
※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

平バール
バクマ工業㈱

BH-600

●全体が焼き入れしてあるため、曲がりにくく折れません。
●くぎ抜きやテコとして最適。
●鋼材
●日本

特 長
用 途
材 質
製 造 国

【 発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:0256-46-3164

発注コード 品番 税抜価格 サイズ(mm) 箱入り数（本）

7005-29-001 BH-150 ¥800 150 12

7005-29-002 BH-180 ¥810 180 12

7005-29-003 BH-270 ¥950 270 12

7005-29-004 BH-300 ¥1,010 300 12

7005-29-005 BH-330 ¥1,100 330 12

7005-29-006 BH-360 ¥1,175 360 12

7005-29-007 BH-390 ¥1,210 390 6

7005-29-008 BH-450 ¥1,310 450 6

7005-29-009 BH-500 ¥1,630 500 6

7005-29-010 BH-540 ¥2,020 540 6

7005-29-011 BH-600 ¥2,270 600 6

7005-29-012 BH-750 ¥2,800 750 6

7005-29-013 BH-900 ¥4,370 900 6

平バール（尾割）
バクマ工業㈱

BA-360

●全体が焼き入れしてあるため、曲がりにくく折れません。
●くぎ抜きやテコとして最適。
●鋼材
●日本

特 長
用 途
材 質
製 造 国

【 発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:0256-46-3164

発注コード 品番 税抜価格 サイズ(mm) 箱入り数（本）

7005-30-001 BA-300 ¥1,100 300 12

7005-30-002 BA-330 ¥1,150 330 12

7005-30-003 BA-360 ¥1,230 360 12

7005-30-004 BA-390 ¥1,270 390 6

平バラシバール
バクマ工業㈱

BHB-750

●全体が焼き入れしてあるため、曲がりにくく折れません。
●くぎ抜きやテコとして最適。
●仮枠や解体作業用。
●防災や救命工具にも使用できます。
●鋼材
●日本

特 長
用 途

材 質
製 造 国

【 発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:0256-46-3164

発注コード 品番 税抜価格 サイズ(mm) 箱入り数（本）

7005-31-001 BHB-750 ¥3,160 750 6

7005-31-002 BHB-900 ¥4,250 900 6

7005-31-003 BHB-1050 ¥5,170 1050 6

7005-31-004 BHB-1200 ¥6,300 1200 6

400 バール
Bar

工事用品

70土木建築用品



※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

六角L型バール
バクマ工業㈱

BR-600

●全体が焼き入れしてあるため、曲がりにくく折れません。
●くぎ抜きやテコとして最適。
●仮枠や解体作業用。
●防災や救命工具にも使用できます。
●鋼材
●日本

特 長
用 途

材 質
製 造 国

【 発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:0256-46-3164

発注コード 品番 税抜価格 サイズ(mm) 箱入り数（本）

7005-32-001 BR-450 ¥1,480 450 6

7005-32-002 BR-540 ¥1,660 540 6

7005-32-003 BR-600 ¥1,780 600 6

7005-32-004 BR-750 ¥2,800 750 6

7005-32-005 BR-900 ¥3,050 900 6

ちょーかるバール
バクマ工業㈱

BC-600

●全体が焼き入れしてあるため、曲がりにくく折れません。
●中が空洞になっているため、軽くて非常に使いやすいです。
●くぎ抜きやテコとして最適。
●鋼管
●日本

特 長

用 途
材 質
製 造 国

【 発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:0256-46-3164

発注コード 品番 税抜価格 サイズ(mm) 箱入り数（本）

7005-33-001 BC-390 ¥1,300 390 6

7005-33-002 BC-450 ¥1,400 450 6

7005-33-003 BC-500 ¥1,690 500 6

7005-33-004 BC-540 ¥2,120 540 6

7005-33-005 BC-600 ¥2,370 600 6

7005-33-006 BC-750 ¥2,880 750 6

7005-33-007 BC-900 ¥4,710 900 6

7005-33-008 BC-1050 ¥6,150 1050 6

7005-33-009 BC-1200 ¥7,360 1200 6

ちょーかるバラシバール
バクマ工業㈱

BMB-750

●全体が焼き入れしてあるため、曲がりにくく折れません。
●中が空洞になっているため、軽くて非常に使いやすいです。
●くぎ抜きやテコとして最適。
●仮枠や解体作業用。
●防災や救命工具にも使用できます。
●鋼管
●日本

特 長

用 途

材 質
製 造 国

【 発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:0256-46-3164

発注コード 品番 税抜価格 サイズ(mm) 箱入り数（本）

7005-34-001 BMB-750 ¥4,030 750 6

7005-34-002 BMB-900 ¥5,230 900 6

7005-34-003 BMB-1050 ¥6,500 1050 6

7005-34-004 BMB-1200 ¥7,980 1200 6

7005-34-005 BMB-1500 ¥13,200 1500 6

7005-34-006 BMB-1800 ¥15,850 1800 6

401バール
Bar

工事用品

70 土木建築用品



※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

カラーSバール
土牛産業㈱

●薄型バール。
●ピンク・グリーン・パープルの色を揃えています。
●仮枠作業・解体作業。
●S４５C

特 長

用 途
材 質

01037

【 発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:0794-82-0880

発注コード 品番 税抜価格 サイズ(mm) 箱入り数（本） 全重量（ｇ）

7005-36-001 01304 ¥1,270 160mm 6 90

7005-36-002 01305 ¥1,360 180mm 6 130

7005-36-003 01306 ¥1,420 210mm 6 180

7005-36-004 01037 ¥1,660 250mm 6 280

7005-36-005 01038 ¥1,750 280mm 6 360

7005-36-006 01039 ¥1,800 300mm 6 410

7005-36-007 01307 ¥2,020 333mm 6 460

7005-36-008 01308 ¥2,170 360mm 6 590

7005-36-009 01721 ¥2,430 390mm 6 650

パイプ柄シルバーRGショベル
トンボ工業㈱    防　災

●軽くて強いパイプ柄です。
●刃先はショベル鋼板を使用し焼入れ・焼き戻

しの熱処理済みです。
●柄は軽くて強いハイテンションパイプを使用

しています。
●グリップは滑りにくいローレット加工を施して

います。
●JIS規格品。
●軽くて強いパイプ柄です。
●土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使え

るスタンダード品で掘る・すくう作業に適して
います。

●刃先:ショベル鋼板(S50C)
●柄:ハイテンションパイプ
●日本

特 長

仕 様

用 途

材 質

製 造 国

TOM013

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:078-923-3841

発注コード 品番 税抜価格 刃先形 刃先幅
（mm）

刃先長
（mm）

全長
（mm）

梱包数
（丁）

7005-37-001 TOM012 ¥3,180 丸 232 292 970 12

7005-37-002 TOM013 ¥3,280 角 255 300 970 12

Sバール
土牛産業㈱

●薄型バール。
●仮枠作業・解体作業。
●S４５C

特 長
用 途
材 質

【 発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:0794-82-0880

発注コード 品番 税抜価格 サイズ（mm） 箱入り数（本） 全重量（ｇ）

7005-35-001 01722 ¥1,230 120 6 55

7005-35-002 00657 ¥1,270 160 6 90

7005-35-003 00683 ¥1,360 180 6 130

7005-35-004 00658 ¥1,420 210 6 180

7005-35-005 00438 ¥1,660 250 6 280

7005-35-006 00571 ¥1,750 280 6 360

7005-35-007 00569 ¥1,800 300 6 410

7005-35-008 00659 ¥2,020 333 6 460

7005-35-009 00684 ¥2,170 360 6 590

7005-35-010 01720 ¥2,430 390 6 650

7005-35-011 01030 ¥2,590 450 6 850

01030

01039

00569

01038

00571

TOM012

402 バール・ショベル
Bar・Shovel

工事用品
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※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

パイプ柄シルバー21ミニ
トンボ工業㈱

●軽くて強いパイプ柄です。
●柄は軽くて強いハイテンションパイプを使用

しています。
●刃先はショベル鋼板を使用し焼入れ・焼き戻

しの熱処理済みです。
●コンパクトなので狭い場所での作業に最適

です。
●JIS規格品。
●土木、配管、電気、ガス工事などのプロユー

スから家庭園芸など一般まで幅広く使用で
き、軽量でコンパクトなので狭い場所での掘
る・すくう作業に適しています。

●刃先:ショベル鋼板(S50C)
●柄:ハイテンションパイプ
●日本

特 長

仕 様
用 途

材 質

製 造 国

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:078-923-3841

発注コード 品番 税抜価格 刃先形 刃先幅
（mm）

刃先長
（mm）

全長
（mm）

梱包数
（丁）

7005-38-001 TOM018 ¥2,700 ミニ丸 165 230 815 12

7005-38-002 TOM019 ¥2,800 ミニ角 181 236 815 12

パイプ柄シルバー21ドレイン
トンボ工業㈱

●刃先はショベル鋼板を使用し焼入れ・焼き戻
しの熱処理済みです。

●柄は軽くて強いハイテンションパイプを使用
しています。

●軽くて強いパイプ柄です。
●穴掘りや溝サラエなどに適しています。
●刃先:ショベル鋼板(S50C)
●柄:ハイテンションパイプ
●日本

特 長

用 途
材 質

製 造 国

TOM020

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:078-923-3841

発注コード 品番 税抜価格 刃先形 刃先幅
（mm）

刃先長
（mm）

全長
（mm）

梱包数
（丁）

7005-39-001 TOM020 ¥4,080 細丸 130 410 1090 12

パイプ柄シルバー21コンクリート
トンボ工業㈱

●軽くて強いパイプ柄です。
●刃先はショベル鋼板を使用し焼入れ・焼き戻

しの熱処理済みです。
●柄は軽くて強いハイテンションパイプを使用

しています。
●JIS規格品。
●コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝な

どの清掃作業に適しています。
●刃先:ショベル鋼板(S50C)
●柄:ハイテンションパイプ
●日本

特 長

仕 様
用 途

材 質

製 造 国

TOM074

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:078-923-3841

発注コード 品番 税抜価格 刃先形 刃先幅
（mm）

刃先長
（mm）

全長
（mm）

梱包数
（丁）

7005-40-001 TOM074 ¥3,640 コンクリート形 170 220 910 12

TOM018 TOM019

403

工事用品

70 土木建築用品
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Shovel



※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

パイプ柄シルバー21#2 #3
トンボ工業㈱

●軽くて強いパイプ柄です。
●刃先はショベル鋼板を使用し焼入れ・焼き戻

しの熱処理済みです。
●柄は軽くて強いハイテンションパイプを使用

しています。
●刃先が大きいので一度にたくさんの量がすく

えます。
●JIS規格品。
●砂利、土、砂すくい作業などに適しています。
●刃先:ショベル鋼板(S50C)
●柄:ハイテンションパイプ
●日本

特 長

仕 様
用 途
材 質

製 造 国

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:078-923-3841

発注コード 品番 税抜価格 刃先形 刃先幅
（mm）

刃先長
（mm）

全長
（mm）

梱包数
（丁）

7005-41-001 TOM015 ¥4,190 #2スコップ形 275 367 1050 10

7005-41-002 TOM016 ¥4,300 #3スコップ形 290 395 1080 10

パイプ柄パワーショベル
トンボ工業㈱    防　災

●刃先はショベル鋼板を使用し焼入れ・焼き戻
しの熱処理済みです。

●柄は軽くて強いハイテンションパイプを使用
しています。

●軽くて強いパイプ柄です。
●土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使え

るスタンダード品で掘る・すくう作業に適して
います。

●刃先:ショベル鋼板(S50C)
●柄:ハイテンションパイプ
●日本

特 長

用 途

材 質

製 造 国

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:078-923-3841

発注コード 品番 税抜価格 刃先形 刃先幅
（mm）

刃先長
（mm）

全長
（mm）

梱包数
（丁）

7005-42-001 TOM025 ¥2,360 丸 232 292 970 12

7005-42-002 TOM026 ¥2,460 角 255 300 970 12

TOM015

TOM026

TOM016

TOM025

パイプ柄シルバーRG配管ショベル
トンボ工業㈱

●刃先はショベル鋼板を使用し焼入れ・焼き戻
しの熱処理済みです。

●柄は軽くて強いハイテンションパイプを使用
しています。

●グリップは滑りにくいローレット加工を施して
います。

●軽くて強いパイプ柄です。
●水道管・ガス管などの作業に適しています。
●刃先:ショベル鋼板(S50C)
●柄:ハイテンションパイプ
●日本

特 長

用 途
材 質

製 造 国

TOM027

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:078-923-3841

発注コード 品番 税抜価格 刃先形 刃先幅
（mm）

刃先長
（mm）

全長
（mm）

梱包数
（丁）

7005-43-001 TOM027 ¥3,600 細丸穴明 205 295 970 12

404 ショベル
Shovel

工事用品
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※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

木柄ロイヤル
トンボ工業㈱    防　災

●刃先はショベル鋼板を使用し焼入れ・焼き戻
しの熱処理済みです。

●柄は使うほど手に馴染み、強度抜群な国産
本樫材を使用しています。

●JIS規格品。
●土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使え

るスタンダード品で掘る・すくう作業に適して
います。

●刃先:ショベル鋼板(S50C)
●柄:国産本樫材
●日本

特 長

仕 様
用 途

材 質

製 造 国

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:078-923-3841

発注コード 品番 税抜価格 刃先形 刃先幅
（mm）

刃先長
（mm）

全長
（mm）

梱包数
（丁）

7005-44-001 TOM001 ¥2,600 丸 232 292 970 12

7005-44-002 TOM002 ¥2,700 角 255 300 970 12

木柄ロイヤル #2 #3
トンボ工業㈱

●刃先はショベル鋼板を使用し焼入れ・焼き戻
しの熱処理済みです。

●柄は使うほど手に馴染み、強度抜群な国産
本樫材を使用しています。

●刃先が大きいので一度にたくさんの量がすく
えます。

●JIS規格品。
●砂利、土、砂すくい作業などに適しています。
●刃先:ショベル鋼板(S50C)
●柄:国産本樫材
●日本

特 長

仕 様
用 途
材 質

製 造 国

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:078-923-3841

発注コード 品番 税抜価格 刃先形 刃先幅
（mm）

刃先長
（mm）

全長
（mm）

梱包数
（丁）

7005-45-001 TOM004 ¥4,000 スコップ形 275 367 1050 10

7005-45-002 TOM005 ¥4,150 スコップ形 290 395 1080 10

木柄ロイヤル小混
トンボ工業㈱

●刃先はショベル鋼板を使用し焼入れ・焼き戻
しの熱処理済みです。

●柄は使うほど手に馴染み、強度抜群な国産
本樫材を使用しています。

●JIS規格品。
●コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝な

どの清掃作業に適しています。
●刃先:ショベル鋼板(S50C)
●柄:国産本樫材
●日本

特 長

仕 様
用 途

材 質

製 造 国

TOB003

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:078-923-3841

発注コード 品番 税抜価格 刃先形 刃先幅
（mm）

刃先長
（mm）

全長
（mm）

梱包数
（丁）

7005-46-001 TOB003 ¥2,700 コンクリート形 170 220 910 12

TOM002

TOM004

TOM001

TOM005

405ショベル
Shovel

工事用品
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※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

アルミスコップ 角
トンボ工業㈱

TOM036

●刃先は軽いアルミ製。
●柄は使うほど手に馴染むナラ材を使用。
●雪かき作業に適しています。
●刃先:アルミ
●柄:ナラ材
●中国

特 長

用 途
材 質

製 造 国

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:078-923-3841

発注コード 品番 税抜価格 刃先形 刃先幅
（mm）

刃先長
（mm）

全長
（mm）

梱包数
（丁）

7005-47-001 TOM036 ¥1,920 角 255 300 970 12

ポストホールディガーDX型
トンボ工業㈱

TOM033

●刃先は焼入れ・焼き戻しの熱処理済み。
●柄は軽くて強いハイテンションパイプを使用。
●支柱、杭などをを立てるための下穴掘り作業

に適しています。
●刃先:ショベル鋼板(S50C)
●柄:ハイテンションパイプ
●日本

特 長

用 途

材 質

製 造 国

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:078-923-3841

発注コード 品番 税抜価格 先幅
（mm）

先長
（mm）

全長
（mm）

梱包数
（丁）

7005-48-001 TOM033 ¥5,600 124 218 1440 6

アルミ代かき
トンボ工業㈱

TOM067

●軽くてさびないアルミ製。
●水田の土ならし作業や整地作業に適しています。
●刃先:アルミ
●柄:アルミ
●中国

特 長
用 途
材 質

製 造 国

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:078-923-3841

発注コード 品番 税抜価格 先幅
（mm）

高さ
（mm）

柄の長さ
（mm）

梱包数
（丁）

7005-49-001 TOM067 ¥3,640 800 110 1800 12

先端拡大図

406 ショベル
Shovel

工事用品
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※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

ボーレーキ14本爪
トンボ工業㈱

TOM039（爪先アップ）

●爪部は熱処理を施し曲がりにくく耐摩耗性に
優れています。

●清掃、整地作業に適しています。
●爪先:スチール
●柄:木製
●日本

特 長

用 途
材 質

製 造 国

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:078-923-3841

発注コード 品番 税抜価格 爪数 先幅
（mm）

高さ
（mm）

全長
（mm）

梱包数
（丁）

7005-52-001 TOM039 ¥3,120 １４本 360 90 1520 10

農用ホーク
トンボ工業㈱

●爪先は焼入れ・焼き戻しの熱処理済み。
●柄は使うほど手に馴染むナラ材を使用。
●干草のかき寄せやすくう収集作業用。
●爪先:炭素鋼(S45C)
●柄:ナラ材
●中国

特 長

用 途
材 質

製 造 国

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:078-923-3841

発注コード 品番 税抜価格 爪数 先幅
（mm）

先長さ
（mm）

柄の長さ
（mm）

梱包数
（丁）

7005-50-001 TOM072 ¥3,600 ４本 184 335 1135 12

7005-50-002 TOM073 ¥3,960 ５本 184 335 1135 12

特製アメリカンレーキ（黒）14本爪
トンボ工業㈱

TOM041

●爪部は熱処理を施し曲がりにくく耐摩耗性に
優れています。

●清掃、整地作業に適しています。
●爪先:スチール
●柄:木製
●中国

特 長

用 途
材 質

製 造 国

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:078-923-3841

発注コード 品番 税抜価格 爪数 先幅
（mm）

高さ
（mm）

全長
（mm）

梱包数
（丁）

7005-51-001 TOM041 ¥2,280 １４本 350 90 1580 12

TOM0072 TOM073

407

工事用品

70 土木建築用品

レーキ
Rake



※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

ナラシレーキ
トンボ工業㈱

TOM064

●爪部は熱処理を施し曲がりにくく耐摩耗性に
優れています。

●コンクリートなどのならし作業に適しています。
●爪先:スチール
●柄:木製
●日本

特 長

用 途
材 質

製 造 国

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:078-923-3841

発注コード 品番 税抜価格 先幅（mm） 高さ（mm） 全長（mm）梱包数（丁）

7005-53-001 TOM064 ¥4,080 500 140 1550 6

スチールレーキ12本爪
トンボ工業㈱

TOM038

●爪部は熱処理を施し曲がりにくく耐摩耗性に
優れています。

●清掃、整地作業に適しています。
●爪先:スチール
●柄:木製
●日本

特 長

用 途
材 質

製 造 国

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:078-923-3841

発注コード 品番 税抜価格 爪数 先幅
（mm）

高さ
（mm）

全長
（mm）

梱包数
（丁）

7005-54-001 TOM038 ¥3,000 １２本 305 90 1380 10

アスファルトレーキ15本爪
トンボ工業㈱

TOM040

●爪部は熱処理を施し曲がりにくく耐摩耗性に
優れています。

●爪・平兼用タイプ。
●アスファルト舗装やグラウンドならしに適して

います。
●爪先:スチール
●柄:木製
●日本

特 長

用 途

材 質

製 造 国

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:078-923-3841

発注コード 品番 税抜価格 爪数 先幅
（mm）

高さ
（mm）

全長
（mm）

梱包数
（丁）

7005-55-001 TOM040 ¥4,560 １５本 370 120 1650 6

408 レーキ
Rake

工事用品
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※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

アルミ替え板式レーキ

AL-KR

●本体がアルミ製のため、軽くて使いやすいです。
●ナラシ部は交換可能のため、本体は繰り返し使

用できます。
●土ならし作業や整地作業用。
●本体：アルミ
●ナラシ部：木
●中国

特 長

用 途
材 質

製 造 国

【 発注単位1枚 】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード 品番 税抜価格 先幅（mm）

7005-56-002 AL-KR-S ¥1,740 600

替え板のみ

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード 品番 税抜価格 先幅（mm） 全長（mm） 梱包数（丁）

7005-56-001 AL-KR ¥6,560 600 1800 6

バチヅル・両ヅル（柄付）
トンボ工業㈱

●品質良好で本格鍛造品。
●柄と頭を簡単に取り付けることができます。
●道路工事や削岩作業用。
●中国

特 長

用 途
製 造 国

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:078-923-3841

発注コード 品番 税抜価格 タイプ ツル全長
（mm）

柄全長
（mm）

サイズ
（kg）

梱包数
（丁）

7005-57-001 TOM049 ¥2,360 バチヅル 375 900 1 10

7005-57-002 TOM048 ¥3,460 バチヅル 460 900 1.5 20

7005-57-003 TOM047 ¥3,790 バチヅル 560 900 2.5 10

7005-57-004 TOM046 ¥3,420 両ヅル 625 900 2.5 10

ステンレスケレン棒
●ステンレス製のため、錆びにくく折れにくいです。
●スクレーパー作業用。
●床材や壁紙材はがし。
●さび落としやペンキはがし。
●刃部：ステンレス
●柄：パイプ
●中国

特 長
用 途

材 質

製 造 国

SKR-450

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード 品番 税抜価格 刃幅（mm） 全長(mm) 箱入り数(丁）

7005-58-001 SKR-450 ¥1,800 100 450 12

7005-58-002 SKR-900 ¥1,960 100 900 12

7005-58-003 SKR-1200 ¥2,440 120 1200 12

刃先拡大図

TOM046TOM047

409レーキ・土農工具
Rake・Engineering-works work article

工事用品
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※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

大万能（柄付）
●草削りや土起こし用。
●刃部：鋼材
●柄：木

用 途
材 質

OMN-180

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード 品番 税抜価格 刃幅（mm） 全長(mm) 梱包数(丁）

7005-61-001 OMN-180 ¥2,340 180 1200 6

7005-61-002 OMN-210 ¥2,600 210 1200 6

木柄ケレン棒
●木柄のため、軽くて使いやすさ抜群。
●スクレーパー作業用。
●床材や壁紙材はがし。
●さび落としやペンキはがし。
●刃部：鋼材
●柄：木
●中国

特 長
用 途

材 質

製 造 国

MKR-450

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード 品番 税抜価格 刃幅（mm） 全長(mm) 箱入り数(丁）

7005-59-001 MKR-450 ¥740 85 450 20

7005-59-002 MKR-900 ¥920 95 900 20

7005-59-003 MKR-1200 ¥960 95 1200 20

備中（柄付）
●畑菜園や家庭菜園などの土起こし用。
●刃部：鋼材
●柄：木

用 途
材 質

BTU-3

【 発注単位1個 】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード 品番 税抜価格

7005-60-003 BTU-E ¥1,430

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード 品番 税抜価格 歯数 刃長（mm） 全長(mm)

