準価格14,400

発注コード：1189-02
SL28グレー
標準価格15,000

発注コード：1190-01
KL517白ブルー
標準価格オープン

発注コード：1190-02
KL517黒イエロー
標準価格オープン

発注コード：1191-01
NS611黒静電
標準価格オープン

発注コード：1191-02
NS811黒レッド
標準価格オープン

発注コード：1192-01
KA211黒赤
標準価格オープン

発注コード：1192-02
KA702黒
標準価格オープン

発注コード：1193-01
鳶技S028

発注コード：1193-02
鳶技S038ホワイト

発注コード：1193-03
鳶技S038ブルー

発注コード：1194-01
AS21DX
標準価格オープン

発注コード：1194-02
AS28
標準価格オープン 発注コード：1195-01

ZA-BLJD-110
標準価格オープン

615.ZEFULS 616.ZEFULS
USB充電LEDライト ZA-BLJD-110

強点灯：約110lm　
弱点灯：約30lm　
TOP：約60lm
連続点灯約3h
充電時間:約2h

USB充電コード付属

スポット照射
広範囲照射

クリップ付

¥3,200

USB充電LEDライト ZA-BLJD-240

240lm（連続3h)
70lm(連続8h)
TOP：約45lm(連続16h)
充電時間:約４h

スポット照射
広範囲照射

ベルトに装着

吊り下げ

¥3,980
発注コード：1196-01
ZA-BLJD-240
標準価格オープン

発注コード：1197-01
ML-160
標準価格7,220

モバイルレベル
アルミダイカストボディ

赤

黒

銀

青

大型通し孔付

磁石付
パイプに固定出来る
V字溝測定面

¥4,330
発注コード：1198-01
PBW-EK-T
標準価格12,000

発注コード：1199-01
RBK103Y
標準価格オープン

発注コード：1200-01
SG30K
標準価格13,000

619. プロドーグ 620. ハタヤ
10m

RBK103Yイエロー
【3芯/1.25mm2】

¥2,980
合計1500W以下でご使用ください

コードリール SG30K

¥9,880

30m
防雨型

安心・安全な屋外用
コードリール

コード長さ:30m
電線VCT2.0mm2×3C
2P×15A×125V 接地付
質量:7.2ｋｇ

防雨ポッキンブレーカ
漏電保護 PBW-EK-T

¥7,680

過負荷
漏電保護
兼用

かるパンチ君
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621. マイゾックス

625.KDS

629. マイゾックス

633.Vixen

622. マイゾックス

626.KDS

630. ニコン

623. マイゾックス

627. タジマ

631.TOPCON

624. マイゾックス

628. タジマ

632.STS

グリーンレーザー墨出器

¥43,800
発注コード：1741-01
G-110SR
標準価格¥85,000

デジタルセオドライト

発注コード：1751-01
DT-214
標準価格¥399,000 ¥320,000

リアルグリーン
レーザー墨出器

グリーンレーザー墨出器
リアルグリーン
レーザー墨出器

発注コード：1742-01
G-210SR
標準価格¥120,000 ¥69,800

グリーンレーザー墨出器 グリーンレーザー墨出器
リアルグリーン
レーザー墨出器

電子自動整準
リアルグリーンラインレーザー

発注コード：1743-01
G-410SR
標準価格¥230,000

発注コード：1744-01
G-440SR
標準価格¥280,000¥98,800 ¥143,000

グリーンレーザー墨出器

発注コード：1745-01
RGL-400RSA
標準価格¥90,000

リアルグリーン
レーザー墨出器

¥58,500 ¥131,300 ¥74,000 ¥90,000

グリーンレーザー墨出器
リアルグリーン
レーザー墨出器

ダイレクトグリーンレーザー墨出器