7005-60-001 BTU-3 ¥5,730 ３本 約250 900

7005-60-002 BTU-4 ¥6,120 ４本 約250 900

柄のみ

刃先拡大図

刃先拡大図

刃先拡大図

410 土農工具
Engineering-works work article

工事用品
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※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

文化鍬
●畑菜園や家庭菜園用として草削りや土起こ

しに使用できます。
●刃部：鋼
●柄：木

用 途

材 質

BKG-900

【 発注単位1個 】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード 品番 税抜価格

7005-62-002 BKG-900E ¥1,430

U字結束線
森本興業㈱

●使いやすいＵ字タイプになっています。
●生地とメッキがあります。
●鉄線の結束などに適しています。
●鉄

特 長

用 途
材 質

【 発注単位1甲 】 商品についてのお問い合わせ:03-3863-6211

発注コード 品番 税抜価格 材質 全長(mm) 甲入り数

7005-63-001 21U350 ¥5,900 生地 350 10kg×2

7005-63-002 21U450 ¥5,900 生地 450 10kg×2

7005-63-003 21U350M ¥6,060 メッキ 350 10kg×2

7005-63-004 21U450M ¥6,060 メッキ 450 10kg×2

アシバンセン
森本興業㈱

●足場設置の材料の結束などに最適。
●鉄

用 途
材 質

【 発注単位1箱 】 商品についてのお問い合わせ:03-3863-6211

発注コード 品番 税抜価格 線径(mm) 全長(mm)

7005-64-001 MM-BS700 ¥5,600 2.8 700

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード 品番 税抜価格 刃幅（mm） 全長(mm)

7005-62-001 BKG-900 ¥3,130 105 900

柄のみ

21U350

MM-BS700

411土農工具・結束線&バンセン
Engineering-works work article・Annealing wire

工事用品
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※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

クローム角パイプハッカー
一心産業㈱

●グリップが持ちやすく滑りにくいので非常に
使いやすいです。

●仮枠工事の鉄筋を入れる場合に鉄筋と鉄筋
を結束・締付ける時に最適。

●クローム
●日本

特 長

用 途

材 質
製 造 国

NO.115

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:0794-63-3854

発注コード 品番 税抜価格 サイズ(mm) 全長(mm) 箱入り数（丁）

7005-65-001 NO.115 ¥925 9 210 12

クローム角長パイプハッカー
一心産業㈱

●グリップが持ちやすく滑りにくいので非常に
使いやすいです。

●仮枠工事の鉄筋を入れる場合に鉄筋と鉄筋
を結束・締付ける時に最適。

●クローム
●日本

特 長

用 途

材 質
製 造 国

NO.119

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:0794-63-3854

発注コード 品番 税抜価格 サイズ(mm) 全長(mm) 箱入り数（丁）

7005-66-001 NO.119 ¥1,025 9 265 12

ビニール付シノー
一心産業㈱

●ビニール付なので握りやすいです。
●仮枠工事の鉄筋を入れる場合に鉄筋と鉄筋

を結束・締付ける時に最適。
●クローム
●日本

特 長
用 途

材 質
製 造 国

NO.132

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:0794-63-3854

発注コード 品番 税抜価格 サイズ(mm) 全長(mm) 箱入り数（丁）

7005-67-001 NO.132 ¥1,150 16 320 6

ステーキホー
一心産業㈱

●三角鍬の両面側に草を削り取る刃がついて
います。

●軽くて丈夫なアルミ製柄付。
●草削り、溝堀り、園芸などに適しています。
●刃部：鋼
●柄：木
●日本

特 長

用 途
材 質

製 造 国

NO.1222

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:0794-63-3854

発注コード 品番 税抜価格 刃幅(mm) 全長(mm) 箱入り数（丁）

7005-68-001 NO.1221 ¥3,470 225 1200 12

7005-68-002 NO.1222 ¥1,360 150 320 12

412 ハッカー・シノー
Hackker・Seanor

工事用品
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※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:0794-63-6111

発注コード 品番 税抜価格 刃長
(mm)

全長
(mm) 備考 箱入り数

（丁）
重量
（g）

7006-02-001 102-21 ¥4,910 210 335 荒目 12 150

7006-02-002 102-24 ¥5,190 240 365 荒目 12 160

7006-02-003 102-27 ¥5,470 270 395 荒目 12 170

7006-02-004 102-30 ¥5,740 300 425 荒目 12 180

7006-02-005 104-24 ¥5,180 240 365 細目 12 150

7006-02-006 104-27 ¥5,480 270 395 細目 12 160

7006-02-007 104-30 ¥5,750 300 425 細目 12 170

ゴム太郎（剪定タイプ）
シルキー

102-27

●世界の剪定鋸の定番ゴム太郎。
●オリジナルなモノブレードコンセプトは抜群

の切れ味を誇ります。
●荒目、細目があります。
●剪定や仮枠大工に適しています。
●刃物鋼(ＳＫ−４)、加流合成ゴム、他
●日本

特 長

仕 様
用 途
材 質
製 造 国

【 発注単位1枚 】 商品についてのお問い合わせ:0794-63-6111

発注コード 品番 税抜価格 刃長
(mm) 備考 箱入り数

（枚）
重量
（g）

7006-02-008 103-21 ¥2,230 210 荒目 12 70

7006-02-009 103-24 ¥2,380 240 荒目 12 80

7006-02-010 103-27 ¥2,510 270 荒目 12 90

7006-02-011 103-30 ¥2,660 300 荒目 12 100

7006-02-012 105-24 ¥2,390 240 細目 12 70

7006-02-013 105-27 ¥2,540 270 細目 12 80

7006-02-014 105-30 ¥2,700 300 細目 12 90

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:0794-63-6111

発注コード 品番 税抜価格 刃長
(mm)

全長
(mm) 備考 箱入り数

（丁）
重量
（g）

7006-01-001 121-21 ¥3,440 210 445 万能目 12 235

7006-01-002 121-24 ¥3,910 240 505 万能目 12 370

7006-01-003 121-27 ¥4,160 270 565 万能目 12 280

7006-01-004 121-30 ¥4,390 300 625 万能目 12 310

7006-01-005 294-21 ¥3,440 210 445 荒目 12 240

7006-01-006 294-24 ¥3,910 240 505 荒目 12 270

7006-01-007 294-27 ¥4,160 270 565 荒目 12 280

7006-01-008 294-30 ¥4,390 300 625 荒目 12 310

7006-01-009 290-21 ¥3,440 210 445 細目 12 230

7006-01-010 290-24 ¥3,910 240 505 細目 12 265

7006-01-011 290-27 ¥4,160 270 565 細目 12 280

7006-01-012 290-30 ¥4,390 300 625 細目 12 305

ゴムボーイ
シルキー

121-24

●切断時の振動を抑えるスチールプラット
フォームとゴムグリップの絶妙なバランスは
切れ味に感動を覚えます。

●荒目、万能目、細目があります。
●剪定や仮枠大工に適しています。
●刃物鋼(ＳＫ−４)、加流合成ゴム、他
●日本

特 長

仕 様
用 途
材 質
製 造 国

【 発注単位1枚 】 商品についてのお問い合わせ:0794-63-6111

発注コード 品番 税抜価格 刃長
(mm) 備考 箱入り数

（枚）
重量
（g）

7006-01-013 122-21 ¥1,720 210 万能目 12 45

7006-01-014 122-24 ¥1,980 240 万能目 12 55

7006-01-015 122-27 ¥2,110 270 万能目 12 65

7006-01-016 122-30 ¥2,240 300 万能目 12 75

7006-01-017 295-21 ¥1,720 210 荒目 12 50

7006-01-018 295-24 ¥1,980 240 荒目 12 55

7006-01-019 295-27 ¥2,110 270 荒目 12 65

7006-01-020 295-30 ¥2,240 300 荒目 12 75

7006-01-021 291-21 ¥1,720 210 細目 12 40

7006-01-022 291-24 ¥1,980 240 細目 12 50

7006-01-023 291-27 ¥2,110 270 細目 12 65

7006-01-024 291-30 ¥2,240 300 細目 12 70

替刃

替刃

122-24

103-27

413

工事用品
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Saw Series



※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:0794-63-6111

発注コード 品番 税抜価格 刃長(mm) 全長(mm) 箱入り数（丁） 重量（g）

7006-05-001 362-27 ¥4,160 270 430 12 200

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:0794-63-6111

発注コード 品番 税抜価格 刃長
(mm)

全長
(mm) 備考 箱入り数

（丁）
重量
（g）

7006-04-001 382-24 ¥4,390 240 560 ９寸目 12 210

7006-04-002 380-24 ¥4,390 240 560 ８寸目 12 215

7006-04-003 388-24 ¥4,390 240 560 導突目 12 220

ビッグボーイ
シルキー

350-36

●ゴムボーイシリーズで最大の折込鋸。
●荒目、細目があります。
●剪定・仮枠大工（荒目・万能目）。
●大工・竹挽（細目）。
●刃物鋼(ＳＫ−４)、加流合成ゴム、他
●日本

特 長
仕 様
用 途

材 質
製 造 国

【 発注単位1枚 】 商品についてのお問い合わせ:0794-63-6111

発注コード 品番 税抜価格 刃長
(mm) 備考 箱入り数

（枚）
重量
（g）

7006-03-004 355-36 ¥2,000 360 荒目 12 100

7006-03-005 351-36 ¥2,000 360 万能目 12 105

7006-03-006 353-36 ¥2,000 360 細目 12 90

ウッドボーイ
シルキー

380-24

●アルミボディ・ゴムグリップ・あさりなし刃は大
工や造作作業や精密加工に優れた威力を発
揮します。

●９寸目、８寸目、導突目があります。
●大工（９寸目・８寸目）。
●精密木工（８寸目・導突目）。
●刃物鋼(ＳＫ−４)、加流合成ゴム、他
●日本

特 長

仕 様
用 途

材 質
製 造 国

【 発注単位1枚 】 商品についてのお問い合わせ:0794-63-6111

発注コード 品番 税抜価格 刃長
(mm) 備考 箱入り数

（枚）
重量
（g）

7006-04-004 383-24 ¥1,670 240 ９寸目 12 50

7006-04-005 381-24 ¥1,670 240 ８寸目 12 55

7006-04-006 389-24 ¥1,670 240 導突目 12 60

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:0794-63-6111

発注コード 品番 税抜価格 刃長
(mm)

全長
(mm) 備考 梱包数

（丁）
重量
（g）

7006-03-001 354-36 ¥4,480 360 765 荒目 12 405

7006-03-002 350-36 ¥4,480 360 765 万能目 12 410

7006-03-003 352-36 ¥4,480 360 765 細目 12 395

替刃

替刃

ガンファイター
シルキー

362-27

●刃を薄くしてあるため切れ味向上で独自の刃
形状をしているので縦・横・斜め切りが可能。

●仮枠大工・造園・林業の選定に向いています。
●刃物鋼(ＳＫ−４)、加流合成ゴム、他
●日本

特 長

用 途
材 質
製 造 国

【 発注単位1枚 】 商品についてのお問い合わせ:0794-63-6111

発注コード 品番 税抜価格 刃長(mm) 箱入り数（枚） 重量（g）

7006-05-002 363-27 ¥1,560 270 12 50

替刃

351-36

381-24

363-27

全長

刃長

全長
刃長

刃長
全長

414 替刃式鋸
Saw Series

工事用品

70土木建築用品



※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

マスター
シルキー

147-33

●柄は樹脂コアを使用することでアルミパイプ
フレームになり、頑丈さが増しました。

●刃の交換もワンタッチでできるのでとても便
利です。

●建築大工・仮枠大工用。
●刃物鋼(ＳＫ−４)、加流合成ゴム、他
●日本

特 長

用 途
材 質
製 造 国

【 発注単位1枚／1袋 】 商品についてのお問い合わせ:0794-63-6111

発注コード 品番 税抜価格 刃長(mm) 全長(mm) 箱入り数 重量（g）

7006-07-003 148-33 ¥10,440/袋 330 330 6袋 105×6

7006-07-004 148-333 ¥1,750/枚 330 330 24枚 105

7006-07-005 150-36 ¥12,000/袋 360 360 6袋 135×6

7006-07-006 150-363 ¥2,040/枚 360 360 24枚 135

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:0794-63-6111

発注コード 品番 税抜価格 刃長
(mm)

全長
(mm) 備考 箱入り数

（丁）
重量
（g）

7006-06-001 394-21 ¥5,000 210 490 ９寸目＋尺目 12 215

7006-06-002 392-21 ¥5,000 210 490 ８寸目＋９寸目 12 220

ヒビキ（両刃タイプ）
シルキー

394-21

●未来目という縦挽刃と横挽刃がミックスされた
縦・横・斜めが切れる兼用刃を採用しました。

●建築大工・仮枠大工用。
●刃物鋼(ＳＫ−４)、加流合成ゴム、他
●日本

特 長

用 途
材 質
製 造 国

【 発注単位1枚 】 商品についてのお問い合わせ:0794-63-6111

発注コード 品番 税抜価格 刃長
(mm) 備考 箱入り数

（枚）
重量
（g）

7006-06-003 395-21 ¥2,200 210 ９寸目＋尺目 12 60

7006-06-004 393-21 ¥2,200 210 ８寸目＋９寸目 12 65

替刃

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:0794-63-6111

発注コード 品番 税抜価格 刃長
(mm)

全長
(mm)

箱入り数
（丁）

重量
（g）

7006-07-001 147-33 ¥4,810 330 685 12 295

7006-07-002 149-36 ¥5,270 360 750 12 350

替刃

395-21

148-33

竹ひきのこ、ゼットソー竹ひき
ゼット販売㈱

8008

●ハードインパルス処理。
●鋼を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却

すると、非常に硬い組織が得られます。
●この組織は硬いだけでなく靱性や耐久性に

優れ、ノコギリの刃先には最適の条件を備え
ています。

●ささくれにくく、きれいな切断面になります。
●伐採用には、より頑丈な竹挽２７０をお勧めし

ます。

●横挽き。
●竹、一般木材など。
●炭素工具鋼　SK5
●日本

特 長

仕 様

用 途

材 質
製 造 国

【 発注単位1枚 】 商品についてのお問い合わせ:0794-83-3111

発注コード 品番 税抜価格 品名 刃渡り
(mm)

ピッチ
(mm)

板厚
(mm)

切り幅
(mm)

箱入り数
（枚）

7006-08-003 8016 ¥610 竹ひきのこ２４０ 替刃 225 1.50 0.60 0.93 24

7006-08-004 15021 ¥1,120 ゼットソー竹挽２７０ 替刃 270 1.75 0.66 0.96 24

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:0794-83-3111

発注コード 品番 税抜価格 品名 刃渡り
(mm)

ピッチ
(mm)

板厚
(mm)

切り幅
(mm)

箱入り数
（丁）

7006-08-001 8008 ¥1,250 竹ひきのこ２４０ 本体 225 1.50 0.60 0.93 12

7006-08-002 15020 ¥2,550 ゼットソー竹挽２７０ 本体 270 1.75 0.66 0.96 12

替刃

15020

全長

全長

刃長

刃長

刃渡り

415替刃式鋸
Saw Series

工事用品

70 土木建築用品



※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

ポケットボーイ（折込タイプ）
シルキー

340-13

●ボーイシリーズの中で最小の鋸です。
●プロの方はもちろん日曜大工や庭のお手入

れなどにも使えます。
●荒目、万能目、細目、極細目があります。
●建築大工・仮枠大工・造園などに最適。
●刃物鋼(ＳＫ−４)、加流合成ゴム、他
●日本

特 長

仕 様
用 途
材 質
製 造 国

【 発注単位1枚 】 商品についてのお問い合わせ:0794-63-6111

発注コード 品番 税抜価格 刃長
(mm) 備考 箱入り数

（枚）
重量
（g）

7006-09-009 347-13 ¥1,370 130 荒目 12 30

7006-09-010 341-13 ¥1,370 130 万能目 12 30

7006-09-011 343-13 ¥1,370 130 細目 12 25

7006-09-012 345-13 ¥1,370 130 極細目 12 25

7006-09-013 347-17 ¥1,520 170 荒目 12 35

7006-09-014 341-17 ¥1,520 170 万能目 12 35

7006-09-015 343-17 ¥1,520 170 細目 12 30

7006-09-016 345-17 ¥1,520 170 極細目 12 30

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:0794-63-6111

発注コード 品番 税抜価格 刃長
(mm)

全長
(mm) 備考 箱入り数

（丁）
重量
（g）

7006-09-001 346-13 ¥2,950 130 290 荒目 12 170

7006-09-002 340-13 ¥2,950 130 290 万能目 12 170

7006-09-003 342-13 ¥2,950 130 290 細目 12 165

7006-09-004 344-13 ¥2,950 130 290 極細目 12 165

7006-09-005 346-17 ¥3,160 170 370 荒目 12 210

7006-09-006 340-17 ¥3,160 170 370 万能目 12 210

7006-09-007 342-17 ¥3,160 170 370 細目 12 205

7006-09-008 344-17 ¥3,160 170 370 極細目 12 205

替刃341-13

【 発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:0794-83-3111

発注コード 品番 税抜価格 品名 刃渡り
(mm)

ピッチ
(mm)

板厚
(mm)

切り幅
(mm)

箱入り数
（丁）

7006-10-001 7010 ¥2,160 ミニパネルソーきつつき１５０ 本体 150 1.41 0.30 0.49 12 

7006-10-002 7012 ¥2,460 ミニパネルソー導突目１５０ 本体 150 1.00 0.30 0.40 12 

7006-10-003 7014 ¥2,460 ミニパネルソー竹細工１５０ 本体 150 1.00 0.30 0.46 12 

7006-10-004 7023 ¥2,990 パネルソーワイド刃 本体 240 1.50 0.30 0.51 12 

7006-10-005 7026 ¥3,100 パネルソーきつつき刃 本体 240 1.50 0.30 0.51 12 

7006-10-006 7029 ¥3,570 パネルソー導突目 本体 240 1.00 0.30 0.40 12 

7006-10-007 7031 ¥3,830 パネルソー導突目幅広 本体 240 1.00 0.30 0.40 12 

パネルソー
ゼット販売㈱

●ハードインパルス処理。
●鋼を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。
●この組織は硬いだけでなく靱性や耐久性に優れ、ノコギリの刃先には最適の条

件を備えています。
●パネルソーには、豊富な替刃のラインナップがあります。物を切る時には、その

用途や素材によって一番適した刃を使用すると、驚くほどきれいな切り口で、
楽に切ることができます。

●横挽き。
●一般木材の精密加工。
●炭素工具鋼　SK5
●日本

特 長

仕 様

用 途

材 質
製 造 国

替刃
【 発注単位1枚 】 商品についてのお問い合わせ:0794-83-3111

発注コード 品番 税抜価格 品名 刃渡り
(mm)

ピッチ
(mm)

板厚
(mm)

切り幅
(mm)

箱入り数
（枚）

7006-10-008 7011 ¥990 ミニパネルソーきつつき１５０ 替刃 150 1.41 0.30 0.49 24

7006-10-009 7013 ¥1,290 ミニパネルソー導突目１５０ 替刃 150 1.00 0.30 0.40 24

7006-10-010 7015 ¥1,290 ミニパネルソー竹細工１５０ 替刃 150 1.00 0.30 0.46 24

7006-10-011 7021 ¥1,400 パネルソー細刃 替刃 240 1.50 0.30 0.49 36 

7006-10-012 7024 ¥1,460 パネルソーワイド刃 替刃 240 1.50 0.30 0.51 36 

7006-10-013 7027 ¥1,560 パネルソーきつつき刃 替刃 240 1.50 0.30 0.51 36 

7006-10-014 7030 ¥2,030 パネルソー導突目 替刃 240 1.00 0.30 0.40 36 

7006-10-015 7032 ¥2,290 パネルソー導突目幅広 替刃 240 1.00 0.30 0.40 36 

7010 7012

7023

7029

7014

7026

7031

刃渡り
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工事用品
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※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

ゼットソー 各種
ゼット販売㈱

15003

●ハードインパルス処理。
●鋼を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常

に硬い組織が得られます。
●この組織は硬いだけでなく靱性や耐久性に優れ、ノコギリ

の刃先には最適の条件を備えています。
●ゼットソーには、豊富な替刃のラインナップがあります。物

を切る時には、その用途や素材によって一番適した刃を使
用すると、驚くほどきれいな切り口で、楽に切ることができ
ます。

●横挽き、縦挽き、斜め挽き。
●一般木材、合板、集成材、硬木など。
●炭素工具鋼　SK5
●日本

特 長

仕 様

用 途

材 質
製 造 国

【 発注単位1枚 】 商品についてのお問い合わせ:0794-83-3111

発注コード 品番 税抜価格 品名 刃渡り
(mm)

ピッチ
(mm)

板厚
(mm)

切り幅
(mm)

箱入り数
（枚）

7006-11-015 15004 ¥1,040 ２６５ 替刃 265 1.75 0.60 0.92 24

7006-11-016 15007 ¥1,430 ８寸目 替刃 250 1.40 0.50 0.66 24

7006-11-017 15010 ¥1,560 たてびき８寸目 替刃 250 ー 0.50 0.70 24

7006-11-018 15012 ¥1,560 ３００ 替刃 300 2.15 0.70 1.07 24

7006-11-019 15013 ¥1,690 ３００たてひき 替刃 300 ー 0.66 0.93 24

7006-11-020 15015 ¥1,410 仮枠３３３ 替刃 333 2.80 0.90 1.30 24

7006-11-021 15019 ¥1,460 ７寸目 替刃 225 1.20 0.40 0.56 24

7006-11-022 15042 ¥1,510 仮枠２７３ 替刃 273 2.40 0.80 1.10 24

7006-11-023 15063 ¥1,300 α２６５ 替刃 265 1.75 0.60 0.88 24

7006-11-024 15064 ¥1,770 α３００ 替刃 300 2.15 0.70 1.00 24

7006-11-025 15076 ¥1,040 Ⅲ２６５ 替刃 265 1.75 0.60 0.92 24

7006-11-026 15087 ¥830 ハンディ２００大工目 替刃 200 1.75 0.50 0.70 24

7006-11-027 15204 ¥1,300 硬木２５０ 替刃 250 1.75 0.50 0.68 24

7006-11-028 15270 ¥1,430 Ⅲ８寸目 替刃 250 1.40 0.50 0.66 24

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:0794-83-3111

発注コード 品番 税抜価格 品名 刃渡り
(mm)

ピッチ
(mm)

板厚
(mm)

切り幅
(mm)

箱入り数
（丁）

7006-11-001 15003 ¥2,470 ２６５ 本体 265 1.75 0.60 0.92 12 

7006-11-002 15006 ¥2,860 ８寸目 本体 250 1.40 0.50 0.66 12 

7006-11-003 15009 ¥2,990 たてびき８寸目 本体 250 ー 0.50 0.70 12 

7006-11-004 15011 ¥3,250 ３００ 本体 300 2.15 0.70 1.07 12 

7006-11-005 15014 ¥3,100 仮枠３３３ 本体 333 2.80 0.90 1.30 12 

7006-11-006 15016 ¥4,110 ブローハンドル２６５ 本体 265 1.75 0.60 0.92 12 

7006-11-007 15018 ¥2,890 ７寸目 本体 225 1.20 0.40 0.56 12 

7006-11-008 15040 ¥4,900 仮枠２７３ 本体 273 2.40 0.80 1.10 6 

7006-11-009 15046 ¥2,080 ピストル２６５ 本体 265 1.75 0.60 0.92 6 

7006-11-010 15069 ¥2,730 硬木２５０ 本体 250 1.75 0.50 0.68 12 

7006-11-011 15073 ¥2,730 α２６５ 本体 265 1.75 0.60 0.88 12 

7006-11-012 15075 ¥2,470 Ⅲ２６５ 本体 265 1.75 0.60 0.92 12 

7006-11-013 15086 ¥1,740 ハンディ２００大工目 本体 200 1.75 0.50 0.70 12 

7006-11-014 15271 ¥2,860 Ⅲ８寸目 本体 250 1.40 0.50 0.66 12 

替刃

15006

15009 15011

15014 15016

15018
15040

15046
15069

15073 15075

15086 15271

刃渡り
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※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:0794-83-3111

発注コード 品番 税抜価格 品名 刃渡り
(mm)

ピッチ
(mm)

板厚
(mm)

切り幅
(mm)

箱入り数
（丁）

7006-13-001 9016 ¥1,640 東洋作 枝挽鋸 270 270 ー 0.90 ー 12 

7006-13-002 9017 ¥1,690 東洋作 枝挽鋸 300 300 ー 0.90 ー 12 

7006-13-003 15022 ¥2,920 オリッコ２１０ 本体 210 2.30 0.80 1.10 12 

7006-13-004 15023 ¥3,140 オリッコ２４０ 本体 240 2.40 0.80 1.10 12 

7006-13-005 15024 ¥3,360 オリッコ２７０ 本体 270 2.40 0.80 1.10 12 

7006-13-006 15980 ¥6,270 オリッコのびのび１８００（特大） 本体 210 2.30 0.80 1.10 6 

7006-13-007 15981 ¥3,930 オリッコのびのび ９００（小） 本体 210 2.30 0.80 1.10 6 

7006-13-008 15982 ¥4,070 オリッコのびのび１１００（中） 本体 210 2.30 0.80 1.10 6 

7006-13-009 15983 ¥4,220 オリッコのびのび１３００（大） 本体 270 2.40 0.80 1.10 6 

7006-13-010 18001 ¥2,970 タックイン２１０荒目 本体 210 3.00 0.90 1.18 6 

7006-13-011 18002 ¥2,970 タックイン２１０細目 本体 210 2.15 0.80 1.08 6 

7006-13-012 18003 ¥4,010 タックイン２４０荒目 本体 240 3.20 1.00 1.28 6 

7006-13-013 18004 ¥3,640 タックイン２４０大工目 本体 240 1.75 0.70 0.95 6 

タックイン、オリッコ（折込タイプ）
ゼット販売㈱

9016

●ハードインパルス処理。
●鋼を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却する

と、非常に硬い組織が得られます。
●この組織は硬いだけでなく靱性や耐久性に優れ、

ノコギリの刃先には最適の条件を備えています。
●タックイン、オリッコ類は、折込鋸のため、携帯性

に優れたシリーズです。
●横挽き、縦挽き、斜め挽き。
●一般木材、合板、集成材、硬木、竹、剪定など。
●炭素工具鋼　SK5
●日本

特 長

仕 様

用 途

材 質
製 造 国

【 発注単位1枚 】 商品についてのお問い合わせ:0794-83-3111

発注コード 品番 税抜価格 品名 刃渡り
(mm)

ピッチ
(mm)

板厚
(mm)

切り幅
(mm)

箱入り数
（枚）

7006-13-014 15026 ¥1,120 オリッコ２１０ 替刃 210 2.30 0.80 1.10 24 

7006-13-015 15027 ¥1,290 オリッコ２４０ 替刃 240 2.40 0.80 1.10 24 

7006-13-016 15029 ¥1,460 オリッコ２７０ 替刃 270 2.40 0.80 1.10 24 

7006-13-017 18201 ¥1,170 タックイン２１０荒目 替刃 210 3.00 0.90 1.18 24 

7006-13-018 18202 ¥1,170 タックイン２１０細目 替刃 210 2.15 0.80 1.08 24 

7006-13-019 18203 ¥1,670 タックイン２４０荒目 替刃 240 3.20 1.00 1.28 24 

7006-13-020 18204 ¥1,300 タックイン２４０大工目 替刃 240 1.75 0.70 0.95 24 

替刃

15023

18001 18004

15982

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:0794-83-3111

発注コード 品番 税抜価格 品名 刃渡り
(mm)

ピッチ
(mm)

板厚
(mm)

切り幅
(mm)

箱入り数
（丁）

7006-12-001 8002 ¥1,190 デコラソー 本体 225 1.50 0.60 0.93 12 

7006-12-002 8006 ¥1,560 パイプソー２４０ 本体 225 1.50 0.60 0.93 6 

7006-12-003 8031 ¥1,950 パイプソー３００ 本体 300 1.50 0.66 1.02 6 

7006-12-004 8043 ¥1,560 パイプソー先細 本体 225 1.50 0.60 0.93 6 

7006-12-005 8102 ¥2,370 剪定こま目２４０ 本体 225 1.50 0.60 0.93 6 

7006-12-006 8112 ¥1,130 サイディングソー１２０ 本体 120 1.50 0.60 0.60 12 

パイプソー
ゼット販売㈱

8002

●ハードインパルス処理。
●鋼を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却する

と、非常に硬い組織が得られます。
●この組織は硬いだけでなく靱性や耐久性に優れ、

ノコギリの刃先には最適の条件を備えています。
●パイプソー類には、豊富な替刃のラインナップが

あります。物を切る時には、その用途や素材によっ
て一番適した刃を使用すると、驚くほどきれいな
切り口で、楽に切ることができます。

●塩ビパイプ、ポリエチレンパイプ、プラスチック、
鉛管、サイディングボード、一般木材、竹など。

●炭素工具鋼　SK5
●日本

特 長

仕 様

用 途

材 質
製 造 国

【 発注単位1枚 】 商品についてのお問い合わせ:0794-83-3111

発注コード 品番 税抜価格 品名 刃渡り
(mm)

ピッチ
(mm)

板厚
(mm)

切り幅
(mm)

箱入り数
（枚）

7006-12-007 8003 ¥430 デコラソー 替刃 225 1.50 0.60 0.93 60

7006-12-008 8015 ¥430 パイプソー２４０ 替刃 225 1.50 0.60 0.93 60

7006-12-009 8027 ¥430 デコラソー細刃 替刃 174 1.50 0.60 0.93 60

7006-12-010 8032 ¥910 パイプソー３００ 替刃 300 1.50 0.66 1.02 24 

7006-12-011 8037 ¥430 パイプソー先細 替刃 225 1.50 0.60 0.93 60 

7006-12-012 8049 ¥430 パイプソーフラット225 替刃 225 1.50 0.60 0.60 24 

7006-12-013 8103 ¥430 剪定こま目２４０ 替刃 225 1.50 0.60 0.93 60 

7006-12-014 8113 ¥380 サイディングソー１２０ 替刃 120 1.50 0.60 0.60 24 

替刃

8006

8043

8112

8031

8102

刃渡り

刃渡り
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パイマン、ハイスパイマン（アルミ・パイプ用）
ゼット販売㈱

8010

●ハードインパルス処理。
●鋼を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却

すると、非常に硬い組織が得られます。
●この組織は硬いだけでなく靱性や耐久性に

優れ、ノコギリの刃先には最適の条件を備え
ています。

●パイマンは、軽金属用、ハイスパイマンは、ハ
イス鋼使用のため、鉄も切断できます。

●軽金属（アルミ、銅、鉛、真鍮）。
●金属（鉄、アルミ、銅、鉛、真鍮）。
●炭素工具鋼　SK5
●ハイス鋼
●日本

特 長

仕 様

用 途

材 質

製 造 国

【 発注単位1枚 】 商品についてのお問い合わせ:0794-83-3111

発注コード 品番 税抜価格 品名 刃渡り
(mm)

ピッチ
(mm)

板厚
(mm)

切り幅
(mm)

箱入り数
（枚）

7006-14-003 8012 ¥680 パイマン 替刃 225 1.41 0.60 1.00 60

7006-14-004 8105 ¥810 ハイスパイマン P1.4 替刃 225 1.41 0.60 1.00 24 

ゼットソー レシプロ（電動用）
ゼット販売㈱

20100

●ハードインパルス処理。
●鋼を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却

すると、非常に硬い組織が得られます。
●この組織は硬いだけでなく靱性や耐久性に

優れ、ノコギリの刃先には最適の条件を備え
ています。

●手挽きノコギリで培った技術を電動工具の先
端に使用することで、今までになかった驚き
の切れ味を実現。

●リフォームや造作仕事、電気工事、水道工事
に大活躍。

●横挽き、縦挽き、斜め挽き。
●柱の切断、木材の荒切り、木材の窓抜き作

業、塩ビ、硬質パイプ、竹の伐採など。
●マキタ・日立・リョービなどに対応。
●炭素工具鋼　SK5
●日本

特 長

仕 様

用 途

材 質
製 造 国

【 発注単位1枚 】 商品についてのお問い合わせ:0794-83-3111

発注コード 品番 税抜価格 品名 刃渡り
(mm)

ピッチ
(mm)

板厚
(mm)

箱入り数
(枚)

7006-15-001 20100 ¥1,170 レシプロ 木工用２１０ P3.0 替刃 210 3.00 0.90 24 

7006-15-002 20101 ¥910 レシプロ ボード用９０ P1.6 替刃 90 1.60 0.90 24 

7006-15-003 20102 ¥810 レシプロ 塩ビ用２１０ P1.5 替刃 210 1.50 0.60 24 

7006-15-004 20103 ¥1,100 レシプロ 枝切り用２１０ P3.0 替刃 210 3.00 0.90 24 

7006-15-005 20104 ¥1,100 レシプロ 竹切り用２１０ P2.15 替刃 210 2.15 0.80 24 

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:0794-83-3111

発注コード 品番 税抜価格 品名 刃渡り
(mm)

ピッチ
(mm)

板厚
(mm)

切り幅
(mm)

箱入り数
（丁）

7006-14-001 8010 ¥1,430 パイマン 本体 225 1.41 0.60 1.00 10 

7006-14-002 8104 ¥1,560 ハイスパイマン P1.4 本体 225 1.41 0.60 1.00 10 

替刃

8104

20101 20102

20103 20104

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:0256-46-3164

発注コード 品番 税抜価格 刃渡り(mm) 鋸厚(mm) 箱入り数（丁）

7006-16-001 BS-225M ¥2,140 225 0.6 12

7006-16-002 BS-250M ¥2,140 250 0.6 12

7006-16-003 BS-265M ¥2,010 265 0.6 12

7006-16-004 BS-300M ¥2,420 300 0.6 12

7006-16-005 BS-330M ¥2,610 330 0.6 12

バクマソー片刃 木柄
バクマ工業㈱

●刃先には衝撃焼入を施してあるため耐久性
に優れシャープな切れ味を長時間保てます。

●一般木材、合板、集成材、竹、硬木などの横
挽に最適。

●スウェーデン鋼
●日本

特 長

用 途

材 質
製 造 国

BS-225M

【 発注単位1パック 】 商品についてのお問い合わせ:0256-46-3164

発注コード 品番 税抜価格 刃渡り
(mm)

パック入り数
（枚）

7006-16-006 BSK-225-3 ¥2,430 225 3

7006-16-007 BSK-250-3 ¥2,430 250 3

7006-16-008 BSK-265-3 ¥2,082 265 3

7006-16-009 BSK-300-3 ¥2,541 300 3

7006-16-010 BSK-330-3 ¥2,850 330 3

替刃

刃渡り
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【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:0256-46-3164

発注コード 品番 税抜価格 刃渡り(mm) 鋸厚(mm) 箱入り数（丁）

7006-17-001 BSR-250M ¥2,810 250 0.6 12

7006-17-002 BSR-265M ¥2,750 265 0.6 12

7006-17-003 BSR-300M ¥3,580 300 0.6 12

バクマソー両刃 木柄
バクマ工業㈱

●刃先には衝撃焼入を施してあるため耐久性
に優れシャープな切れ味を長時間保てます。

●一般木材、合板、集成材、竹、硬木などの横
挽、縦挽、斜め切に最適。

●刃：スウェーデン鋼
●日本

特 長

用 途

材 質
製 造 国

BSR-265M
【 発注単位1パック 】 商品についてのお問い合わせ:0256-46-3164

発注コード 品番 税抜価格 刃渡り(mm) パック入り数（枚）

7006-17-004 BSRK-250-3 ¥4,620 250 3

7006-17-005 BSRK-265-3 ¥4,470 265 3

7006-17-006 BSRK-300-3 ¥5,790 300 3

替刃

バクマソー タテ・ヨコ・ナナメ
バクマ工業㈱

●刃先には衝撃焼入を施してあるため耐久性
に優れシャープな切れ味を長時間保てます。

●タテ・ヨコ・ナナメ切りが１本でスムーズに行
えます。

●刃の取替えがワンタッチで可能。
●太物一般木材、合板、集成材、竹、硬木など

のタテ・ヨコ・ナナメ切りに適しています。
●スウェーデン鋼
●日本

特 長

用 途

材 質
製 造 国

BTYN-9

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:0256-46-3164

発注コード 品番 税抜価格 刃渡り(mm) 鋸厚(mm) 概要 箱入り数（丁）

7006-18-001 BTYN-9 ¥2,200 250 0.5 ９寸目 12

7006-18-002 BTYN-S ¥2,620 285 0.6 尺目 12

【 発注単位1パック 】 商品についてのお問い合わせ:0256-46-3164

発注コード 品番 税抜価格 刃渡り(mm) 概要 パック入り数（枚）

7006-18-003 BTYNK-9-3 ¥3,150 250 ９寸目 3

7006-18-004 BTYNK-S-3 ¥3,630 285 尺目 3

替刃

刃渡り

420

工事用品

替刃式鋸
Saw Series

70土木建築用品



※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

コテのこ135
大西工業㈱

●埋め木（木ダボ）のフラットな切断に最適。
●突起物の切断用。
●特殊合金鋼
●日本

特 長
用 途
材 質
製 造 国

NO.100-135

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:079-438-2240

発注コード 品番 税抜価格 刃板厚
（mm）

刃ピッチ
（mm）

刃長
（mm）

梱包数
（丁）

7006-20-001 NO.100-135 ¥2,000 0.4 1.2 135 6

ハンタープロ
バクマ工業㈱

●衝撃焼入れをした刃先は極めて硬く、耐摩耗
性に優れ耐久性は抜群です。

●刃は腰が強く切れ味の鋭いＳＫ−４にハード
クロムメッキが施されています。

●剪定や仮枠大工用。
●特殊鋼（ＳＫ−４）
●日本

特 長

用 途
材 質
製 造 国

【 発注単位1枚 】 商品についてのお問い合わせ:0256-46-3164

発注コード 品番 税抜価格 刃渡り(mm) 箱入り数（枚）

7006-19-005 BHPK-210 ¥1,710 210 12

7006-19-006 BHPK-240 ¥1,980 240 12

7006-19-007 BHPK-270 ¥1,900 270 12

7006-19-008 BHPK-300 ¥2,000 300 12

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:0256-46-3164

発注コード 品番 税抜価格 刃渡り(mm) 箱入り数（丁）

7006-19-001 BHP-210 ¥2,970 210 12

7006-19-002 BHP-240 ¥3,470 240 12

7006-19-003 BHP-270 ¥3,800 270 12

7006-19-004 BHP-300 ¥4,000 300 12

替刃

BHP-210

刃渡り

刃長
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ボードのこ
㈱新亀製作所

●ボードと壁の間隔に応じ刃物の長さを調整で
きます。

●押切刃１本内部に搭載。
●押切刃１本　引切刃１本。
●内装作業、電気工事用。
●グリップ部：ＡＢＳ樹脂
●刃部：特殊鋼
●日本

特 長

仕 様
用 途
材 質

製 造 国
BN-300

【 発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:06-6971-6131

発注コード 品番 税抜価格 梱包数（本）

7006-21-001 BN-300 ¥1,570 6
使用例長さの調整が可能

ポパイ 固定フレーム
●軽くて使い易いです。
●本体に刃が１本付属しています。
●金工用としてご使用いただけます。

特 長
仕 様
用 途

NK-PP 【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード 品番 税抜価格 使用鋸サイズ
(mm) 刃数（付属） 箱入り数（丁）

7006-22-001 NK-PP ¥600 250 32 6

鋸刃
ナチ

●塩ビパイプから鉄・ステンレス鋼まで使える
汎用品です。

●250mm幅のハンド鋸用。
●パイプや鉄、ステンレスの切断。
●ＳＫＳ
●日本

特 長

仕 様
用 途
材 質
製 造 国

NACHI

【 発注単位1箱 】 商品についてのお問い合わせ:0120-714-159

発注コード 品番 税抜価格 全長
(mm) 刃数 幅

（mm）
厚み

（mm）
箱入り数
（枚）

7006-23-001 NK-N24 ¥12,800 250 24 12 0.64 72

7006-23-002 NK-N18 ¥12,800 250 18 12 0.64 72

7006-23-003 NK-N32 ¥12,800 250 32 12 0.64 72
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引廻鋸
観龍

●柄が樹脂のため軽くて使いやすいです。
●電気工事・配管工事換気口などの切断作業用。
●ベニヤ・木材などの挽抜きに最適。

特 長
用 途

KNR100

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード 品番 税抜価格 刃長(mm) 刃厚(mm) 箱入り数（丁）

7006-24-001 KNR100 ¥1,220 100 1 12

7006-24-002 KNR180 ¥1,320 180 1 12

7006-24-003 KNR210 ¥1,340 210 1 12

7006-24-004 KNR240 ¥1,440 240 1 12

ハンディソー
神沢鉄工㈱

●金切り用と木材用で両面使えるオリジナル鋸刃。
●作業に応じて刃の長さを調節できます。
●スリム形状で刃がブレず安定して使用できます。

●金属。プラスチック・木材・スレート・石膏ボードなど。
●刃：ＳＫ−３
●日本

特 長 用 途
材 質
製 造 国

K-401-2

【 発注単位1組 】 商品についてのお問い合わせ:0794-83-1166

発注コード 品番 税抜価格 備考 梱包数
（組）

7006-25-004 K-403 ¥610 ６枚入 12

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:0794-83-1166

発注コード 品番 税抜価格 刃長
(mm)

刃厚
（mm） 鋸目 備考 梱包数

（丁）

7006-25-001 K-401 ¥840 250 0.8 荒目１４／細目２４ ー 12

7006-25-002 K-401-2 ¥1,170 250 0.8 荒目１４／細目２４ 替刃４枚付 12

7006-25-003 K-402 ¥920 250 0.8 荒目１４／細目２４ ー 12

替刃

草刈鎌
三葉馬

MBU004

●ハイカーボン鋼を使用し特殊焼入法を採用し
ているため切れ味が抜群です。

●草刈用。

特 長

用 途

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード 品番 税抜価格 刃長(mm) 刃幅(mm) 柄長(mm) 備考 箱入り数（丁）

7007-01-001 MBU004 ¥2,360 180 30 300 ー 20

7007-01-002 MBU006 ¥2,600 180 30 300 左用 20

中厚鎌
三葉馬

MBU009

●ハイカーボン鋼を使用し特殊焼入法を採用し
ているため切れ味が抜群です。

●刃を厚く仕上げ欠けにくいよう工夫しています。
●硬めの草刈用。

特 長

用 途

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード 品番 税抜価格 刃長(mm) 刃幅(mm) 柄長(mm) 箱入り数（丁）

7007-02-001 MBU009 ¥2,700 180 40 350 20
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研出鋸鎌
三葉馬

MBU014

●ハイカーボン鋼を使用し特殊焼入法を採用し
ているため切れ味が抜群です。

●稲刈りや草刈用。

特 長

用 途

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード 品番 税抜価格 刃長(mm) 刃幅(mm) 柄長(mm) 箱入り数（丁）

7007-03-001 MBU014 ¥660 170 25 185 20

厚鎌
三葉馬

MBU019

●ハイカーボン鋼を使用し特殊焼入法を採用し
ているため切れ味が抜群です。

●刃を厚く仕上げてあるため硬い草でも簡単に
刈ることができます。

●硬い草刈用。
●日本

特 長

用 途
製 造 国

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード 品番 税抜価格 刃長(mm) 刃幅(mm) 柄長(mm) 箱入り数（丁）

7007-04-001 MBU019 ¥3,400 160 35 330 20

除草鎌
三葉馬

MBU024

●ハイカーボン鋼を使用し特殊焼入法を採用し
ているため切れ味が抜群です。

●ステンレス刃を使用しさびにくくなっています。
●草刈用。
●日本

特 長

用 途
製 造 国

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード 品番 税抜価格 刃長(mm) 刃幅(mm) 柄長(mm) 箱入り数（丁）

7007-05-001 MBU024 ¥580 90 15 150 20
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ねじり鎌
三葉馬

MBU030

●刃は鋼付のため、切れ味が良く作
業効率がアップします。

●草削り用。
●日本

特 長

用 途
製 造 国

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード 品番 税抜価格 刃長
(mm)

刃幅
(mm)

柄長
(mm)

箱入り数
（丁）

7007-06-001 MBU030 ¥890 120 40 265 12

縄切鎌
正明

NKGM

●コンパクトにできているので縄切
りや草取りに便利です。

●縄切り、草取り用。
●日本

特 長

用 途
製 造 国

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード 品番 税抜価格 刃長
(mm)

刃幅
(mm)

柄長
(mm)

箱入り数
（丁）

7007-07-001 NKGM ¥470 120 25 150 50

造林鎌
ヤマム

YMM-25

●ひとつひとつ手作りで仕上げ強
度は抜群です。

●山林の下刈や高い箇所の作業用。
●日本

特 長

用 途
製 造 国

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:088-756-3459

発注コード 品番 税抜価格 刃長
(mm)

刃幅
(mm)

柄長
(mm) 備考

7007-08-001 YMM-25 ¥11,340 300 55 1200 下刈鎌

7007-08-002 YMM-251 ¥11,340 250 55 1200 片刃昇型

サヤ付きナタ
信定

NSN180

●職人がひとつひとつ作った切れ
味の良い良品です。

●竹割や枝打ち用。
●日本

特 長

用 途
製 造 国

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード 品番 税抜価格 刃長
(mm)

刃幅
(mm)

全長
(mm)

箱入り数
（丁）

7007-09-001 NSN150 ¥5,320 150 50 310 6

7007-09-002 NSN165 ¥5,340 165 50 350 6

7007-09-003 NSN180 ¥5,880 180 50 365 6

剪定鋏S型
アルスコーポレーション㈱

120S-7

●「プロ仕様の鍛造刃」刃の開きが
大きく、剪定作業がスムーズに行
えます。

●ヤニ溝付き。
●剪定作業に最適。
●刃：高炭素刃物鋼（鍛造刃）
●刃部表面処理：ハードクローム仕上げ
●板金+ビニールコーティング
●日本

特 長

仕 様
用 途
材 質

製 造 国

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:0120-833-202

発注コード 品番 税抜価格 全長
（mm）

刃長
(mm)

箱入り数
（丁）

重量
（g)

7007-10-001 120S-7 ¥5,200 180 45 10 210

7007-10-002 120S-8 ¥5,600 200 52 10 240

ミニチョキデラックス
アルスコーポレーション㈱

130DX

●軽量小型剪定はさみ。
●女性の手にもやさしくフィットします。
●刃が大きく開き、太い枝も楽に切

れます。
●打合いクッション。
●グリップ開き角度2段切替式。
●剪定作業に最適。
●刃：高炭素刃物鋼
●刃部表面処理：ハードクローム仕上げ
●グリップ：エラストマー
●日本

特 長

仕 様

用 途
材 質

製 造 国

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:0120-833-202

発注コード 品番 税抜価格 全長
（mm）

刃長
(mm)