グリーンレーザー墨出器 グリーンレーザー墨出器

リアルグリーン
レーザー墨出器

発注コード：1746-01
DSL-900RG
標準価格¥202,000

発注コード：1747-01
ZEROG-KY
標準価格¥118,000

発注コード：1748-01
ZEROG-KYR
標準価格¥145,000

デジタルセオドライト 
デジタル液晶で高精
度・高品質。大矩、
建て起こし、通り芯
出しが簡単におこな
えます。

発注コード：1749-01
DTC-110
標準価格¥330,000 ¥208,000 ¥330,000 ¥460,000

発注コード：1752-01
TSS-200S　
標準価格¥663,000

発注コード：1750-01
NE-20SCⅡ
標準価格¥345,000

電子セオドライト
突然の豪雨や埃
から本体をガー
ド。過酷な悪条
件の作業現場で
も安心して使用
できます

ノンプリズムトータルステーション　

圧倒的なコストパ
フォーマンスを実
現した
ノンプリズムトー
タルステーション
　

厳しい現場環境にも
耐えうる防塵・防水
性能に、「軽量」「簡
単」「コンパクト」
の三拍子揃った
効率性能。

双眼鏡 ジョイフルMS8×21 
コストパフォーマンスに優れた
エントリーモデル

¥4,980
発注コード：1753-01
MS8×21
標準価格¥6,000
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637. 日本光具

634. 日本光具

638. 日本光具

635. 日本光具

639. 日動工業

636. 日本光具

640. 日動工業

発注コード：1910-01
PH738
標準価格オープン ¥4,800

発注コード：1911-01
PH798
標準価格オープン ¥5,980

発注コード：1912-01
DH759
標準価格オープン ¥2,980

発注コード：1913-01
DR511
標準価格オープン ¥2,480

発注コード：1914-01
DR221
標準価格オープン ¥1,500

発注コード：1915-01
LUL-12W-CH-50K-PK
標準価格28,000 ¥17,800

発注コード：1916-01
LUL-54W-CH-50K-PK
標準価格90,000 ¥56,800

充電式ヘッドランプ
明るさ350ルーメン (ハイモード）
USB充電システム
シリコンストッパー付
ヘッドバンド

充電式ヘッドランプ
明るさ520ルーメン (ハイモード）

ヘッドランプ 
明るさ210ルーメン
使用電池
単3形アルカリ電池×3本

フラッシュライト
明るさ230ルーメン
使用電池：単4形アルカリ電池×3本

ポケットライト
明るさ80ルーメン
使用電池：単3形アルカリ電池×1本

充電式LEDアップライト
定格光束1080Lm
屋内・屋外兼用型
充電式

コードレスで持ち運び自由！
点灯パターンHIGH・LOW・
赤色点滅

充電式LEDアップライト

電気のない仮設現場や
資材置き場で便利な
充電式LED作業灯です。

USB充電システム
シリコンストッパー付
ヘッドバンド

定格光束6000Lm
屋内・屋外兼用型
充電式



641. プロドーグ

645. プロドーグ

649. プロドーグ

653. プロドーグ

657. プロドーグ

642. プロドーグ

646. プロドーグ

650. プロドーグ

654. プロドーグ

658. プロドーグ

643. プロドーグ

647. プロドーグ

651. プロドーグ

655. プロドーグ

659. プロドーグ

644. プロドーグ

648. プロドーグ

652. プロドーグ

656. プロドーグ

660. プロドーグ

検査用内視鏡WiFiカメラ
PD-WC125

スピーカー付LEDワークライト
PD-BSL20

BC充電式ヘッドライト
BC-HL38

マックスグリップニトリルグローブ

EZEバンドソーブレード
PDBS5-733　（6枚入り）

EZEバンドソーブレード
PDBS5-835　（6枚入り）

EZEバンドソーブレード
PDBS5-900　（6枚入り)