箱入り数
（丁）

重量
（g)

7007-11-001 130DX ¥2,500 185 43 10 135

刃先拡大図

全長 全長

刃長 刃長

425

工事用品

鎌・ナタ・剪定（せんてい）ハサミ
Sickle・Hatchets・Pruning Shears

70 土木建築用品



※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

ファミリーデラックス
アルスコーポレーション㈱

140DX

●軽量小型園芸はさみ。
●直刃タイプで刃が大きく、草花の束ね切りに

最適です。
●女性の手にもやさしくフィットします。
●打合いクッション。
●グリップ開き角度2段切替式。

●園芸作業に最適。
●刃：高炭素刃物鋼
●刃部表面処理：ハードクローム仕上げ
●グリップ：エラストマー
●日本

特 長

仕 様

用 途
材 質

製 造 国

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:0120-833-202

発注コード 品番 税抜価格 全長（mm） 刃長(mm) 箱入り数（丁） 重量（g)

7007-12-001 140DX ¥2,500 192 42 10 135

電工・金工・DIY農作業・工作・工場内作業 クラフトチョキ
アルスコーポレーション㈱  NEW

ＫＧ-330H-BK

●ブリキのような硬いものから柔らかいものま
でスイスイ切断。

●握りやすくやわらかいグリップ。
●50万回切断可能（当社試験機にて梱包用Ｐ

Ｐバンド切断テスト実施）。
●ソフトグリップ。
●専用キャップ付き。

●電工。  ●金工。  ●DIY農作業。
●工作。  ●工場内作業。
●刃：高炭素刃物鋼
●刃部表面処理：ハードクローム仕上げ
●グリップ：ソフトグリップ
●日本

特 長

仕 様

用 途

材 質

製 造 国

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:0120-833-202

発注コード 品番 税抜価格 全長（mm） 刃長（mm） 箱入り数（丁） 重量（g)

7007-13-001 KG-330H-BK ¥1,860 160 40 10 50

ロングクラフト直刃
アルスコーポレーション㈱

340H-T

●長い刃先で封筒の開封などがスピーディー
にできます。

●握りやすくやわらかいグリップ。
●ソフトグリップ。
●ホビー。  ●事務作業。  ●工場内作業。

●刃：高炭素刃物鋼
●刃部表面処理：ハードクローム仕上げ
●グリップ：ソフトグリップ
●日本

特 長

仕 様
用 途

材 質

製 造 国

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:0120-833-202

発注コード 品番 税抜価格 全長（mm） 刃長(mm) 箱入り数（丁） 重量（g)

7007-14-001 340H-T ¥2,300 190 65 10 65

強力クラフト
アルスコーポレーション㈱

390

●刃先が曲がっているので丸い棒などをしっか
りつかみ、強力にカット。

●握りやすくやわらかいグリップ。
●ソフトグリップ。
●ワイヤーカット付き。
　切断目安♯１８（直径１．２㎜）×１本。

●ホビー。
●園芸作業。
●刃：高炭素刃物鋼
●刃部表面処理：ハードクローム仕上げ
●グリップ：ソフトグリップ
●日本

特 長

仕 様

用 途

材 質

製 造 国

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:0120-833-202

発注コード 品番 税抜価格 全長（mm） 刃長(mm) 箱入り数（丁） 重量（g)

7007-15-001 390 ¥2,060 160 40 10 52

電気工事用鋏
アルスコーポレーション㈱

330H-D

●電気工事からホビー・クラフトまで様々なシー
ンに活躍する電工用クラフト鋏です。

●握りやすくやわらかいグリップ。
●50万回切断可能（当社試験機にて梱包用Ｐ

Ｐバンド切断テスト実施）。
●ソフトグリップ。

●電工。  ●ホビー。  ●切断目安  より線２．０㎜
2／ステンレス板０．２㎜／ゴム板５．０㎜／プラ
スチック板１．０㎜／革２．０㎜／アルミ板０．５㎜。

●刃：高炭素刃物鋼  ●刃部表面処理：ハードク
ローム仕上げ  ●グリップ：ソフトグリップ

●日本

特 長

仕 様

用 途

材 質

製 造 国

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:0120-833-202

発注コード 品番 税抜価格 全長（mm） 刃長（mm） 箱入り数（丁） 重量（g)

7007-16-001 330H-D ¥1,860 160 40 10 50

全長

刃長

全長

全長

全長

全長

刃長

刃長

刃長

刃長

426 園芸ハサミ・ホビーハサミ
Horticulture Scissors・Hobby Scissors

工事用品
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※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

軽量刈込鋏KR-1000
アルスコーポレーション㈱

KR-1000

●軽くて強いハイテク鋏。
●グットデザイン賞受賞。
●垣根の整枝に好適。
●替刃式（別売）。
●アルミダイカストグリップ。
●打ち合いクッション。
●刃カバー付き。

●垣根の整枝。
●園芸作業。
●刃：高炭素刃物鋼
●刃部表面処理：ハードクローム仕上げ
●グリップ：アルミダイカスト
●日本

特 長

仕 様

用 途

材 質

製 造 国

【 発注単位1枚 】 商品についてのお問い合わせ:0120-833-202

発注コード 品番 税抜価格 全長（mm） 箱入り数（枚） 重量（g)

7007-17-003 KR-1000-1 ¥2,200 210 10枚 190

軽量刈込鋏ロングタイプK-1100
アルスコーポレーション㈱

K-1100

●軽くて強いハイテク鋏。
●グットデザイン賞受賞。
●垣根の整枝に好適。
●替刃式（別売）。
●アルミダイカスト＋アルミパイプグリップ。
●打ち合いクッション。
●刃カバー付き。

●垣根の整枝。
●園芸作業。
●刃：高炭素刃物鋼
●刃部表面処理：ハードクローム仕上げ
●グリップ：アルミダイカスト＋アルミ
●日本

特 長

仕 様

用 途

材 質

製 造 国

【 発注単位1枚 】 商品についてのお問い合わせ:0120-833-202

発注コード 品番 税抜価格 全長（mm） 刃長(mm) 箱入り数（枚） 重量（g)

7007-18-002 K-1100-1 ¥2,820 240 180 10 220

伸縮高枝鋏ズームチョキチルトR剪定タイプ
アルスコーポレーション㈱  修理可能

●高所の切断作業を強力サポート！切った枝を
しっかりキャッチ！

●刃は高級剪定鋏などに用いられる「鍛造刃」を
採用、フッ素樹脂加工でヤニがつき難いです。

●約1.8〜3.0m野まで伸縮。高所の剪定作業
に便利。

●5段階伸縮。
●刃部左右に最大30°首振り機能付き。
●刃長25㎝専用鋸刃付き。
●替刃式。
●グリップ開き角度2段切替式。
●高所の剪定作業。
●刃：高炭素刃物鋼（表面処理：フッ素樹脂加工）
●パイプ部アルミ
●グリップ：アルミダイカスト＋エラストマー
●日本

特 長

仕 様

用 途
材 質

製 造 国

【 発注単位1枚 】 商品についてのお問い合わせ:0120-833-202

発注コード 品番 価格 全長
（mm）

刃長
(mm)

箱入り数
（枚）

重量
（g)

7007-19-002 180ZTR-1 オープン 143 60 5 110

7007-19-003 ZTR-25S-1 オープン 293 250 10 60

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:0120-833-202

発注コード 品番 税抜価格 全長（mm） 刃長(mm) 箱入り数（丁） 重量（g)

7007-17-001 KR-1000 ¥7,600 630 155 5 735

替刃

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:0120-833-202

発注コード 品番 税抜価格 全長（mm） 刃長(mm) 箱入り数（丁） 重量（g)

7007-18-001 K-1100 ¥9,100 750 180 5 750

替刃

替刃
【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:0120-833-202

発注コード 品番 価格 全長（mm） 刃長
(mm)

箱入り数
（丁）

重量
（g)

7007-19-001 180ZTR-3.0-5D オープン 1,832〜3,082 60 5 1,310

KR-1000-1

K-1100-1

180ZTR-1

ZTR-25S-1
180ZTR-3.0-5D

全長

全長

全長

刃長

刃長

刃長

427高枝ハサミ・刈込ハサミ
Trimming Scissors・Grass Scissors

工事用品
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※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

ダイヤスプレー プレッシャー式噴霧器 コンクリート剥離剤用
㈱フルプラ

#5501

●2種類のノズル付き（扇上噴霧ノズル・円錐状
噴霧ノズル）。

●液が入れやすいジョーゴ型注入口。
●自動安全弁装置付き。
●ポンプはシリンダー径26mmで軽い加圧が

できます。
●コンクリート剥離剤の噴霧に適しています。

●ポンプその他：ガラス繊維強化ポリプロピレン
（FRPP）その他

●タンク：ポリエチレン（PE）
●日本

特 長

用 途

材 質

製 造 国

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:03-3834-0331

発注コード 品番 税抜価格 容量（ℓ) ノズル長さ（cm) ホース長さ（m） 高さ(cm) 梱包数（台）

7008-01-001 #5501 ¥7,600 5 53 2 49 6

7008-01-002 #5701 ¥8,500 7 53 2 57 6

ダイヤスプレー プレッシャー式噴霧器
㈱フルプラ

#7400

●液が入れやすいジョーゴ型注入口。
●自動安全弁装置付き。
●単頭式ノズル。
●庭木、園芸の殺虫、消毒剤散布用。
●ポンプその他：ガラス繊維強化ポリプロピレン
（FRPP）その他

●タンク：ポリエチレン（PE)
●日本

特 長

用 途
材 質

製 造 国

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:03-3834-0331

発注コード 品番 税抜価格 容量（ℓ) ノズル長さ（cm) ホース長さ（m） 高さ(cm) 梱包数（台）

7008-02-001 #7400 ¥6,600 4 39 2 44 6

7008-02-002 #7500 ¥7,000 5 39 2 49 6

7008-02-003 #7700 ¥7,900 7 39 2 57 6

肩掛噴霧器
共立

S-92

●プロから家庭園芸用まで簡単に使えます。
●殺虫剤や除草剤の散布用。
●ステンレス
●日本

特 長
用 途
材 質
製 造 国

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:052-502-4111

発注コード 品番 税抜価格 寸法(mm) タンク容量（L） ノズル 重量（kg）

7008-03-001 S-42 ¥8,100 205×115×343 4 一頭口 1.2

7008-03-002 S-62 ¥9,100 205×225×428 6 一頭口 1.4

7008-03-003 S-92 ¥10,500 270×150×456 9 一頭口 2.2

#5701

428 噴射器
Sprayer

工事用品
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※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

電気チェンブロック αシリーズ（二速形）
象印チェンブロック㈱

 別作可能

 修理可能

ASB-K1630

●チェーンの巻き上げ下げが高速でできるので
作業効率が向上します。

●低速・高速の使い分けができます。
●ＪＩＳ規格品（JIS B 8815）。
●２点押しボタン式。
●電源コード：５Ｍ。
●チェーン：特殊合金鋼
●日本

特 長

仕 様

材 質
製 造 国

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0120-984-204

発注コード 品番 税抜価格 定格荷重
（t）

標準揚程
（m）

巻き上げ速度(m/min) 電源 重量
（kg）50HZ 60HZ

7101-02-001 ASB-K0630 ¥98,000 0.06 3 ５・１３ ５・１３ 単相１００Ｖ 14.5

7101-02-002 ASB-K1030 ¥98,000 0.1 3 ４・１３ ４・１３ 単相１００Ｖ 14.5

7101-02-003 ASB-K1630 ¥143,800 0.16 3 ５・１５ ５・１５ 単相１００Ｖ 16.5

7101-02-004 ASB-K2530 ¥143,800 0.25 3 ４・１０ ４・１０ 単相１００Ｖ 16.5

7101-02-005 ASB-K4930 ¥162,600 0.49 3 ２・５ ２・５ 単相１００Ｖ 20

7101-02-006 AHB-K0630 ¥106,000 0.06 3 ５・１３ ５・１３ 単相２００Ｖ 14.5

7101-02-007 AHB-K1030 ¥106,000 0.1 3 ４・１３ ４・１３ 単相２００Ｖ 14.5

7101-02-008 AHB-K1630 ¥160,800 0.16 3 ５・１５ ５・１５ 単相２００Ｖ 16.5

7101-02-009 AHB-K2530 ¥160,800 0.25 3 ４・１０ ４・１０ 単相２００Ｖ 16.5

7101-02-010 AHB-K4930 ¥178,600 0.49 3 ２・５ ２・５ 単相２００Ｖ 20

電気チェンブロック αシリーズ（無段速形）
象印チェンブロック㈱

 別作可能

 修理可能

ASV-K1630

●チェーンの巻き上げ下げが高速でできるの
で作業効率が向上します。

●作業内容に合ったスピードに設定することが
できます。

●ＪＩＳ規格品（JIS B 8815）。
●４点押しボタン式。
●電源コード：５Ｍ。

●チェーン：特殊合金鋼
●日本

特 長

仕 様

材 質
製 造 国

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0120-984-204

発注コード 品番 税抜価格 定格荷重
（t）

標準揚程
（m）

巻き上げ速度(m/min) 電源 重量
（kg）50HZ 60HZ

7101-03-001 ASV-K0630 ¥112,600 0.06 3 １〜１３ １〜１３ 単相１００Ｖ 15

7101-03-002 ASV-K1030 ¥112,600 0.1 3 １〜１３ １〜１３ 単相１００Ｖ 15

7101-03-003 ASV-K1630 ¥151,000 0.16 3 １〜１５ １〜１５ 単相１００Ｖ 17

7101-03-004 ASV-K2530 ¥151,000 0.25 3 １〜１０ １〜１０ 単相１００Ｖ 17

7101-03-005 ASV-K4930 ¥169,800 0.49 3 ０．５〜５ ０．５〜５ 単相１００Ｖ 20.5

7101-03-006 AHV-K0630 ¥120,500 0.06 3 １〜１３ １〜１３ 単相２００Ｖ 15

7101-03-007 AHV-K1030 ¥120,500 0.1 3 １〜１３ １〜１３ 単相２００Ｖ 15

7101-03-008 AHV-K1630 ¥168,900 0.16 3 １〜１５ １〜１５ 単相２００Ｖ 17

7101-03-009 AHV-K2530 ¥168,900 0.25 3 １〜１０ １〜１０ 単相２００Ｖ 17

7101-03-010 AHV-K4930 ¥187,600 0.49 3 ０．５〜５ ０．５〜５ 単相２００Ｖ 20.5

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0120-984-204

発注コード 品番 税抜価格 定格
荷重（t）

標準
揚程（m）

巻き上げ速度(m/min) 電源 重量
（kg）50HZ 60HZ

7101-01-001 AS-K0630 ¥82,600 0.06 3 13 13 単相１００Ｖ 14.5

7101-01-002 AS-K1030 ¥82,600 0.1 3 13 13 単相１００Ｖ 14.5

7101-01-003 AS-K1630 ¥121,000 0.16 3 15 15 単相１００Ｖ 16.5

7101-01-004 AS-K2530 ¥121,000 0.25 3 10 10 単相１００Ｖ 16.5

7101-01-005 AS-K4930 ¥139,800 0.49 3 5 5 単相１００Ｖ 20

7101-01-006 AS-K0630 ¥93,700 0.06 6 13 13 単相１００Ｖ 16.5

7101-01-007 AS-K1030 ¥93,700 0.1 6 13 13 単相１００Ｖ 16.5

7101-01-008 AS-K1630 ¥132,100 0.16 6 15 15 単相１００Ｖ 18.5

7101-01-009 AS-K2530 ¥132,100 0.25 6 10 10 単相１００Ｖ 18.5

7101-01-010 AS-K4930 ¥156,900 0.49 6 5 5 単相１００Ｖ 23

7101-01-011 AH-K0630 ¥90,500 0.06 3 13 13 単相２００Ｖ 14.5

7101-01-012 AH-K1030 ¥90,500 0.1 3 13 13 単相２００Ｖ 14.5

7101-01-013 AH-K1630 ¥138,900 0.16 3 15 15 単相２００Ｖ 16.5

7101-01-014 AH-K2530 ¥138,900 0.25 3 10 10 単相２００Ｖ 16.5

7101-01-015 AH-K4930 ¥157,600 0.49 3 5 5 単相２００Ｖ 20

電気チェンブロック αシリーズ（一速形）
象印チェンブロック㈱

 別作可能

 修理可能

AS-K0630

●チェーンの巻き上げ下げが高速で
できるので作業効率が向上します。

●ＪＩＳ規格品（JIS B 8815）。
●２点押しボタン式。
●電源コード：５Ｍ。
●チェーン：特殊合金鋼
●日本

特 長

仕 様

材 質
製 造 国

429

工事用品

電気チェンブロック
Electric Chain Hoists

71 チェンブロック・
ウインチ



※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

小型電気チェンブロック（一速形）
象印チェンブロック㈱

 別作可能

 修理可能

●コンパクト最軽量タイプでフック間最小距離
がクラス最小です。

●ＪＩＳ規格品（JIS B 8815）。
●２点押しボタン式。
●電源コード：３Ｍ。
●チェーン：Ｖ級表面硬化チェーン
●日本

特 長

仕 様

材 質
製 造 国

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0120-984-204

発注コード 品番 税抜価格 定格荷重
（t）

標準揚程
（m）

巻き上げ速度（m/min） 電源 重量
（kg）50HZ 60HZ

7101-04-001 BS-K1230 ¥75,400 0.125 3 6.5 6.5 単相１００Ｖ 7.5

7101-04-002 BS-K1260 ¥96,400 0.125 6 6.5 6.5 単相１００Ｖ 8.1

7101-04-003 BS-K12A0 ¥124,400 0.125 10 6.5 6.5 単相１００Ｖ 8.9

7101-04-004 BS-K2030 ¥82,200 0.2 3 3.8 3.8 単相１００Ｖ 7.5

7101-04-005 BS-K2060 ¥103,200 0.2 6 3.8 3.8 単相１００Ｖ 8.1

7101-04-006 BS-K20A0 ¥131,200 0.2 10 3.8 3.8 単相１００Ｖ 8.9

手動走行式電気チェンブロック（一速形）
象印チェンブロック㈱

 別作可能

 修理可能

●上下共外れ止め付で玉掛けの簡単な大きな
フックです。

●下フックはベアリングで滑らかに回転します。
●ＪＩＳ規格品（JIS B 8815）。
●プレーントロリー結合型。
●２点押しボタン式。
●電源コード：５Ｍ。
●チェーン：特殊合金鋼
●日本

特 長

仕 様

材 質
製 造 国

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0120-984-204

発注コード 品番 税抜価格 定格荷重
（t）

標準揚程
（m）

巻き上げ速度（m/min） 電源 重量
（kg）50HZ 60HZ

7101-05-001 SAP-K2530 ¥159,000 0.25 3 7 8.4 単相１００Ｖ 51

7101-05-002 SAP-K2560 ¥171,000 0.25 6 7 8.4 単相１００Ｖ 59

7101-05-003 SAP-00530 ¥174,800 0.5 3 3.5 4.1 単相１００Ｖ 51

7101-05-004 SAP-00560 ¥186,800 0.5 6 3.5 4.1 単相１００Ｖ 59

7101-05-005 SAP-01030 ¥194,900 1 3 1.8 2.1 単相１００Ｖ 59

7101-05-006 SAP-01060 ¥213,800 1 6 1.8 2.1 単相１００Ｖ 62

電気トロリー式電気チェンブロック（一速形）
象印チェンブロック㈱

 別作可能

 修理可能

ASM-K4930

●チェーンの巻き上げ下げが高速でできるので
作業効率が向上します。

●過負荷防止機能付。
●ＪＩＳ規格品（JIS B 8815）。
●電動走行式トロリー。
●４点押しボタン式。
●適応横行レール幅　７５ー１００ー１２５。
●電源コード：５Ｍ。
●チェーン：特殊合金鋼
●日本

特 長

仕 様

材 質
製 造 国

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0120-984-204

発注コード 品番 税抜価格 定格荷重
（t）

標準揚程
（m）

巻き上げ速度（m/min） 電源 重量
（kg）50HZ 60HZ

7101-06-001 ASM-K0630 ¥215,200 0.06 3 13 13 単相１００Ｖ 33.5

7101-06-002 ASM-K1030 ¥215,200 0.1 3 13 13 単相１００Ｖ 3.5

7101-06-003 ASM-K1630 ¥253,600 0.16 3 15 15 単相１００Ｖ 36.5

7101-06-004 ASM-K2530 ¥253,600 0.25 3 10 10 単相１００Ｖ 35.5

7101-06-005 ASM-K4930 ¥27,230 0.49 3 5 5 単相１００Ｖ 54.5

430 電気チェンブロック
Electric Chain Hoists

工事用品

71チェンブロック・
ウインチ



※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

チェンブロック K-Ⅱ
象印チェンブロック㈱

 別作可能

 修理可能

●湿式ブレーキを採用し安定したブレーキ効果
があります。

●高性能で抜群の耐久性を誇ります。

●ＪＩＳ規格品（JIS B 8802）。
●チェーン：特殊合金鋼
●日本

特 長 仕 様
材 質
製 造 国

K-1

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0120-984-204

発注コード 品番 税抜価格 定格荷重（t）標準揚程（m）ロードチェーン
（m）

ハンドチェーン
（m） 重量（kg）

7102-01-001 K-0.25 ¥17,600 0.25 2.5 2.5 2.5 9

7102-01-002 K-0.5 ¥17,600 0.5 2.5 2.5 2.5 9

7102-01-003 K-1 ¥20,500 1 2.5 2.5 2.5 11.4

7102-01-004 K-1.6 ¥32,300 1.6 2.5 2.5 2.5 14.7

7102-01-005 K-2 ¥41,500 2 3 3 3 21

7102-01-006 K-2.5 ¥48,500 2.5 3 3 3 25.4

7102-01-007 K-3.15 ¥54,900 3.15 3 3 3 24

7102-01-008 K-5 ¥90,900 5 3 3 3 39.5

ホイストマン
象印チェンブロック㈱

 別作可能

 修理可能

●超小型で軽量のため持ち運びが便利です。
●ハンドチェーンはステンレス製のため、錆び

ません。
●手引力が小さく作業がスムーズに行えます。
●ロードチェーン：特殊合金鋼
●日本

特 長

材 質
製 造 国

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0120-984-204

発注コード 品番 税抜価格 定格荷重（t）標準揚程（m）ロードチェーン
（m）

ハンドチェーン
（m） 重量（kg）

7102-02-001 HM-8 ¥27,600 0.08 2.5 2.5 2 2.8

7102-02-002 HM-15 ¥29,200 0.15 2.5 2.5 2 2.8

7102-02-003 HM-25 ¥32,200 0.25 2.5 2.5 2 2.4

7102-02-004 HM-38 ¥33,000 0.38 2.5 2.5 2.5 6.2

プレーントロリー
象印チェンブロック㈱  別作可能

●Ｉ型鋼への取り付けがアジャスト式のため、
３種類のＩ型鋼への取り付けが可能。

●アジャストカラーを装着することにより太い
レールへの取り付けが可能。

●日本特 長 製 造 国

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0120-984-204

発注コード 品番 税抜価格 定格荷重（t） 適応レール幅（mm） 最小回転半径
（mm） 重量（kg）

7102-03-001 P-0.5 ¥13,900 0.5 ７５・１００・１２５ 900 8

7102-03-002 P-1 ¥17,800 1 ７５・１００・１２５ 1100 11

7102-03-003 P-1.6 ¥25,600 1.6 １００・１２５・１５０ 1200 19

7102-03-004 P-2 ¥25,600 2 １００・１２５・１５０ 1200 19

7102-03-005 P-2.5 ¥34,300 2.5 １００・１２５・１５０ 1700 27

7102-03-006 P-3.1 ¥34,300 3.1 １００・１２５・１５０ 1700 27

7102-03-007 P-5 ¥59,300 5 １２５・１５０・１７５ 2300 48.5

ギヤードトロリー
象印チェンブロック㈱  別作可能

●Ｉ型鋼への取り付けがアジャスト式のため、
３種類のＩ型鋼への取り付けが可能。

●日本

特 長

製 造 国

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0120-984-204

発注コード 品番 税抜価格 定格荷重（t） 適応レール幅（mm） 最小回転半径
（mm） 重量（kg）

7102-04-001 G-0.5 ¥21,400 0.5 ７５・１００・１２５ 900 12

7102-04-002 G-1 ¥24,200 1 ７５・１００・１２５ 1100 16

7102-04-003 G-1.6 ¥35,900 1.6 １００・１２５・１５０ 1200 24.5

7102-04-004 G-2 ¥36,500 2 １００・１２５・１５０ 1200 25

7102-04-005 G-2.5 ¥51,500 2.5 １００・１２５・１５０ 1700 33.5

7102-04-006 G-3.1 ¥51,500 3.1 １００・１２５・１５０ 1700 33.5

7102-04-007 G-5 ¥79,300 5 １２５・１５０・１７５ 2300 55.8

HM-15 HM-38

P型

G型

431手動チェンブロック・プレーントロリー
Manual Chain Hoists・Plain Trolley

工事用品

71 チェンブロック・
ウインチ



※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

レバーブロック Y-Ⅱ
象印チェンブロック㈱

 別作可能

 修理可能

●使いやすい縦横斜め万能型です。
●チェーンは特殊表面塗装で錆びにくくなって

います。
●JIS規格品（JIS B 8819）。
●ロードチェーン：特殊合金鋼
●日本

特 長

仕 様
材 質
製 造 国

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0120-984-204

発注コード 品番 税抜価格 定格荷重（t） 標準揚程（m）フック間最小距離
（mm） 重量（kg）

7103-01-001 Y2-K1010 ¥11,000 0.1 1 190 0.8

7103-01-002 Y2-K1510 ¥11,700 0.15 1 195 0.9

7103-01-003 Y2-K2510 ¥14,700 0.25 1 235 2

7103-01-004 Y2-00515 ¥18,300 0.5 1.5 265 3.6

7103-01-005 Y2-00815 ¥30,700 0.8 1.5 294 6.2

7103-01-006 Y2-01015 ¥34,000 1 1.5 312 6.4

7103-01-007 Y2-01615 ¥42,300 1.6 1.5 355 9.5

7103-01-008 Y2-03215 ¥64,600 3.15 1.5 411 15.5

7103-01-009 Y2-06315 ¥104,800 6.3 1.5 564 26.5

7103-01-010 Y2-09015 ¥137,800 9 1.5 689 42

レバーブロック YA
象印チェンブロック㈱

 別作可能

 修理可能

●ワンタッチ遊転を採用し操作性をアップ
しました。

●ブレーキ周りを防錆処理することで噛み込み
を防止しています。

●フック先端部を短くすることで玉掛けワイ
ヤーなどが外れにくくなっています。

●JIS規格品（JIS B 8819）。
●ロードチェーン：特殊合金鋼
●日本

特 長

仕 様
材 質
製 造 国

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0120-984-204

発注コード 品番 税抜価格 定格荷重（t） 標準揚程（m）フック間最小距離
（mm） 重量（kg）

7103-02-001 YA-08015 ¥20,000 0.8 1.5 290 6

7103-02-002 YA-01015 ¥21,500 1 1.5 312 6.2

7103-02-003 YA-01615 ¥24,300 1.6 1.5 352 9.2

7103-02-004 YA-03215 ¥38,600 3.2 1.5 363 15.5

7103-02-005 YA-06315 ¥64,300 6.3 1.5 564 26.5

7103-02-006 YA-09015 ¥91,500 9 1.5 689 42

ハンドウインチ
㈱スリーエッチ

●MW100、MW500は爪ブレーキ式です。
MW500Bはオートブレーキ式です。

●本体は塗装、ドラム・ハンドルはメッキ仕上げ
になっています。

●オプションの固定滑車FB500、マウントコン
ソールMC500を組み合わせてご使用いた
だけます。

●ワイヤーロープを使用して懸垂幕などの巻
上作業。

●スチール
●MW100・MW500は負荷がかかっている状

態で爪ブレーキを解除する場合、ハンドルを
しっかり保持してください。

特 長

仕 様

用 途

材 質
注意事項

【 発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:06-6538-3766

発注コード 品番 税抜価格 サイズ（mm×m） 重量（kg）

7103-03-005 DLW600 ¥4,000 4×10 0.59

7103-03-006 DLW1300 ¥5,750 5×10 0.98

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:06-6538-3766

発注コード 品番 税抜価格 定格荷重（kg） ハンドル長
（mm）

ワイヤー収容量
（mm×m） 重量（kg）

7103-03-001 MW100 ¥6,500 100 250 4×16 1.8 

7103-03-002 MW500 ¥8,400 500 250 5×18 3

7103-03-003 MW500B ¥13,000 500 250 5×18 3.5
発注コード 品番 税抜価格 適合本体 重量（kg）

7103-03-004 MC500 ¥3,200 MW100/MW500/MW500B 2

取替えワイヤー

MW100 MW500

MW500B 取替えワイヤー

YA-08015 YA-1615

Y2-00815

432 ウインチ（レバーホイスト）
Winch

工事用品

71チェンブロック・
ウインチ



※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

エアーインパクトレンチ
日東工器㈱

AIP-1230

●カムレスツインハンマーと排気ブレーキ機能
を取り入れたエアーモーターが醸し出す、高
トルクと優れたコントロール性。

●逆転はいつも全開。レギュレータがどの位置
にあっても左回転はフルパワー。

●自動車整備などに適しています。
●日本

特 長

用 途
製 造 国

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0120-210-216

発注コード 品番 税抜価格 ドライブ角
（mm） 能力ボルト径 無負荷回転数

（min-1）
空気使用量
（㎥/min） 重量（kg）

7201-01-001 AIP-1230 ¥51,100 9.5 M12 14500 0.8 1.2

7201-01-002 AIP-1640 ¥53,100 12.7 M16 14500 0.8 1.2

7201-01-003 AIP-1641 ¥57,200 12.7 M16 9500 0.9 2

7201-01-004 AIP-2560 ¥104,000 19 M25 7250 1.13 3.2

エアーインパクトレンチ
東空販売㈱  修理可能

MI-165H

●リニアバルブ式トリガー採用で回転数の微調
整が容易です。

●ピンクラッチハンマー採用で連続打撃効率を
高め、トルクの立ち上がりも抜群です。

●自動車整備などに適しています。
●日本

特 長

用 途
製 造 国

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:06-6976-1334

発注コード 品番 税抜価格 ドライブ角
（mm） 能力ボルト径 無負荷回転数

（min-1）
空気使用量
（㎥/min） 重量（kg）

7201-02-001 MI-165H ¥32,000 12.7 M16 7500 0.8 2.3

エアーインパクトレンチ
㈱ベッセル  修理可能

●一回転一打撃式のため、強力な締め付けが
可能です。

●自動車整備などに最適。
●日本

特 長

用 途
製 造 国

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:06-6976-7771

発注コード 品番 税抜価格 ドライブ角
（mm）

能力ボルト径
（mm）

無負荷回転数
（rpm）

空気使用量
（㎥/min） 重量（kg）

7201-03-001 GT-P6Ⅱ ¥47,500 9.5 ６〜８ 8500 0.38 1.43

7201-03-002 GT-P8Ⅱ ¥50,800 12.7 ８〜１０ 7500 0.4 1.89

7201-03-003 GT-P12 ¥53,300 12.7 14 7500 0.4 2.3

7201-03-004 GT-P14J ¥55,500 12.7 16 6500 0.42 2.95

7201-03-005 GT-P18J ¥69,300 19 20 5000 0.52 4.2

GT-P12GT-P6Ⅱ

433エアインパクトレンチ
Air Impact Wrenches

工事用品

72 空圧工具



※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

コイルネイラ（常圧）
マックス㈱  修理可能

CN-238

●19〜38mmの釘に対応。
●内装・木造板金兼用機。
●スリムな先端形状で、「山打ち」も「谷打ち」も正確に

狙えます！
●付属品：保護メガネ　六角棒スパナ　コンタクトトップ
　ネイルサポート　ジェットオイラ。
●使用ホース：内径７mm以上　長さ３０m以内。
●内装・内装フロア・木造板金に使用できます。
●日本

特 長

仕 様

用 途
製 造 国

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 サイズ（mm） ネイル装填数
（本）

使用空気圧
（Mpa） 重量（kg）

7202-01-001 CN-238 ¥65,000 249×106×264 200 0.39〜0.78 1.2

コイルネイラ（常圧）
マックス㈱  修理可能

CN-351/G-FCP40V3

●32〜40mmの釘に対応。
●石こうボード用2×4工法釘打機では、No.1の小型・

軽量機。
●確かな垂直打ちを可能にした「イーグルガイド」機構。
●付属品：保護メガネ　六角棒スパナ　ジェットオイラ。
●使用ホース：内径７mm以上　長さ３０m以内。
●内装、2×4に使用できます。
●日本

特 長

仕 様

用 途
製 造 国

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 サイズ（mm） ネイル装填数
（本）

使用空気圧
（Mpa） 重量（kg）

7202-02-001 CN-351/G-FCP40V3 ¥82,000 224×126×260 200 0.49〜0.68 1.3

コイルネイラ（常圧）
マックス㈱  修理可能

CN-450

●32〜50mmの釘に対応。
●ワイヤ連結釘専用タイプ。
●付属品：保護メガネ　六角棒スパナ　ジェットオイラ。
●使用ホース：内径７mm以上　長さ３０m以内。
●下地専用!!
●日本

特 長
仕 様

用 途
製 造 国

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 サイズ（mm） ネイル装填数
（本）

使用空気圧
（Mpa） 備考 重量（kg）

7202-03-001 CN-450 ¥56,000 284×108×312 400 0.39〜0.78 ー 1.6

7202-03-002 CN-450AD(FP) ¥63,000 284×108×312 400 0.39〜0.78 アジャスタ機構付 1.6
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コイルネイラ（常圧）
マックス㈱  修理可能

CN-890S

●従来建築と２×４がこれ１台で作業できます。
●45〜90mmの釘に対応。
●N50釘、N65釘、N75釘、N９０釘、CN50釘、

CN65釘、CN75釘、CN90相当釘。
●付属品：保護メガネ　ジェットオイラ。
●使用ホース；内径８．５mm以上　長さ３０m以内。
●フリープラグ付。
●躯体、コンクリート、2×4、下地、鋼板（3.2mm厚ま

で）に使用できます。
●日本

特 長

仕 様

用 途

製 造 国

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 サイズ（mm） ネイル装填数（本） 使用空気圧
（Mpa） 重量（kg）

7202-04-001 CN-890S ¥140,000 367×129×373 150/200/250/300 0.49〜0.78 3.3

コイルネイラ（常圧）
マックス㈱  修理可能

CN-450S（FP）

●25〜50mmの釘に対応。
●ワイヤ連結・プラシート連結両用機。
●排気音を抑えた静音設計。
●コンパクトタイプの５０mm釘打機。
●2方向で使えるフロア用アタッチメント付属。
●付属品：保護メガネ　六角棒スパナ　アタッチメントＢ
　ジェットオイラ。
●使用ホース：内径７mm以上　長さ３０m以内。
●フリープラグ付。
●内装、内装フロア、下地に使用できます。
●日本

特 長

仕 様

用 途
製 造 国

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 サイズ（mm） ネイル装填数
（本）

使用空気圧
（Mpa） 重量（kg）

7202-05-001 CN-450S（FP） ¥75,000 299×133×311 200 0.39〜0.78 1.7

コイルネイラ（常圧）
マックス㈱  修理可能

CN-550S（FP）

●32〜65mmの釘に対応。
●間柱の斜め打ちでも釘頭が沈み込むハイパワー。
●排気音を抑えた静音設計。
●多用途釘打機。
●付属品：保護メガネ　アタッチメントＢ　コンタクトトップ。
●使用ホース：内径７mm以上　長さ３０m以内。
●フリープラグ付。
●躯体、コンクリート、下地、鋼板（2.3mm厚まで）、
　サイディングに使用できます。
●日本

特 長

仕 様

用 途

製 造 国

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 サイズ（mm） ネイル装填数
（本）

使用空気圧
（Mpa） 重量（kg）

7202-06-001 CN-550S（FP） ¥89,000 270×125×315 200/300/400 0.39〜0.78 2
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※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

エアネイラ（常圧）
マックス㈱  修理可能

TA-238F2(D)/4MAフロア

●エアダスタ機構搭載機。
●低反動だから機械のヘッドを押さえず片手でラクに

打ち込めます。
●長さ25〜38㎜のフロアステープルに対応。
●複合（合板）フロア材に最適！
●付属品：保護メガネ、平打ちアタッチメント、除針工

具、ジェットオイラ。
●内装フロアに使用できます。

特 長

仕 様

用 途

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 サイズ（mm） 装填数（本） 使用空気圧
（Mpa） 重量（kg）

7202-07-001 TA-238F2(D)/4MAフロア ¥68,500 254×69×284 84 0.4〜0.8 1.4

エアネイラ（常圧）
マックス㈱  修理可能

TA-35FP/425J内装

●長さ13〜25㎜のステープルに対応。
●付属品：六角棒スパナ、ジェットオイラ。
●内装に使用できます。

特 長
仕 様
用 途

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 サイズ（mm） 装填数（本） 使用空気圧
（Mpa） 重量（kg）

7202-08-001 TA-35FP/425J内装 ¥46,000 165×66×245 100 0.39〜0.68 1.4

エアネイラ（常圧）
マックス㈱  修理可能

TA-225/425J

●長さ13〜25mmのステープルに対応。
●付属品：ジェットオイラ。
●内装、外壁下地に使用できます。

特 長
仕 様
用 途

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 サイズ（mm） 装填数（本） 使用空気圧
（Mpa） 重量（kg）

7202-09-001 TA-225/425J ¥36,000 183×60×264 100 0.39〜0.78 1.1

7202-09-002 TA-225/725M ¥36,000 183×60×264 100 0.39〜0.78 1.1

7202-09-003 TA-225/1025J ¥36,000 183×60×264 100 0.39〜0.78 1.1
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※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

ピンネイラ（常圧）
マックス㈱  修理可能

TA-235A/P35F3

●35mm常圧ピンネイラ。
●長さ12〜20mmのピンネイルに対応。
●長さ25〜35mmのピンネイルに対応。
●付属品：保護メガネ、六角棒スパナ、ジェットオイラ、

キャリングケース。
●家具木工、内装仕上げに使用できます。

特 長

仕 様

用 途

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 サイズ（mm） 装填数（本） 使用空気圧
（Mpa） 重量（kg）

7202-10-001 TA-235A/P35F3 ¥43,000 192×62×241 100 0.45〜0.7 1.2

ピンネイラ（常圧）
マックス㈱  修理可能

TA-250P2（D）

●エアダスタ機構搭載機。
●長さ15〜50㎜のピンネイルに対応。
●押し方を選べる機構が搭載されています。
●新形状一体型コンタクトトップ搭載（PAT.T）。
●付属品：保護メガネ、ジェットオイラ、キャリングケース。
●家具木工、内装仕上げに使用できます。

特 長

仕 様
用 途

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 サイズ（mm） 装填数（本） 使用空気圧
（Mpa） 重量（kg）

7202-11-001 TA-250P2（D） ¥57,500 216×66×284 100 0.45〜0.8 1.3

フィニッシュネイラ（常圧）
マックス㈱  修理可能

TA-255SF1（D）

●エアダスタ機構搭載機。
●長さ15〜55㎜のフィニッシュネイルに対応。
●長さ15〜50㎜のスーパーフィニッシュネイルに対応。
●付属品：保護メガネ、ジェットオイラ、六角棒スパナ。
●内装仕上げに使用できます。

特 長

仕 様
用 途

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 サイズ（mm） 装填数（本） 使用空気圧（Mpa） 重量（kg）

7202-12-001 TA-255SF1（D） ¥66,500 237×65×284 100 0.4〜0.8 1.3
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※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

ターボドライバ（常圧）
マックス㈱  修理可能

TD-341G2

●業界初「ねじ残量お知らせLEDランプ」搭載！（PAT.）
●ハイレベルな面一性能で、さらに安定した仕上がり。
●締め込みスピード従来機比10%アップ！
●使用ねじ長さ：25mm〜41mm。
●付属品：保護メガネ、ビット（B41×2）、コンタクトトップL、

六角棒スパナ、ジェットオイラ。
●石こうボード、2×4に使用できます。

特 長

仕 様

用 途

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 サイズ（mm） 装填数（本） 使用空気圧
（Mpa） 重量（kg）

7202-13-001 TD-341G2 ¥89,800 312×116×270 100 0.6〜0.8 1.8

ターボドライバ（高圧）
マックス㈱  修理可能

HV-R32G1

●32mmまでの小型・軽量ターボ（全高285mm）。
●業界初「ねじ残量お知らせLEDランプ」搭載！（PAT.）
●【木下地】・【薄鋼板下地】の切り替え不要（マックスだけ！）。
●メンテナンスお知らせ機能付き（マックスだけ！）。
●付属品：保護メガネ、ビット（B32×2）、コンタクトトップL、

六角棒スパナ、ジェットオイラ。
●石こうボード、2×4に使用できます。

特 長

仕 様

用 途

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 サイズ（mm） 装填数（本） 使用空気圧
（Mpa） 重量（kg）

7202-14-001 HV-R32G1 ¥92,000 285×116×300 100 1.8〜2.3 1.8

ターボドライバ（高圧）
マックス㈱  修理可能

HV-R41G2

●ハイレベルな面一性能で、さらに安定した仕上がり。
●締め込みスピード従来機比10%アップ！
●業界初「ねじ残量お知らせLEDランプ」搭載！（PAT.）
●使用ねじ長さ：25mm〜41mm。
●付属品：保護メガネ、ビット（B41×2）、コンタクトトップL、

六角棒スパナ、ジェットオイラ。
●石こうボード、2×4に使用できます。

特 長

仕 様

用 途

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 サイズ（mm） 装填数（本） 使用空気圧
（Mpa） 重量（kg）

7202-15-001 HV-R41G2 ¥92,000 312×116×300 100 1.8〜2.3 1.9
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※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

エアネイラ（高圧）
マックス㈱  修理可能

HA-50F1（D）/4MAフロア

●長さ25〜50mmのフロアステープルに対応。
●足先すぼまり、座屈をなくすインサイドガイド搭載!
（PAT.P）

●50mmステープルを余裕で打ち込むハイパワー！
●エアダスタ機構搭載機。
●付属品：保護メガネ、ジェットオイラ。
●内装フロアに使用できます。

特 長

仕 様
用 途

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 サイズ（mm） 装填数（本） 使用空気圧
（Mpa） 重量（kg）

7202-16-001 HA-50F1（D）/4MAフロア ¥85,500 283×77×293 84 1.2〜2.3 1.7

エアネイラ（高圧）
マックス㈱  修理可能

HA-R25/425J

●長さ13mm〜25mmのステープルに対応。
●打ち込み力を調整できるレギュレータ機能搭載。
●付属品：ジェットオイラ。
●内装、外壁下地に使用できます。

特 長

仕 様
用 途

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 サイズ（mm） 装填数（本） 使用空気圧
（Mpa） 重量（kg）

7202-17-001 HA-R25/425J ¥37,200 183×60×303 100 1.8〜2.3 1.2

ピンネイラ（高圧）
マックス㈱  修理可能

HA-50P2

●長さ15〜50㎜のピンネイルに対応。
●付属品：保護メガネ、ジェットオイラ、キャリングケース。
●家具木工、内装仕上げに使用できます。

特 長
仕 様
用 途

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 サイズ（mm） 装填数（本）使用空気圧
（Mpa） 備考 重量（kg）

7202-18-001 HA-50P2 ¥59,000 215×64×255 100 1.2〜2.3 ー 1.2

7202-18-002 HA-50P2(D) ¥62,500 215×66×274 100 1.2〜2.3 ダスター機能搭載 1.3
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※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

フィニッシュネイラ（高圧）
マックス㈱  修理可能

●長さ15〜55㎜のフィニッシュネイルに対応。
●長さ15〜50㎜のスーパーフィニッシュネイルに対応。
●付属品：保護メガネ、ジェットオイラ。
●内装仕上げに使用できます。

特 長

仕 様
用 途

HA-55SF1

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 サイズ（mm） 装填数（本）使用空気圧
（Mpa） 備考 重量（kg）

7202-19-001 HA-55SF1 ¥68,000 237×63×258 100 1.0〜2.3 ー 1.1

7202-19-002 HA-55SF1(D) ¥71,500 237×65×276 100 1.0〜2.3 ダスター機能搭載 1.2

スーパーネイラ（高圧）
マックス㈱  修理可能

●25〜50mmの釘に対応。
●多用途釘打機。
●堅い合板・集合材でもラクに打てる圧倒的パワーを実現。
●長時間の釘打作業でも疲れにくい省反動設計。
●付属品：保護メガネ、アタッチメントB、コンタクトトップ。
●内装、内装フロア、下地、鋼板（1.6mm厚まで）、サイ

ディングに使用できます。

特 長

仕 様
用 途

HN-50

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 サイズ（mm） 装填数（本） 使用空気圧
（Mpa） 重量（kg）

7202-20-001 HN-50 ¥92,000 261×128×275 200/300/400 0.98〜2.25 1.6

スーパーネイラ（高圧）
マックス㈱  修理可能

●27〜50mmの釘に対応。
●多用途釘打機。
●N50釘、CN50釘、GN40釘、GN50釘。
●付属品：保護メガネ、切り替えプレート、ジェットオイラ。
●コンクリート、2×4、石こうボード、下地、鋼板
（1.6mm厚まで）。

特 長

仕 様

用 途

HN-50N

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 サイズ（mm） 装填数（本） 使用空気圧
（Mpa） 重量（kg）

7202-21-001 HN-50N ¥95,000 288×128×275 200/250/300/400 1.0〜2.25 1.7

スーパーネイラ（高圧）
マックス㈱  修理可能

●在来・2×4・マンション造作、真のオールラウンダー！！
●コンタクトノーズ交換式で用途が拡大！！（PAT.P）
●32〜65㎜の釘に対応。
●多用途釘打機。
●N50釘、N65釘、CN50釘、CN65釘、GN40釘、

GN50釘。
●付属品：保護メガネ、コンタクトノーズV、切り替えプ

レート、ジェットオイラ。
●躯体、コンクリート、2×4、石こうボード、スチールハ

ウス、下地、鋼板（2.3㎜厚まで）、サイディングに使
用できます。

特 長

仕 様

用 途

HN-65N1

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 サイズ（mm） 装填数（本） 使用空気圧
（Mpa） 重量（kg）

7202-22-001 HN-65N1 ¥102,000 301×129×291 200/250/300/400 1.2〜2.25 1.9
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※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