EZEバンドソーブレード
PDBS5-1140　（5枚入り）

EZEバンドソーブレード
PDBS6-1260　（5枚入り）

EZEバンドソーブレード
PDBS6-1415　（5枚入り）

EZEバンドソーブレード
PDBS6-1560　（5枚入り）

EZE解体用チップソー（鉄工用）
EZ-KAI180

EZEバンドソーブレード
PDBS5-1130　（5枚入り）

EZEバンドソーブレード
PDBS6-1440　（5枚入り）

EZEバンドソーブレード
PDBS6-1770　（5枚入り）

EZEバンドソーブレード
PDBS6-1840　（5枚入り）

対応機種
パナソニック
EZ45A5
ボッシュ
GCB18Vli
アサダ
H60Eco

対応機種
マキタ
PB181D
PB183D

対応機種
HiKOUKI
CB18DBL
CB14DBL

対応機種
マキタ
PB180D
2106
2107
ボッシュ
GCB120
GCB120B

対応機種
HiKOKI
CB13
新ダイワ
RB120CV
RB120FV
RB10
SB120

対応機種
アサダ
120

対応機種
HiKOKI
CB14FA
新ダイワ
RB12

対応機種
HiKOKI
CB12VA2
CB12FA2

対応機種
高速電機
HRB300
HRB1440

対応機種
新ダイワ
RB18
RB18CV

対応機種
HiKOKI
CB18FA
CB18FA3
新ダイワ
RB180FV-HA
RB180FV
レッキス185

LEDライト・スピーカー・モバイルバッテリー
の1台3役！ 明るさ

400lm~2000lm
充電時間
3時間
連続使用時間
7.5時間~1.5時間
内蔵充電池
4000mA
防塵防水仕様
IP54

・動画静止画保存可能
・HD1200P　200万画素
・iOS/Android/Windows
アプリ対応
・簡単操作WiFi接続
・防水防塵仕様のカメラ
（IP68)※コード、カメラ部分のみ
連続使用時間：60～90分
充電時間：約2時間
焦点距離：30～80ｍｍ
コード長さ：5ｍ※２台同時、音楽再生可能

バッテリー：Li-ion電池
耐衝撃性：2ｍ
明るさ
Highモード：380lm
Midモード：170lm
連続使用時間
High/8ｈ　Mid/13ｈ
Low/27ｈ
付属品
シリコンストッパー付き
ヘッドバンド
専用マグネット充電ケーブル
ヘルメットクリップ

BC-MGG-M
BC-MGG-L
BC-MGG-XL
BC-MGG-XXL

（100枚入り）
（100枚入り）
（90枚入り）
（90枚入り）

丈夫なニトリル手袋
耐油性・耐薬品性に優れています
扱いやすい極薄タイプ
スマホの操作も可能

石膏ボードアンカーグリッパZ
【亜鉛ダイカスト製】
GZ150P　（150本入）

石膏ボードアンカーグリッパZ
【亜鉛ダイカスト製】
GZ500M　（500本入）

石膏ボードアンカーグリッパ
【66ナイロン製】
GN150P　（135本入り）

石膏ボードアンカーグリッパ
【66ナイロン製】
GN500M　（500本入り）

可動式ヘッド

発注コード：1781-01
GZ150P
標準価格10,000 ¥6,000

発注コード：1782-01
GZ500M
標準価格32,000 ¥19,200

発注コード：1783-01
GN150P
標準価格6,300 ¥3,780

発注コード：1784-01
GN500M　
標準価格20,000 ¥12,000

発注コード：1785-01
PD-BSL20
標準価格21,600 ¥12,960

簡単操作でスマホで見れる！

発注コード：1786-01
PD-WC125
標準価格7,000 ¥4,880

超軽量！

発注コード：1787-01
BC-HL38
標準価格7,800 ¥4,680

ニトリルゴム/粉なし/ブラック
表面エンボス加工

発注コード：1788-01
BC-MGG
標準価格4,000 ¥2,400

4サイズあります

　日本製

180×36ｐ×内径20
サーメットチップ使用

発注コード：1789-01
EZ-KAI180
標準価格5,000 ¥3,000

日本製
バイメタルM42

発注コード：1790-01
PDBS5-733
標準価格16,400 ¥9,840

日本製
バイメタルM42

日本製
バイメタルM42

日本製
バイメタルM42

日本製
バイメタルM42

日本製
バイメタルM42

日本製
バイメタルM42

日本製
バイメタルM42

日本製
バイメタルM42

日本製
バイメタルM42

日本製
バイメタルM42

発注コード：1791-01
PDBS5-835
標準価格18,000 ¥10,800

発注コード：1792-01
PDBS5-900
標準価格18,600 ¥11,160

発注コード：1796-01
PDBS6-1415
標準価格23,500 ¥14,100

発注コード：1795-01
PDBS6-1260
標準価格21,500 ¥12,900

発注コード：1794-01
PDBS5-1140
標準価格19,500 ¥11,700

発注コード：1793-01
PDBS5-1130
標準価格19,500 ¥11,700

発注コード：1797-01
PDBS6-1440
標準価格24,500 ¥14,700

発注コード：1798-01
PDBS6-1560
標準価格25,500 ¥15,300

発注コード：1799-01
PDBS6-1770
標準価格27,500 ¥16,500

発注コード：1800-01
PDBS6-1840
標準価格28,600 ¥17,160
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