スーパーネイラ（高圧）
マックス㈱  修理可能

●40・65mmの釘に対応。
●穴ねらいガイド（PAT.）で一発穴ねらい！！
●先端銀色の「穴ねらいガイド」を金物の穴に差し込

み、狙い打ちできます。
●Zマーク・Cマーク接合金物用釘打機。
●付属品：保護メガネ、ネイルサポート、ジェットオイラ。
●2×4、接合金物に使用できます。

特 長

仕 様

用 途

HN-65Z1

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 サイズ（mm） 装填数（本） 使用空気圧
（Mpa） 重量（kg）

7202-23-001 HN-65Z1 ¥122,000 292×109×291 100 1.27〜2.25 1.9

スーパーネイラ（高圧）
マックス㈱  修理可能

●38〜75mmの釘に対応。
●多種の釘に対応しながらも低全高、コンパクトボディ

でスムーズな取り回し。
●多用途釘打機。
●N50釘、N65釘、N75釘、CN50釘、CN65釘、

CN75釘。
●付属品：保護メガネ、切り替えプレート、ジェットオイラ。
●躯体、コンクリート、2×4、下地、鋼板（3.2mm厚まで）。

特 長

仕 様

用 途

HN-75N1

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 サイズ（mm） 装填数（本） 使用空気圧
（Mpa） 重量（kg）

7202-24-001 HN-75N1 ¥132,000 297×129×297 150/200/250/300 1.2〜2.25 2.2

スーパーネイラ（高圧）
マックス㈱  修理可能

●45〜90mmの釘に対応。
●多用途釘打機。
●クラス最短全高317mm！
●コンタクトノーズ採用。
●改正JIS　N90釘対応！
●N50釘、N65釘、N75釘、N90釘、CN50釘、

CN65釘、CN75釘、CN90相当釘。
●付属品：保護メガネ、切り替えプレート、ジェットオイラ。
●躯体、コンクリート、2×4、下地、鋼板（3.2mm厚まで）。

特 長

仕 様

用 途

HN-90N3

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 サイズ（mm） 装填数（本） 使用空気圧
（Mpa） 重量（kg）

7202-25-001 HN-90N3 ¥142,000 328×129×296 150/200/250/300 1.2〜2.25 2.2

スーパーネイラ（高圧）
マックス㈱  修理可能

●65〜90mmの釘に対応。
●硬質エンジニアリングウッドに強力打ち込み！！
　LSLなど、超硬質部材への打ち込みパワーを重視す

る方にお勧め。
●改正JIS　N90釘対応！
●N65釘、N75釘、N90釘、CN65釘、CN75釘、

CN90釘、CN90相当釘。
●ワイヤ連結釘専用タイプ。
●付属品：保護メガネ、ジェットオイラ。
●躯体、2×4、下地に使用できます。

特 長

仕 様

用 途

HN-90X1

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 サイズ（mm） 装填数（本） 使用空気圧
（Mpa） 重量（kg）

7202-26-001 HN-90X1 ¥150,000 353×133×301 120/150/200/250 1.2〜2.3 2.8

441エア釘打機
Air Nippers

工事用品
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※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

【 発注単位1箱 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 線径（幅×厚み）
（mm)

サイズ（幅×高さ）
(mm) 材質 箱入り数（本）

7203-01-001 1006J ¥610 1.2×0.6 10×6 鋼材 5000

7203-01-002 1008J ¥660 1.2×0.6 10×8 鋼材 5000

7203-01-003 1010J ¥680 1.2×0.6 10×10 鋼材 5000

7203-01-004 1013J ¥880 1.2×0.6 10×13 鋼材 5000

7203-01-005 1016J ¥1,190 1.2×0.6 10×16 鋼材 5000

7203-01-006 1019J ¥1,380 1.2×0.6 10×19 鋼材 5000

7203-01-007 1019Jシロ ¥1,690 1.2×0.6 10×19 鋼材 5000

7203-01-008 1022J ¥1,500 1.2×0.6 10×22 鋼材 5000

7203-01-009 1022Jシロ ¥1,820 1.2×0.6 10×22 鋼材 5000

7203-01-010 1025J ¥1,650 1.2×0.6 10×25 鋼材 5000

7203-01-011 1025Jシロ ¥1,960 1.2×0.6 10×25 鋼材 5000

7203-01-012 416J ¥1,060 1.2×0.6 4×16 鋼材 5000

7203-01-013 416Jシロ ¥1,380 1.2×0.6 4×16 鋼材 5000

7203-01-014 419J ¥1,220 1.2×0.6 4×19 鋼材 5000

7203-01-015 419Jシロ ¥1,460 1.2×0.6 4×19 鋼材 5000

7203-01-016 422J ¥1,380 1.2×0.6 4×22 鋼材 5000

7203-01-017 422Jシロ ¥1,620 1.2×0.6 4×22 鋼材 5000

7203-01-018 425J ¥1,510 1.2×0.6 4×25 鋼材 5000

7203-01-019 425Jシロ ¥1,750 1.2×0.6 4×25 鋼材 5000

7203-01-020 406J ¥710 1.2×0.6 4×6 鋼材 5000

7203-01-021 408J ¥770 1.2×0.6 4×8 鋼材 5000

7203-01-022 410J ¥830 1.2×0.6 4×10 鋼材 5000

7203-01-023 413J ¥910 1.2×0.6 4×13 鋼材 5000

7203-01-024 1008J-S ¥4,130 1.2×0.6 10×8 ステンレス 5000

7203-01-025 1010J-S ¥4,290 1.2×0.6 10×10 ステンレス 5000

7203-01-026 1013J-S ¥5,460 1.2×0.6 10×13 ステンレス 5000

7203-01-027 1019J-S ¥8,580 1.2×0.6 10×19 ステンレス 5000

7203-01-028 1022J-S ¥9,360 1.2×0.6 10×22 ステンレス 5000

7203-01-029 1025J-S ¥10,300 1.2×0.6 10×25 ステンレス 5000

7203-01-030 416J-S ¥6,630 1.2×0.6 4×16 ステンレス 5000

7203-01-031 419J-S ¥7,380 1.2×0.6 4×19 ステンレス 5000

7203-01-032 419J-Sシロ ¥7,770 1.2×0.6 4×19 ステンレス 5000

7203-01-033 422J-S ¥8,580 1.2×0.6 4×22 ステンレス 5000

7203-01-034 422J-Sシロ ¥8,970 1.2×0.6 4×22 ステンレス 5000

7203-01-035 425J-S ¥9,440 1.2×0.6 4×25 ステンレス 5000

7203-01-036 425J-Sシロ ¥9,830 1.2×0.6 4×25 ステンレス 5000

7203-01-037 413J-S ¥6,240 1.2×0.6 4×13 ステンレス 5000

Jステープル
マックス㈱

●機械に合ったステープルをご使用ください。注意事項

1010J

419Jシロ

442

工事用品
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※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

T3ステープル
マックス㈱

●機械に合ったステープルをご使用ください。注意事項

T3-6M

Mステープル
マックス㈱

●機械に合ったステープルをご使用ください。注意事項

725M

【 発注単位1箱 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 線径（幅×厚み）
（mm)

サイズ（幅×高さ）
(mm) 材質 箱入り数（本）

7203-03-001 710M ¥820 1.3×0.8 7×10 鋼材 2000

7203-03-002 713M ¥840 1.3×0.8 7×13 鋼材 2000

7203-03-003 716M ¥880 1.3×0.8 7×16 鋼材 2000

7203-03-004 719M ¥960 1.3×0.8 7×19 鋼材 2000

7203-03-005 722M ¥1,040 1.3×0.8 7×22 鋼材 2000

7203-03-006 722Mシロ ¥1,350 1.3×0.8 7×22 鋼材 2000

7203-03-007 722M-S ¥6,400 1.3×0.8 7×22 ステンレス 2000

7203-03-008 725M ¥1,100 1.3×0.8 7×25 鋼材 2000

7203-03-009 725Mシロ ¥1,410 1.3×0.8 7×25 鋼材 2000

7203-03-010 725M-S ¥6,860 1.3×0.8 7×25 ステンレス 2000

4MAステープル
マックス㈱

●機械に合ったステープルをご使用ください。注意事項

432MA

【 発注単位1箱 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 線径（幅×厚み）
（mm)

サイズ（幅×高さ）
(mm) 材質 箱入り数（本）

7203-04-001 416MA ¥1,930 1.3×1.1 4×16 鋼材 5000

7203-04-002 419MA ¥2,160 1.3×1.1 4×19 鋼材 5000

7203-04-003 422MA ¥2,450 1.3×1.1 4×22 鋼材 5000

7203-04-004 425MA ¥2,580 1.3×1.1 4×25 鋼材 5000

7203-04-005 428MA ¥2,750 1.3×1.1 4×28 鋼材 5000

7203-04-006 432MA ¥2,870 1.3×1.1 4×32 鋼材 5000

7203-04-007 438MA ¥3,070 1.3×1.1 4×38 鋼材 5000

【 発注単位1箱 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 線径（幅×厚み）
（mm)

サイズ（幅×高さ）
(mm) 材質 箱入り数（本）

7203-02-001 T3-6M ¥1,930 0.7×0.5 12×6 鋼材 20000

7203-02-002 T3-10MB ¥2,100 0.7×0.5 12×10 鋼材 20000

7203-02-003 T3-10MB-L ¥2,100 0.7×0.5 12×10 鋼材 20000

7203-02-004 T3-13MB ¥3,020 0.7×0.5 12×13 鋼材 20000

7203-02-005 T3-13H ¥3,620 0.7×0.5 12×13 鋼材 20000

T3-10MB-L

443ステープル
Stapler

工事用品
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※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

4MAフロアステープル
マックス㈱

●機械に合ったステープルをご使用ください。注意事項

438MAフロア

【 発注単位1箱 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 線径（幅×厚み）
（mm)

サイズ（幅×高さ）
(mm) 材質 箱入り数（本）

7203-05-001 425MAフロア ¥2,700 1.26×1.1 4×25 鋼材（特殊接着剤付） 3000

7203-05-002 432MAフロア ¥3,000 1.26×1.1 4×32 鋼材（特殊接着剤付） 3000

7203-05-003 438MAフロア ¥3,740 1.26×1.1 4×38 鋼材（特殊接着剤付） 3000

7203-05-004 445MAフロア ¥2,240 1.26×1.1 4×45 鋼材（特殊接着剤付） 3000

7203-05-005 450MAフロア ¥4,120 1.26×1.1 4×50 鋼材（特殊接着剤付） 3000

9Tフロアステープル
マックス㈱

●機械に合ったステープルをご使用ください。注意事項

932Tフロア

【 発注単位1箱 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 線径（幅×厚み）
（mm)

サイズ（幅×高さ）
(mm) 材質 箱入り数（本）

7203-06-001 932Tフロア ¥2,240 1.6×1.4 9×32 鋼材（特殊接着剤付） 1800

7203-06-002 938Tフロア ¥3,740 1.6×1.4 9×38 鋼材（特殊接着剤付） 3000

7203-06-003 944Tフロア ¥4,120 1.6×1.4 9×44 鋼材（特殊接着剤付） 3000

7203-06-004 951Tフロア ¥4,490 1.6×1.4 9×51 鋼材（特殊接着剤付） 3000

7203-06-005 957Tフロア ¥3,370 1.6×1.4 9×57 鋼材（特殊接着剤付） 2000

444 ステープル
Stapler

工事用品
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※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

ピンネイル
マックス㈱

【 発注単位1箱 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 サイズ（線径×長さ）
(mm) 材質 箱入り数（本）

7203-07-001 P12FC ¥1,430 0.6×12 鋼材 5000

7203-07-002 P15FC ¥1,430 0.6×15 鋼材 5000

7203-07-003 P17FC ¥1,500 0.6×17 鋼材 5000

7203-07-004 P20FC ¥1,560 0.6×20 鋼材 5000

7203-07-005 P15F3チャ ¥930 0.6×15 鋼材 3000

7203-07-006 P15F3ライトベージュ ¥930 0.6×15 鋼材 3000

7203-07-007 P19F3チャ ¥1,060 0.6×19 鋼材 3000

7203-07-008 P19F3ライトベージュ ¥1,060 0.6×19 鋼材 3000

7203-07-009 P25F3シロ ¥1,120 0.6×25 鋼材 3000

7203-07-010 P25F3チャ ¥1,120 0.6×25 鋼材 3000

7203-07-011 P25F3ライトベージュ ¥1,120 0.6×25 鋼材 3000

7203-07-012 P30F3チャ ¥1,250 0.6×30 鋼材 3000

7203-07-013 P30F3ライトベージュ ¥1,250 0.6×30 鋼材 3000

7203-07-014 P35F3シロ ¥1,300 0.6×35 鋼材 3000

7203-07-015 P35F3チャ ¥1,300 0.6×35 鋼材 3000

7203-07-016 P35F3ライトベージュ ¥1,300 0.6×35 鋼材 3000

7203-07-017 P35F3ダークベージュ ¥1,300 0.6×35 鋼材 3000

7203-07-018 P35F3ライトキャメル ¥1,300 0.6×35 鋼材 3000

7203-07-019 P45F3シロ ¥1,500 0.6×45 鋼材 3000

7203-07-020 P45F3チャ ¥1,500 0.6×45 鋼材 3000

7203-07-021 P45F3ライトベージュ ¥1,500 0.6×45 鋼材 3000

7203-07-022 P50F3チャ ¥1,740 0.6×50 鋼材 3000

7203-07-023 P50F3ライトベージュ ¥1,740 0.6×50 鋼材 3000

P35F3シリーズ

●機械に合ったピンネイルをご使用ください。注意事項

445

工事用品

72 空圧工具
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※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

フィニッシュネイル（仕上釘）
マックス㈱

①HA-55SF1（D）、TA-255SF1（D）、
TA-225/SF25M0、TA-235FN2対
応釘です。

②HA-55SF1（D）、TA-255SF1（D）、
TA-235FN2対応釘です。

③HA-55SF1（D）、TA-255SF1（D）対
応釘です。

仕 様

【 発注単位1箱 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 サイズ（線径×長さ）
（mm） 材質 箱入数（本）

7203-08-001 F15M0シロ ¥1,060 1.05×15 鋼材 3000

7203-08-002 F15M0チャ ¥1,060 1.05×15 鋼材 3000

7203-08-003 F15M0ベージュ ¥1,060 1.05×15 鋼材 3000

7203-08-004 F15M0ダークベージュ ¥1,060 1.05×15 鋼材 3000

7203-08-005 F15M0-S ¥3,900 1.05×15 ステンレス 3000

7203-08-006 F20M0シロ ¥1,120 1.05×20 鋼材 3000

7203-08-007 F20M0チャ ¥1,120 1.05×20 鋼材 3000

7203-08-008 F20M0ベージュ ¥1,120 1.05×20 鋼材 3000

7203-08-009 F20M0ダークベージュ ¥1,120 1.05×20 鋼材 3000

7203-08-010 F20M0-S ¥4,210 1.05×20 ステンレス 3000

7203-08-011 F25M0シロ ¥1,250 1.05×25 鋼材 3000

7203-08-012 F25M0チャ ¥1,250 1.05×25 鋼材 3000

7203-08-013 F25M0ベージュ ¥1,250 1.05×25 鋼材 3000

7203-08-014 F25M0ライトベージュ ¥1,250 1.05×25 鋼材 3000

7203-08-015 F25M0ダークベージュ ¥1,250 1.05×25 鋼材 3000

7203-08-016 F25M0ライトオーク ¥1,250 1.05×25 鋼材 3000

7203-08-017 F25M0ライトキャメル ¥1,250 1.05×25 鋼材 3000

7203-08-018 F25M0-S ¥4,680 1.05×25 ステンレス 3000

7203-08-019 F30M0シロ ¥1,500 1.05×30 鋼材 3000

7203-08-020 F30M0チャ ¥1,500 1.05×30 鋼材 3000

7203-08-021 F30M0ベージュ ¥1,500 1.05×30 鋼材 3000

7203-08-022 F30M0ライトベージュ ¥1,500 1.05×30 鋼材 3000

7203-08-023 F30M0ダークベージュ ¥1,500 1.05×30 鋼材 3000

7203-08-024 F30M0-S ¥5,620 1.05×30 ステンレス 3000

7203-08-025 F35M0シロ ¥1,190 1.05×35 鋼材 2000

7203-08-026 F35M0チャ ¥1,190 1.05×35 鋼材 2000

7203-08-027 F35M0ベージュ ¥1,190 1.05×35 鋼材 2000

7203-08-028 F35M0ライトベージュ ¥1,190 1.05×35 鋼材 2000

7203-08-029 F35M0ダークベージュ ¥1,190 1.05×35 鋼材 2000

7203-08-030 F35M0ライトオーク ¥1,190 1.05×35 鋼材 2000

7203-08-031 F35M0ライトキャメル ¥1,190 1.05×35 鋼材 2000

7203-08-032 F35M0-S ¥4,210 1.05×35 ステンレス 2000

7203-08-033 F40M0シロ ¥1,380 1.05×40 鋼材 2000

7203-08-034 F40M0チャ ¥1,380 1.05×40 鋼材 2000

7203-08-035 F40M0ベージュ ¥1,380 1.05×40 鋼材 2000

7203-08-036 F40M0ライトベージュ ¥1,380 1.05×40 鋼材 2000

7203-08-037 F40M0ダークベージュ ¥1,380 1.05×40 鋼材 2000

7203-08-038 F40M0-S ¥4,840 1.05×40 ステンレス 2000

7203-08-039 F45M0シロ ¥1,560 1.05×45 鋼材 2000

7203-08-040 F45M0チャ ¥1,560 1.05×45 鋼材 2000

7203-08-041 F45M0ベージュ ¥1,560 1.05×45 鋼材 2000

7203-08-042 F45M0ライトベージュ ¥1,560 1.05×45 鋼材 2000

7203-08-043 F45M0ダークベージュ ¥1,560 1.05×45 鋼材 2000

7203-08-044 F45M0ライトオーク ¥1,560 1.05×45 鋼材 2000

7203-08-045 F45M0ライトキャメル ¥1,560 1.05×45 鋼材 2000

7203-08-046 F45M0-S ¥5,460 1.05×45 ステンレス 2000

7203-08-047 F50M0シロ ¥1,740 1.05×50 鋼材 2000

7203-08-048 F50M0チャ ¥1,740 1.05×50 鋼材 2000

7203-08-049 F50M0ベージュ ¥1,740 1.05×50 鋼材 2000

7203-08-050 F50M0ライトベージュ ¥1,740 1.05×50 鋼材 2000

7203-08-051 F50M0ダークベージュ ¥1,740 1.05×50 鋼材 2000

7203-08-052 F50M0-S ¥6,080 1.05×50 ステンレス 2000

F35M0ベージュ

446 ネイル
Nailer

工事用品
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※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

ブラッドネイル
マックス㈱

KB38T0

●単層フロア材に使用しても割れづらく、保持力も
フロア釘同等です。

●HS-50A/KB50T0、KN-450A/KB50T0対
応釘です。

特 長

仕 様

【 発注単位1箱 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 太さ（mm） 長さ（mm） 小箱入り数（本）

7203-10-001 KB32T0 ¥2,000 1.65 32 2000

7203-10-002 KB38T0 ¥2,500 1.65 38 2000

7203-10-003 KB45T0 ¥3,740 1.65 45 2000

7203-10-004 KB50T0 ¥4,490 1.65 50 2000

スーパービスク
マックス㈱

●ねじ込み力がスーパーです!!
●理想的な刃先形状、安定した表面硬度を実現!!

厚いC形鋼にも、軽い力でラクに締められます。
●鋼板用。

特 長

用 途

【 発注単位1箱 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 タイプ サイズ（mm） 箱入り数（本）

7203-11-001 VFS5×25 ¥5,550 さら頭 5×25 500

7203-11-002 VFS5×35 ¥5,120 さら頭 5×35 400

7203-11-003 VFS5×45 ¥4,350 さら頭 5×45 300

スーパービスク
マックス㈱

●ねじ込み力がスーパーです!!
●理想的な刃先形状、安定した表面硬度を実現!!

厚いC形鋼にも、軽い力でラクに締められます。
●鋼板用。

特 長

用 途

【 発注単位1箱 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 タイプ サイズ（mm） 箱入り数（本）

7203-12-001 VP4×13ミニ箱 ¥670 なべ頭 4×13 100

7203-12-002 VP4×16ミニ箱 ¥670 なべ頭 4×16 85

7203-12-003 VP4×19ミニ箱 ¥670 なべ頭 4×19 70

7203-12-004 VP4×25ミニ箱 ¥670 なべ頭 4×25 60

ターボドライバ用ねじ
マックス㈱

PS3828MW-R(A)

●ねじ込み力がスーパーです！！
●理想的な刃先形状、安定した表面硬度を実現！！

厚いC形鋼にも、軽い力でラクに締められます。
●なべ頭5㎜。
●鋼板用。

特 長

仕 様
用 途

【 発注単位1甲 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 ねじ径（mm）サイズ（頭径×長さ）
（mm） １巻本数 甲入数

7203-09-001 PS3825MW-R(A) ¥11,140 3.8 8.2×25 100 ２０巻×２箱

7203-09-002 PS3828MW-R(A) ¥12,100 3.8 8.2×28 100 ２０巻×２箱

7203-09-003 PS3832MW-R(A) ¥13,060 3.8 8.2×32 100 ２０巻×２箱

7203-09-004 PS3841MW-R(A) ¥15,980 3.8 8.2×41 100 ２０巻×２箱

447ターボドライバ用ねじ・ネイル・ビスク
Turbo Driver for Screw・Nailer・Screw

工事用品

72 空圧工具



※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

スーパービスク
マックス㈱

●ねじ込み力がスーパーです!!
●理想的な刃先形状、安定した表面硬度を実現!!

厚いC形鋼にも、軽い力でラクに締められます。
●鋼板用。

特 長

用 途

【 発注単位1箱 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 タイプ サイズ（mm） 箱入り数（本）

7203-14-001 VPS5×19 ¥4,000 なべ頭 5×19 500

7203-14-002 VPS5×25 ¥5,150 なべ頭 5×25 500

7203-14-003 VPS5×35 ¥3,870 なべ頭 5×35 300

プラシート連結釘
マックス㈱

【 発注単位1ケース 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 形状 主な用途 材質 ケース入り数

7203-15-001 FRP25T3メッキチャB ¥13,940 リング 外装 鉄 ２００本×２０巻×２箱

7203-15-002 FRP25T3-S ¥29,380 リング 外装 ステンレス ２００本×２０巻×２箱

7203-15-003 FRP25T3-Sシロ ¥40,560 リング 外装 ステンレス ２００本×２０巻×２箱

7203-15-004 FRP32T3-S ¥33,540 リング 外装 ステンレス ２００本×２０巻×２箱

7203-15-005 FRP32T3-Sシロ ¥44,980 リング 外装 ステンレス ２００本×２０巻×２箱

7203-15-006 FRP50T3-S ¥43,680 リング 外装 ステンレス ２００本×２０巻×２箱

【 発注単位1箱 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 タイプ サイズ
（mm） 材質 箱入り数

（本）

7203-13-001 VPS4×13 ¥3,940 なべ頭 4×13 鋼 1000

7203-13-002 VPS4×13S ¥21,600 なべ頭 4×13 ステンレス 1000

7203-13-003 VPS4×16 ¥6,000 なべ頭 4×16 鋼 1000

7203-13-004 VPS4×16S ¥24,000 なべ頭 4×16 ステンレス 1000

7203-13-005 VPS4×19 ¥4,830 なべ頭 4×19 鋼 700

7203-13-006 VPS4×19S ¥19,320 なべ頭 4×19 ステンレス 700

7203-13-007 VPS4×25 ¥3,900 なべ頭 4×25 鋼 500

7203-13-008 VPS4×25S ¥15,600 なべ頭 4×25 ステンレス 500

7203-13-009 VPS4×13ミニ箱 ¥540 なべ頭 4×13 鋼 95

7203-13-010 VPS4×16ミニ箱 ¥630 なべ頭 4×16 鋼 80

7203-13-011 VPS4×25ミニ箱 ¥630 なべ頭 4×25 鋼 55

スーパービスク
マックス㈱

●ねじ込み力がスーパーです!!
●理想的な刃先形状、安定した表面硬度を実現!!

厚いC形鋼にも、軽い力でラクに締められます。
●鋼板用。

特 長

用 途

●機械に合った釘をご使用ください。注意事項

448 ビスク・エア釘打機用パーツ
Screw・Parts for Air Nippers

工事用品

72空圧工具



※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

プラシート連結釘
マックス㈱

●機械に合った釘をご使用ください。注意事項

ワイヤー連結釘
マックス㈱

●機械に合った釘をご使用ください。注意事項

【 発注単位1ケース 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 形状 主な用途 材質 ケース入り数

7203-16-001 FCP19P7メッキ ¥10,180 スムース 内装 鉄 ２００本×２０巻×２箱

7203-16-002 FCP25P7カップシロ ¥10,720 スムース 内装 鉄 ２００本×２０巻×２箱

7203-16-003 FCP25Q9メッキ ¥10,720 スムース 木下地 鉄 ２００本×２０巻×２箱

7203-16-004 FCP25T3 ¥8,040 スムース 木下地 鉄 ２００本×２０巻×２箱

7203-16-005 FCP25T3シロ ¥10,720 スムース 内装 鉄 ２００本×２０巻×２箱

7203-16-006 FCP32T3 ¥8,580 スムース 木下地 鉄 ２００本×２０巻×２箱

7203-16-007 FCP32T3カップメッキ ¥13,400 スムース 内装 鉄 ２００本×２０巻×２箱
7203-16-008 FCP32T3メッキ ¥11,800 スムース 内装 鉄 ２００本×２０巻×２箱
7203-16-009 FCP38T3 ¥9,120 スムース 木下地 鉄 ２００本×２０巻×２箱
7203-16-010 FCP38T3メッキ ¥12,320 スムース 内装 鉄 ２００本×２０巻×２箱
7203-16-011 FSP25Q9メッキ ¥12,320 スクリュ 内装 鉄 ２００本×２０巻×２箱
7203-16-012 FSP25Q9-S ¥20,280 スクリュ 内装 ステンレス２００本×２０巻×２箱
7203-16-013 FSP25Q9-Sシロ ¥23,400 スクリュ 内装 ステンレス２００本×２０巻×２箱
7203-16-014 FSP32T3メッキ ¥13,400 スクリュ 内装 鉄 ２００本×２０巻×２箱
7203-16-015 FSP32T3-S ¥26,520 スクリュ 内装 ステンレス２００本×２０巻×２箱
7203-16-016 FSP32T3-Sカップ ¥27,040 スクリュ 内装 ステンレス２００本×２０巻×２箱
7203-16-017 FSP32T3-Sシロ ¥29,640 スクリュ 内装 ステンレス２００本×２０巻×２箱
7203-16-018 FSP38T3メッキ ¥13,940 スクリュ 内装 鉄 ２００本×２０巻×２箱
7203-16-019 FSP38T3-S ¥32,760 スクリュ 内装 ステンレス２００本×２０巻×２箱

【 発注単位1ケース 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 形状 主な用途 材質 ケース入り数

7203-17-001 NC65V5ミニバコ ¥10,480 スムース 木下地 鉄 ３００本×１０巻×２箱

7203-17-002 NC65V5-S ¥56,160 スムース 木下地 ステンレス ３００本×２０巻

7203-17-003 NC65V9 ¥9,980 スムース 木下地 鉄 ２５０本×２０巻

7203-17-004 NRL32V1フロア ¥14,680 リバースロック 内装フロア 鉄 ４００本×１０巻×２箱

7203-17-005 NRL38V1フロア ¥15,260 リバースロック 内装フロア 鉄 ４００本×１０巻×２箱

7203-17-006 NRL45V1フロア ¥15,840 リバースロック 内装フロア 鉄 ４００本×１０巻×２箱

7203-17-007 NRL50V1フロア ¥17,020 リバースロック 内装フロア 鉄 ４００本×１０巻×２箱
7203-17-008 NS32V1 ¥20,540 スクリュ 木下地 鉄 ４００本×４０巻
7203-17-009 NS38V1 ¥21,710 スクリュ 木下地 鉄 ４００本×４０巻
7203-17-010 NS45V1ミニバコ ¥22,880 スクリュ 木下地 鉄 ４００本×４０巻×４箱
7203-17-011 NS50V1ミニバコ ¥18,930 スクリュ 木下地 鉄 ４００本×４０巻×３箱
7203-17-012 NS45V5-C ¥13,200 スクリュ 木下地 鉄 ３００本×３０巻
7203-17-013 NS50V5-C ¥14,970 スクリュ 木下地 鉄 ３００本×３０巻
7203-17-014 NS57V5-C ¥16,730 スクリュ 木下地 鉄 ３００本×３０巻
7203-17-015 NS50V9-C ¥14,970 スクリュ 木下地 鉄 ２５０本×３０巻
7203-17-016 NS57V9-C ¥10,570 スクリュ 木下地 鉄 ２５０本×２０巻
7203-17-017 NS50W1-C ¥10,570 スクリュ 木下地 鉄 ２５０本×２０巻
7203-17-018 NS65W1-C ¥11,740 スクリュ 木下地 鉄 ２５０本×２０巻

449

工事用品

72 空圧工具

エア釘打機用パーツ
Parts for Air Nippers



※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

ワイヤー連結釘
マックス㈱

●ＪＩＳ適合品。
●機械に合った釘をご使用ください。

特 長
注意事項

ワイヤー連結釘
マックス㈱

●ＪＩＳ適合品。
●機械に合った釘をご使用ください。

特 長
注意事項

プラシート連結釘
マックス㈱

●ＪＩＳ適合品。
●機械に合った釘をご使用ください。

特 長
注意事項

【 発注単位1ケース 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 価格 形状 主な用途 材質 ケース入り数

7203-18-001 FC50V8(N50) オープン スムース 木下地 鉄 ２５０本×１０巻

7203-18-002 FC65W1(N65) オープン スムース 木下地 鉄 ２５０本×１０巻

7203-18-003 FC75W4(N75) オープン スムース 木躯体 鉄 ２５０本×１０巻

7203-18-004 FC90W8-LH(N90) オープン スムース 木躯体 鉄 １２０本×１０巻

【 発注単位1ケース 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 形状 主な用途 材質 ケース入り数

7203-19-001 FC50V9(CN50) オープン スムース ２×４ 鉄 ２５０本×１０巻

7203-19-002 FC65W3(CN65) オープン スムース ２×４ 鉄 ２００本×１０巻

7203-19-003 FC75W8-WP(CN75) ¥5,760 スムース ２×４ 鉄 １５０本×１０巻

7203-19-004 FC90W8-WP(2×4) ¥7,060 スムース ２×４ 鉄 １５０本×１０巻

【 発注単位1ケース 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 形状 主な用途 材質 ケース入り数

7203-20-001 FCP50V8(N50) ¥3,370 ー 木下地 鉄 ２００本×１０巻

7203-20-002 G-FCP32V3(GNC32) ¥18,750 スムース 石膏ボード 鉄 ２００本×４０巻

7203-20-003 G-FCP40V3(GNF40) ¥20,370 スムース 石膏ボード 鉄 ２００本×４０巻

7203-20-004 G-FCP40V3(GNC40) ¥20,370 スムース 石膏ボード 鉄 ２００本×４０巻

7203-20-005 G-FCP50V5(GNF50) ¥24,120 スムース 石膏ボード 鉄 ２００本×４０巻
7203-20-006 G-FCP50V5(GNC50) ¥24,120 スムース 石膏ボード 鉄 ２００本×４０巻

FC50V8(N50) FC65W1(N65) FC75W4(N75) FC90W8-LH(N90)

FC50V9(CN50) FC65W3(CN65) FC75W8-WP(CN75) FC90W8-WP(2X4)

450 エア釘打機用パーツ
Parts for Air Nippers

工事用品

72空圧工具



※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

プラシート連結釘
マックス㈱

●ＺＮ同等認定釘。
●機械に合った釘をご使用ください。

特 長
注意事項

プラシート連結釘
マックス㈱

●機械に合った釘をご使用ください。注意事項

【 発注単位1ケース 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 主な用途 ケース入り数

7203-21-001 Z-FCP40W3(ZN) ¥7,230 接合金物 １００本×２０巻

7203-21-002 Z-FCP65W3(ZN) ¥9,380 接合金物 １００本×２０巻

【 発注単位1ケース 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 形状 主な用途 材質 ケース入り数

7203-22-001 FAP27V5ミニバコ ¥21,720 スクリュ（鋼板用焼入） 鋼板 鉄 ２００本×１０巻×３箱

7203-22-002 FAP32V5ミニバコ ¥24,000 スクリュ（鋼板用焼入） 鋼板 鉄 ２００本×１０巻×３箱

7203-22-003 FAP32V5パッキン ¥25,160 スクリュ（鋼板用焼入） 鋼板 鉄 ２００本×３０巻

7203-22-004 FAP38V5ミニバコ ¥26,670 スクリュ（鋼板用焼入） 鋼板 鉄（パッキン）２００本×１０巻×３箱

7203-22-005 FAP38V5パッキン ¥27,830 スクリュ（鋼板用焼入） 鋼板 鉄（パッキン）２００本×３０巻
7203-22-006 FAP45V5ミニバコ ¥29,370 スクリュ（鋼板用焼入） 鋼板 鉄（パッキン）２００本×１０巻×３箱
7203-22-007 FAP50V5ミニバコ ¥32,040 スクリュ（鋼板用焼入） 鋼板 鉄（パッキン）２００本×１０巻×３箱
7203-22-008 FAP57V5 ¥24,390 スクリュ（鋼板用焼入） 鋼板 鉄（パッキン）２００本×２０巻
7203-22-009 FAP65V5ミニバコ ¥27,960 スクリュ（鋼板用焼入） 鋼板 鉄（パッキン）２００本×１０巻×２箱

451エア釘打機用パーツ
Parts for Air Nippers

工事用品

72 空圧工具



※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

エアダスター（常圧用）
㈱フジマック

●通常の3〜4倍の風量です。
●風の強さは変わらずに広範囲に吹き付けます。
●プラグ付のため、ワンタッチでホースに取り

付けられます。
●ほこりの掃飛、除塵、掃除、清掃に最適。
●日本

特 長

用 途
製 造 国

MD-100XT

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:06-6568-3391

発注コード 品番 税抜価格 ノズル長さ
（mm）

ノズル径
（mm）

最高使用圧力
（Mpa） 重量（g）

7204-02-001 MD-100XT ¥3,700 80 17 1 150

エアダスター（高圧用）
㈱フジマック

●ノズルの先端で簡単に流量調節が可能です。
●高圧用のエアーガンです。
●プラグ付のため、ワンタッチでホースに取り

付けられます。
●ほこりの掃飛、除塵、掃除、清掃に最適。
●日本

特 長

用 途
製 造 国

MD-100HPR

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:06-6568-3391

発注コード 品番 税抜価格 ノズル長さ
（mm）

ノズル径
（mm）

最高使用圧力
（Mpa） 重量（g）

7204-03-001 MD-100HPR ¥4,000 27 2 3 100

エアダスターノズルセット（常圧用）
㈱フジマック

●プラグ付のため、ワンタッチでホースに取り
付けられます。

●ほこりの掃飛、除塵、掃除、清掃に最適。
●日本

特 長

用 途
製 造 国

MD-100 F300

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:06-6568-3391

発注コード 品番 税抜価格 ノズル長さ
（mm） 付属ノズル 最高使用圧力

（Mpa） 重量（g）

7204-04-001 MD-100 F300 ¥3,800 300 自在ノズル 1 100

7204-04-002 MD-100 M100 ¥3,200 100 金属ノズル 1 100

エアダスター（常圧用）
㈱フジマック

●スタンダードタイプです。
●プラグ付のため、ワンタッチでホースに取り

付けられます。
●ほこりの掃飛、除塵、掃除、清掃に最適。
●日本

特 長

用 途
製 造 国

MD-100

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:06-6568-3391

発注コード 品番 税抜価格 ノズル長さ
（mm）

ノズル径
（mm）

最高使用圧力
（Mpa） 重量（g）

7204-01-001 MD-100 ¥1,800 20 2 1 100

MD-100 M100

452 エアダスター
Air Dusters

工事用品

72空圧工具



※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

エアコンプレッサ
マックス㈱  修理可能

●タンク内最高圧力44気圧、静音62db（静音モード時)。
●ワンタッチモード切替。
●兼用エアチャック装備で、高圧釘打機を2台別々の圧力で

使用可能!!
●軽量で持ち運びが便利なため、現場移動に最適です。
●高圧釘打機・常圧釘打機対応。
●電源AC100V。
●高圧・兼用エアチャック付属。
●日本

特 長

仕 様

製 造 国

AK-CH7900E

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 モーター出力（kw） 吐出圧力（Mpa） 空気タンク容量（L） チャック サイズ（mm） 重量（kg）

7301-01-001 AK-CH7900E ¥160,000 0.75 3.5〜4.3 2.5 高圧・兼用 400×276×414 12

7301-01-002 AK-HL7900E ¥150,000 0.75 3.5〜4.3 2.5 高圧・常圧 400×276×414 12

AK-ＨＬ7900E

エアコンプレッサ
マックス㈱  修理可能

●吐出性能UP!(高圧域のエア吐出量を従来機比5%UP、
「急速充填モード」でさらに能力UP!)

●タンク内最高圧力UP!(45気圧)
●タンク容量UP!(11ℓ）
●高圧用エアチャック4個装備。
●静音設計(超静音省電力モード時57dB
　※通常運転時は65dB)。
●軽量16Kg。
●高圧取出し専用機。
●電源AC100V。
●高圧・高圧チャック付属。
●日本

特 長

仕 様

製 造 国

AK-HH1250EZ

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 モーター出力（kw）吐出空気量（L/min）空気タンク容量（L） チャック サイズ（mm） 重量（kg）

7301-02-001 AK-HH1250E2 ¥206,000 1.2 233 11 高圧・高圧 363×309×605 16

7301-02-002 AK-HL1250E2 ¥204,000 1.2 233 11 高圧・常圧 363×309×605 16

AK-HL1250EZ

453エアコンプレッサ
Air Compressor

工事用品

73 空圧用品



※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

ハイカプラ
日東工器㈱

30SH

●工場内の空気配管から空気工具
のホースの接続用まで汎用性に
優れたカプラです。

●真鍮やステンレスもご用意してい
ます。

●鋼鉄製の重要な構成部品には熱
処理を施し強度を向上。特に耐摩
耗・耐久性に優れています。

●使用流体:空気。
●使用温度範囲:−20〜80℃。
●片路開閉型。
●本体:鋼鉄
●シールゴム:ニトリルゴム
●日本

特 長

仕 様

材 質

製 造 国

【 発注単位1個 】 商品についてのお問い合わせ:0720-210-216

発注コード 品番 税抜価格 最高使用圧力
（Mpa）

耐圧力
（Mpa）

相手側
ホースサイズ

梱包数
（個）

重量
（g）

7302-01-001 20SH ¥795 1.5 2 1/4インチ 5 103

7302-01-002 30SH ¥795 1.5 2 3/8インチ 5 106

7302-01-003 40SH ¥1,140 1.5 2 1/2インチ 5 118

7302-01-004 400SH ¥1,970 1.5 2 1/2インチ 5 220

7302-01-005 600SH ¥2,280 1.5 2 3/4インチ 5 251

7302-01-006 800SH ¥2,790 1.5 2 1インチ 5 273

ハイカプラ
日東工器㈱

30PH

●工場内の空気配管から空気工具
のホースの接続用まで汎用性に
優れたカプラです。

●真鍮やステンレスもご用意してい
ます。

●鋼鉄製の重要な構成部品には熱
処理を施し強度を向上。特に耐摩
耗・耐久性に優れています。

●使用流体:空気。
●使用温度範囲:−20〜80℃。
●片路開閉型。
●本体:鋼鉄
●日本

特 長

仕 様

材 質
製 造 国

【 発注単位1個 】 商品についてのお問い合わせ:0720-210-216

発注コード 品番 税抜価格 最高使用圧力
（Mpa）

耐圧力
（Mpa）

相手側
ホースサイズ

梱包数
（個）

重量
（g）

7302-02-001 20PH ¥285 1.5 2 1/4インチ 10 28

7302-02-002 30PH ¥285 1.5 2 3/8インチ 10 31

7302-02-003 40PH ¥465 1.5 2 1/2インチ 10 53

7302-02-004 400PH ¥595 1.5 2 1/2インチ 10 66

7302-02-005 600PH ¥685 1.5 2 3/4インチ 10 121

7302-02-006 800PH ¥850 1.5 2 1インチ 10 152

ハイカプラ
日東工器㈱

30SM

●工場内の空気配管から空気工具
のホースの接続用まで汎用性に
優れたカプラです。

●真鍮やステンレスもご用意しています。
●鋼鉄製の重要な構成部品には熱

処理を施し強度を向上。特に耐摩
耗・耐久性に優れています。

●使用流体:空気。
●使用温度範囲:−20〜80℃。
●片路開閉型。
●本体:鋼鉄
●シールゴム:ニトリルゴム
●日本

特 長

仕 様

材 質

製 造 国

【 発注単位1個 】 商品についてのお問い合わせ:0720-210-216

発注コード 品番 税抜価格 最高使用圧力
（Mpa）

耐圧力
（Mpa）

相手側
取付サイズ

梱包数
（個）

重量
（g）

7302-03-001 10SM ¥795 1.5 2 Rc1/8 5 98

7302-03-002 20SM ¥795 1.5 2 Rc1/4 5 101

7302-03-003 30SM ¥795 1.5 2 Rc3/8 5 108

7302-03-004 40SM ¥1,140 1.5 2 Rc1/2 5 131

7302-03-005 400SM ¥1,970 1.5 2 Rc1/2 5 213

7302-03-006 600SM ¥2,280 1.5 2 Rc3/4 5 260

7302-03-007 800SM ¥2,790 1.5 2 Rc1 5 288

ハイカプラ
日東工器㈱

30PM

●工場内の空気配管から空気工具
のホースの接続用まで汎用性に
優れたカプラです。

●真鍮やステンレスもご用意してい
ます。

●鋼鉄製の重要な構成部品には熱
処理を施し強度を向上。特に耐摩
耗・耐久性に優れています。

●使用流体:空気。
●使用温度範囲:−20〜80℃。
●片路開閉型。
●本体:鋼鉄
●日本

特 長

仕 様

材 質
製 造 国

【 発注単位1個 】 商品についてのお問い合わせ:0720-210-216

発注コード 品番 税抜価格 最高使用圧力
（Mpa）

耐圧力
（Mpa）

相手側
取付サイズ

梱包数
（個）

重量
（g）

7302-04-001 10PM ¥285 1.5 2 Rc1/8 10 22

7302-04-002 20PM ¥285 1.5 2 Rc1/4 10 25

7302-04-003 30PM ¥285 1.5 2 Rc3/8 10 43

7302-04-004 40PM ¥465 1.5 2 Rc1/2 10 59

7302-04-005 400PM ¥595 1.5 2 Rc1/2 10 69

7302-04-006 600PM ¥685 1.5 2 Rc3/4 10 116

7302-04-007 800PM ¥850 1.5 2 Rc1 10 180

ハイカプラ
日東工器㈱

30SF

●工場内の空気配管から空気工具
のホースの接続用まで汎用性に
優れたカプラです。

●真鍮やステンレスもご用意してい
ます。

●鋼鉄製の重要な構成部品には熱
処理を施し強度を向上。特に耐摩
耗・耐久性に優れています。

●使用流体:空気。
●使用温度範囲:−20〜80℃。
●片路開閉型。
●本体:鋼鉄
●シールゴム:ニトリルゴム
●日本

特 長

仕 様

材 質

製 造 国

【 発注単位1個 】 商品についてのお問い合わせ:0720-210-216

発注コード 品番 税抜価格 最高使用圧力
（Mpa）

耐圧力
（Mpa）

相手側
取付サイズ

梱包数
（個）

重量
（g）

7302-05-001 20SF ¥795 1.5 2 R1/4 5 95

7302-05-002 30SF ¥795 1.5 2 R3/8 5 103

7302-05-003 40SF ¥1,140 1.5 2 R1/2 5 139

7302-05-004 400SF ¥1,970 1.5 2 R1/2 5 216

7302-05-005 600SF ¥2,280 1.5 2 R3/4 5 260

7302-05-006 800SF ¥2,790 1.5 2 R1 5 324

ハイカプラ
日東工器㈱

30PF

●工場内の空気配管から空気工具
のホースの接続用まで汎用性に
優れたカプラです。

●真鍮やステンレスもご用意してい
ます。

●鋼鉄製の重要な構成部品には熱
処理を施し強度を向上。特に耐摩
耗・耐久性に優れています。

●使用流体:空気。
●使用温度範囲:−20〜80℃。
●片路開閉型。
●本体:鋼鉄
●日本

特 長

仕 様

材 質
製 造 国

【 発注単位1個 】 商品についてのお問い合わせ:0720-210-216

発注コード 品番 税抜価格 最高使用圧力
（Mpa）

耐圧力
（Mpa）

相手側
取付サイズ

梱包数
（個）

重量
（g）

7302-06-001 20PF ¥285 1.5 2 R1/4 10 28

7302-06-002 30PF ¥285 1.5 2 R3/8 10 39

7302-06-003 40PF ¥465 1.5 2 R1/2 10 70

7302-06-004 400PF ¥595 1.5 2 R1/2 10 82

7302-06-005 600PF ¥685 1.5 2 R3/4 10 116

7302-06-006 800PF ¥850 1.5 2 R1 10 190

454

工事用品

エアーカプラ（低圧用）
One-touch Coupling

73空圧用品



※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

コンバーター
㈱フジマック

CVSP-58

●本製品を装着するだけで高圧2.5MPaから
常圧0.5〜0.8MPaに減圧。

●圧力調整もでき、常圧ツールを簡単に装着で
きます。

●日本

特 長

製 造 国

【 発注単位1個 】 商品についてのお問い合わせ:06-6568-3391

発注コード 品番 税抜価格 全長（mm） 箱入り数（個）

7302-07-001 CVSP-58 ¥13,200 115×29 12

コンバーター ショートタイプ
㈱フジマック

CVSP-18S

●本製品を装着するだけで高圧2.5MPaから
常圧0.1〜0.8MPaに減圧。

●圧力調整は手元で楽々変更。細かな微調整
も可能です。

●日本

特 長

製 造 国

【 発注単位1個 】 商品についてのお問い合わせ:06-6568-3391

発注コード 品番 税抜価格 全長（mm） 箱入り数（個）

7302-08-001 CVSP-18S ¥14,850 94×30 12

ペアカプラ（高圧用）
㈱フジマック

HPPO-1

●接続がワンタッチで片手でも簡単に取り付け
られます。

●ワンタッチロック式のため不適な離脱を防ぐ
事ができます。

●日本

特 長

製 造 国

【 発注単位1個 】 商品についてのお問い合わせ:06-6568-3391

発注コード 品番 税抜価格 全長（mm） 使用圧力（Mpa） 箱入り数（個）

7302-09-001 HPPO-1 ¥9,500 70×95 3 5

ワンタッチペアカプラ（常圧用）
㈱フジマック

PO-1

●接続がワンタッチで片手でも簡単に取り付け
られます。

●日本

特 長

製 造 国

【 発注単位1個 】 商品についてのお問い合わせ:06-6568-3391

発注コード 品番 税抜価格 全長（mm） 使用圧力（Mpa） 箱入り数（個）

7302-10-001 PO-1 ¥4,600 70×90 1 6

ワンタッチロータリーペアカプラ（常圧用）
㈱フジマック

RPO-1

●接続がワンタッチで片手でも簡単に取り付け
られます。

●接続部が360°回転します。
●日本

特 長

製 造 国

【 発注単位1個 】 商品についてのお問い合わせ:06-6568-3391

発注コード 品番 税抜価格 全長（mm） 使用圧力（Mpa） 箱入り数（個）

7302-11-001 RPO-1 ¥7,200 75×60（最小時） 1 6

455

工事用品

エアーパーツ
Air Parts

73 空圧用品



※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

エアーホース（常圧）
㈱フジマック

●スタンダードなカプラ付のエアーホースです。
●流体:空気。
●耐熱温度:−5℃〜60℃。
●高品質ウレタン樹脂
●日本

特 長
仕 様

材 質
製 造 国

PG-710

【 発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:06-6568-3391

発注コード 品番 税抜価格 ホース長さ
（m）

ホース径
（mm）

最高圧力
（Mpa）

箱入り数
（本）

7303-01-001 PG-710 ¥4,800 10 7×10 1.47 10

7303-01-002 PG-720 ¥7,440 20 7×10 1.47 6

7303-01-003 PG-730 ¥10,900 30 7×10 1.47 5

スパイラルホース（常圧）
㈱フジマック

●スパイラル巻外径が小さいです。
●柔軟性、弾力性が抜群。
●特に耐摩耗性に優れており折れぐせがつきにく

く強靱です。
●流体:空気。
●ポリウレタン樹脂
●日本

特 長

仕 様
材 質
製 造 国

EP-5M

【 発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:06-6568-3391

発注コード 品番 税抜価格 ホース長さ
（m）

ホース径
（mm）

最高圧力
（Mpa）

7303-02-001 EP-5M ¥5,000 5 5×8 1

7303-02-002 EP-7.5M ¥6,250 7.5 5×8 1

7303-02-003 EP-10M ¥7,500 10 5×8 1

スムージーホース（常圧）
㈱フジマック

●特殊材質でできているため、すべりが抜群。
●流体:空気。
●耐熱温度:−5℃〜60℃。
●塩ビ系エラストマー
●日本

特 長
仕 様

材 質
製 造 国

NZG-710S

【 発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:06-6568-3391

発注コード 品番 税抜価格 ホース長さ
（m）

ホース径
（mm）

最高圧力
（Mpa）

7303-03-001 NZG-710S ¥6,250 10 7×10 1.47

7303-03-002 NZG-720S ¥9,250 20 7×10 1.47

7303-03-003 NZG-730S ¥12,250 30 7×10 1.47

高圧ホース
㈱フジマック

●エアー漏れや着脱の不具合が生じたらカプラの
み交換可能。

●セーフティガード付ガイドのため、ホースの折れ
やパンクを防止して保護します。

●不意の離脱防止のロータリー式ロックカプラ付。
●流体:空気。
●塩ビ系エストラマー
●日本
●高圧専用のため常圧ツールには使用できません。

特 長

仕 様
材 質
製 造 国
注意事項

HPSP-510

【 発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:06-6568-3391

発注コード 品番 税抜価格 ホース長さ
（m）

ホース内径
（mm）

最高圧力
（Mpa）

7303-04-001 HPSP-510 ¥13,500 10 5 3

7303-04-002 HPSP-520 ¥20,000 20 5 3

7303-04-003 HPSP-530 ¥26,500 30 5 3

456 エアホース・エアコイルホース
Air Hoses・Air Coil Hoses

工事用品

73空圧用品



※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

水中ポンプ
㈱鶴見製作所  修理可能

LSR2.4S

●軽量コンパクトで底部は合成ゴムのため、フ
ロアを痛めません。

●ポンプ底部より10mm水があれば揚水が可
能です。

●底部ストレーナが目詰まりしても側面スリット
より吸水が可能です。

●電圧:100V。
●運転水位:5mm。
●出力:0.48kw。

●低水位排水用。
●日本
●40℃以上はご使用いただけません。
●現場や水質に合ったポンプ選定ではない場

合、早期故障の恐れがございます。

特 長

仕 様

用 途
製 造 国
注意事項

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:052-481-8181

発注コード 品番 税抜価格 吐出口径
（mm）

全揚程
（m）

吐出量
（m3/min） 外径寸法（mm） 重量

（kg）

7401-01-001 LSR2.4S ¥50,300 50 8 0.12 210×210×304 10.5

水中ポンプ
㈱鶴見製作所  修理可能

LSC1.4S

●最低水位1mmまで排水可能。
●吐出し方向、上向き・横向き変更可能・水が逆

流しないなど独自のノウハウが生きています。
●電圧:100V。
●運転水位:1mm。
●出力:0.48kw。
●低水位排水用。

●日本
●40℃以上はご使用いただけません。
●現場や水質に合ったポンプ選定ではない場

合、早期故障の恐れがございます。
●最初の使用時は呼び水が必要です。

特 長

仕 様

用 途

製 造 国
注意事項

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:052-481-8181

発注コード 品番 税抜価格 吐出口径
（mm）

全揚程
（m）

吐出量
（m3/min） 外径寸法（mm） 重量

（kg）

7401-02-001 LSC1.4S ¥50,800 25 12 設定無 196×196×316 12

水中ポンプ
㈱鶴見製作所  修理可能

LSP1.4S

●ハイスピン羽根車の採用で摩耗に強く、砂・
泥によるロックが少ない設計。

●逆止弁により逆流・封水抜けを防止。
●電圧:100V。
●出力:0.48kw。
●残水吸排水用。
●日本
●40℃以上はご使用いただけません。
●現場や水質に合ったポンプ選定ではない場

合、早期故障の恐れがございます。

特 長

仕 様

用 途
製 造 国
注意事項

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:052-481-8181

発注コード 品番 税抜価格 吐出口径
（mm）

全揚程
（m）

吐出量
（m3/min） 外径寸法（mm） 重量

（kg）

7401-03-001 LSP1.4S ¥101,000 25 9 0.06 240×276×307 12.5

457

工事用品

74 ポンプ

水中ポンプ
Submersible Pump



※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

水中ポンプ（水中ハイスピンポンプ）
㈱鶴見製作所  修理可能

●使用状況に応じて吐出し方向「上」「横」をレ
ンチ一本で手軽に変更可能。

●現場での作業性を高めます。
●全型式オイルリフターを装備。
●電圧:100V。
●非自動型。

●一般工事排水用。
●日本
●40℃以上はご使用いただけません。
●現場や水質に合ったポンプ選定ではない場

合、早期故障の恐れがございます。

特 長

仕 様

用 途
製 造 国
注意事項

LB-480
【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:052-481-8181

発注コード 品番 税抜価格 吐出口径
（mm）

全揚程
（m）

吐出量
（m3/min） 外径寸法（mm） 重量

（kg）

7401-04-001 LB-150 ¥31,100 32 4 0.08 170×170×384 11

7401-04-002 LB-250 ¥39,500 40 6 0.1 187×187×286 9.5

7401-04-003 LB-480 ¥45,000 50 8 0.12 187×187×286 9.5

水中ポンプ（自動運転タイプ）
㈱鶴見製作所  修理可能

●使用状況に応じて吐出し方向「上」「横」をレ
ンチ一本で手軽に変更可能。

●現場での作業性を高めます。
●全型式オイルリフターを装備。
●電圧:100V。
●自動運転型。

●一般工事排水用。
●日本
●40℃以上はご使用いただけません。
●現場や水質に合ったポンプ選定ではない場

合、早期故障の恐れがございます。

特 長

仕 様

用 途
製 造 国
注意事項

LB-480A

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:052-481-8181

発注コード 品番 税抜価格 吐出口径
（mm）

全揚程
（m）

吐出量
（m3/min） 外径寸法（mm） 重量

（kg）

7401-05-001 LB-250A ¥49,500 40 6 0.1 187×223×286 10

7401-05-002 LB-480A ¥54,300 50 8 0.12 187×223×286 10

水中ポンプ（汎用タイプ）
㈱鶴見製作所  修理可能

●スパイラルケーシングの普及タイプ。
●羽根車は摩耗しても性能低下が少ない特性を

持ち砂などによるロックが少ない設計です。
●電圧:100V。
●一般工事排水用。

●日本
●40℃以上はご使用いただけません。
●現場や水質に合ったポンプ選定ではない場

合、早期故障の恐れがございます。

特 長

仕 様
用 途

製 造 国
注意事項

HS2.4S

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:052-481-8181

発注コード 品番 税抜価格 吐出口径
（mm）

全揚程
（m）

吐出量
（m3/min） 外径寸法（mm） 重量

（kg）

7401-06-001 HS2.4S ¥39,500 50 8 0.1 234×162×328 11.3

LB-150

458 水中ポンプ
Submersible Pump

工事用品

74ポンプ



※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

水中ポンプ（一般工事排水用）
㈱鶴見製作所  修理可能

●新しい材質の採用により他社同等品と比較
して軽量化を実現。

●耐摩耗性・耐久性を向上させたハイグレード
ポンプです。

●電圧:三相200V。
●非自動型。

●一般工事排水用。
●日本
●40℃以上はご使用いただけません。
●現場や水質に合ったポンプ選定ではない場

合、早期故障の恐れがございます。

特 長

仕 様

用 途
製 造 国
注意事項

KTV2-8

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:052-481-8181

発注コード 品番 税抜価格 吐出口径
（mm）

出力
（kw）

全揚程
（m）

吐出量
（m3/min） 外径寸法（mm） 重量

（kg）

7401-07-001 KTV2-8 ¥70,800 50 0.75 10 0.18 200×200×369 11.5

7401-07-002 KTV2-15 ¥125,000 50（80） 1.5 15 0.2 240×240×396 19.5

7401-07-003 KTV2-22 ¥138,000 50（80） 2.2 20 0.2 240×240×416 23

7401-07-004 KTV2-37 ¥199,000 80（100） 3.7 18 0.5 285×285×510 35

7401-07-005 KTV3-55 ¥242,000 80（100） 5.5 22 0.6 300×300×545 46.5

水中ポンプ（一般工事排水用）
㈱鶴見製作所  修理可能

●新しい材質の採用により他社同等品と比較
して軽量化を実現。

●耐摩耗性・耐久性を向上させたハイグレード
ポンプです。

●渇水時の不要運転を防止します。
●電圧:三相200V。
●自動運転型。

●一般工事排水用。
●日本
●40℃以上はご使用いただけません。
●現場や水質に合ったポンプ選定ではない場

合、早期故障の恐れがございます。

特 長

仕 様

用 途
製 造 国
注意事項

KTVE21.5

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:052-481-8181

発注コード 品番 税抜価格 吐出口径
（mm）

出力
（kw）

全揚程
（m）

吐出量
（m3/min） 外径寸法（mm） 重量

（kg）

7401-08-001 KTVE2.75 ¥95,700 50 0.75 10 0.18 200×200×417 12.7

7401-08-002 KTVE21.5 ¥151,000 50（80） 1.5 15 0.2 240×240×426 21.5

7401-08-003 KTVE22.2 ¥164,000 50（80） 2.2 20 0.2 240×240×426 24.5

7401-08-004 KTVE33.7 ¥250,000 80（100） 3.7 18 0.5 285×285×585 39.5

7401-08-005 KTVE35.5 ¥302,000 80（100） 5.5 22 0.6 300×300×620 52

水中ポンプ（水中泥水用）
㈱鶴見製作所  修理可能

●出力0.55kwのモーターを搭載し基礎工事
などにおける泥水排水の過酷な条件にも余
裕を持たせました。

●小型タイプの水中泥水ポンプとして能力を
発揮します。

●電圧:100V。
●出力:0.55kw。

●サンド用。
●日本
●40℃以上はご使用いただけません。
●現場や水質に合ったポンプ選定ではない場

合、早期故障の恐れがございます。

特 長

仕 様

用 途
製 造 国
注意事項

HSD2.55S

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:052-481-8181

発注コード 品番 税抜価格 吐出口径
（mm）

全揚程
（m）

吐出量
（m3/min） 外径寸法（mm） 重量

（kg）

7401-09-001 HSD2.55S ¥43,400 50 9 0.1 234×162×391 15

ファミリー水中ポンプ
㈱鶴見製作所

●片手で持ち運びできる手軽な家庭用水中ポ
ンプ。

●モーター内部への浸水を防止するメカニカ
ルシールを標準装備。

●電圧:100V。

●家庭用水中ポンプ。
●日本
●40℃以上はご使用いただけません。
●現場や水質に合ったポンプ選定ではない場

合、早期故障の恐れがございます。

特 長

仕 様

用 途
製 造 国
注意事項

FP-10S

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:052-481-8181

発注コード 品番 税抜価格 吐出口径
（mm）

出力
（w）

全揚程
（m）

吐出量
（L/min）外径寸法（mm） 重量

（kg）

7401-10-001 FP-5S ¥20,700 15 50 5.5 35 134×193 2.2

7401-10-002 FP-10S ¥27,800 25 100 7 80 157×224 3.4

7401-10-003 FP-15S ¥29,800 25 150 9 100 157×224 3.8

KTVE22.2

459水中ポンプ
Submersible Pump

工事用品

74 ポンプ



※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

ハイスピーダー
エムケー精工㈱

RP-99K

●1回転で1Lの高吐出。
●摩耗の心配がない無接触のルーツポンプが

高い耐久性をを実現。
●スチール製。
●ドラム缶用手動ポンプ。
●ガソリンには使用できません。

特 長

仕 様
用 途
注意事項

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:026-255-6011

発注コード 品番 税抜価格 全長（mm） 吐出量（1回転）パイプ径（mm） 重量（kg）

7402-01-001 RP-99K ¥33,600 1290 1L 31.8 6.5

ロージーポンプ
エムケー精工㈱

RP-24K

●ラクラク操作で簡単給油。
●スチール製。
●ドラム缶用手動ポンプ。
●ガソリンには使用できません。

特 長
仕 様
用 途
注意事項

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:026-255-6011

発注コード 品番 税抜価格 全長（mm） 吐出量（L/分）パイプ径（mm） 重量（kg）

7402-02-001 RP-24K ¥11,200 1325 38 31.8 5.8

7402-02-002 RP-20K ¥9,100 1240 30 25.4 4

プラオート
エムケー精工㈱

HP-26Z

●ドラム缶用にピッタリの安価なタイプです。
●ポリエチレン。
●ドラム缶用手動ポンプ。
●ガソリンには使用できません。

特 長
仕 様
用 途
注意事項

【 発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:026-255-6011

発注コード 品番 税抜価格 全長（mm） 吐出量（L/分） 箱入り数（本） 重量（g）

7402-03-001 HP-26Z ¥1,600 1184 26 20 400

460 ハイリッターポンプ
High-Liter Pump

工事用品

74ポンプ



※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

インバーター直流溶接機
日動工業㈱  修理可能

PW-100S

●今までの交流機やエンジン式に比べ非常に
コンパクトで軽量です。

●使用率も交流機に比べ非常に高いので連続
溶接が可能です。

●電撃防止機能付き。
●電圧:単相100V。
●付属品:一次ケーブル3M。

●出張工事、軽天サッシ工事、シャッター工事
業などに適しています。

●韓国

特 長

仕 様

用 途

製 造 国

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:052-351-3666

発注コード 品番 税抜価格 適応溶接棒
（mm）

定格入力
（kVA）

出力電流
（A）

使用率
（%） 外寸（mm） 重量

（kg）

7501-01-001 PW-100S ¥140,000 2.6 3 DC100 40 163×360×215 8.5

インバーター直流溶接機
日動工業㈱  修理可能

●今までの交流機やエンジン式に比べ非常に
コンパクトで軽量です。

●使用率も交流機に比べ非常に高いので連続
溶接が可能です。

●電撃防止機能付き。
●電圧:単相200V。
●鉄骨工事・造船業・橋梁工事などの補修工事用。
●韓国

特 長

仕 様

用 途
製 造 国

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:052-351-3666

発注コード 品番 税抜価格 適応溶接棒
（mm）

定格入力
（kVA）

出力電流
（A）

使用率
（%） 外寸（mm） 重量

（kg）

7501-02-001 DIGITAL-160DSK ¥120,000 3.2 9 160 50 140×415×280 12.3

7501-02-002 DIGITAL-180A ¥145,000 4 9.6 180 50 150×420×280 13

溶接棒 TUBASA
ニッテツ

NS-03Hi 2.0

●溶接ヒュームの発生量を低減し安定した
シャープなアークを心地よく溶接できます。

●再アーク性、ビード伸び、スラグ剥離性が抜
群でスパッタの飛散も少ないので作業能率
が向上します。

●ＪＩＳ　Ｚ３２１１Ｅ４３０３Ｕ規格品。
●棒端色：青。

●車輌、建築等に用いられる軟鋼の薄中板の
溶接。

●日本

特 長

仕 様

用 途

製 造 国

【 発注単位５kg 】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード 品番 税抜価格 棒径
（mm）

棒長
（mm）

電流範囲(A) ケース入数
（kg）下向 上向 立向

7502-01-001 NS-03Hi 2.0 ¥1,640 2.0 300 ３０〜６０３０〜６０３０〜６０ 20 

7502-01-002 NS-03Hi 2.6 ¥1,280 2.6 350 ６０〜１００５０〜９０５０〜９０ 20
7502-01-003 NS-03Hi 3.2 ¥1,120 3.2 350 １００〜１５０８０〜１３０８０〜１３０ 20
7502-01-004 NS-03Hi 4.0 ¥1,080 4.0 450 １４０〜２００１００〜１７０１００〜１７０ 20 

DIGITAL-160DSK
DIGITAL-180A

461溶接機・溶接棒
Welding Machine・Welding Rod
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※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

ガスカートリッジ
榮製機㈱

R200

●ボンベはプロパン30%・ブタン
70%混合のパワータイプです。

●生ガスが発生しにくい特殊構造です。
●ねじ込み式タイプ。
●ブタン70%・プロパン30%。
●内容量（g）:200。
●各種パイプあぶり作業用。
●スチール
●日本
●国外PL保険には対応していません。
●SakaeFuji製品専用ボンベで

す。これに適合しない器具には使
用しないでください。

特 長

仕 様

用 途
材 質
製 造 国
注意事項

【 発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:0533-73-1190

発注コード 品番 税抜価格 内容量（g） 箱入り数（本） 重量（g）

7503-01-001 R200 ¥770 200 12 370

ガスカートリッジ
榮製機㈱

HP200

●寒冷地仕様です。
●ボンベはプロパン50%・ブタン50%

混合のハイパワータイプです。
●生ガスが発生しにくい特殊構造です。
●ねじ込み式タイプ。
●ハイパワータイプ。
●内容量（g）:185。
●樹脂成型品のバリ取りの連続作

業用。
●スチール
●日本
●国外PL保険には対応していません。
●SakaeFuji製品専用ボンベで

す。これに適合しない器具には使
用しないでください。

特 長

仕 様

用 途

材 質
製 造 国
注意事項

【 発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:0533-73-1190

発注コード 品番 税抜価格 内容量（g） 箱入り数（本） 重量（g）

7503-02-001 HP200 ¥800 185 6 350

スパークエース
榮製機㈱  修理可能

BT-20Si

●360°どんな角度でも使用できます。
●セット内容:バーナー1個、R200

カートリッジ1本。
●2分までの銅管ロウ付け作業用。
●各種パイプあぶり作業用。
●バーナー火口:ステンレス
（SUS304）

●ボディ:真鍮（C3604）
●日本
●国外PL保険には対応していません。

特 長
仕 様

用 途

材 質

製 造 国
注意事項

【 発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:0533-73-1190

発注コード 品番 税抜価格 火炎温度
（℃）

熱量
（kcal/h）

燃焼時間
（分）

重量
（g）

7503-03-001 BT-20Si ¥7,400 約1450 2900 約60 565

スパークエース
榮製機㈱  修理可能

BT-20VX

●連続使用ボタン付です。
●360°どんな角度でも使用できます。
●空気調節レバーの開閉で炎を自

在に操作できます。
●セット内容:バーナー1個、R200

カートリッジ1本。
●樹脂成型品のバリ取りの連続作

業用。
●各種パイプあぶり作業用。
●バーナー火口:ステンレス
（SUS304）

●ボディ:亜鉛ダイカスト
●カバー:6ナイロン
●日本
●国外PL保険には対応していません。

特 長

仕 様

用 途

材 質

製 造 国
注意事項

【 発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:0533-73-1190

発注コード 品番 税抜価格 火炎温度
（℃）

熱量
（kcal/h）

燃焼時間
（分）

重量
（g）

7503-04-001 BT-20VX ¥6,400 約1500 2640 約70 640

スパークエース
榮製機㈱  修理可能

BT-20SA

●360°どんな角度でも使用できます。
●微調ニードル・空気調節リング付

です。
●4分までの銅管ロウ付けができます。
●セット内容:バーナー1個、R200

カートリッジ1本。
●各種パイプあぶり作業用。
●バーナー火口:ステンレス
（SUS304）

●ボディ:真鍮（C3604）
●日本
●国外PL保険には対応していません。

特 長

仕 様

用 途
材 質

製 造 国
注意事項

【 発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:0533-73-1190

発注コード 品番 税抜価格 火炎温度
（℃）

熱量
（kcal/h）

燃焼時間
（分）

重量
（g）

7503-05-001 BT-20SA ¥9,600 約1500 2600 約60 620

スーパーエース
榮製機㈱  修理可能

BT-20LY

●360°どんな角度でも使用できます。
●手元操作方式で、点火・消火の片

手作業が可能。
●6分の銅管ロウ付け作業が可能。
●パイプの裏まで熱が伝わるジェッ

トスクリュー炎。
● セット 内 容 : バ ー ナ ー 1 個 、

HP200カートリッジ1本。
●樹脂成型品のバリ取りの連続作

業用。
●バーナー火口:ステンレス
（SUS304）

●ボディ:亜鉛ダイカスト
●カバー:6ナイロン
●日本
●国外PL保険には対応していません。

特 長

仕 様

用 途

材 質

製 造 国
注意事項

【 発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:0533-73-1190

発注コード 品番 税抜価格 火炎温度
（℃）

熱量
（kcal/h）

燃焼時間
（分）

重量
（g）

7503-06-001 BT-20LY ¥9,800 約1900 3300 約80 610

462
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※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

スーパーエース
榮製機㈱  修理可能

BT-20LX

●360°どんな角度でも使用できます。
●手元操作方式で、点火・消火の片手作業が可

能です。
●4分までの銅管ロウ付け作業ができます。
●セット内容:バーナー1個、
　HP200カートリッジ1本。
●樹脂成型品のバリ取りの連続作業用。
●バーナー火口:ステンレス（SUS304）
●ボディ:亜鉛ダイカスト
●カバー:6ナイロン
●日本
●国外PL保険には対応していません。

特 長

仕 様

用 途
材 質

製 造 国
注意事項

【 発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:0533-73-1190

発注コード 品番 税抜価格 火炎温度
（℃）

熱量
（kcal/h）

燃焼時間
（分） 重量（g）

7503-07-001 BT-20LX ¥9,800 約1550 3100 約60 630

スパークエース
榮製機㈱  修理可能

BT-20SP

●360°どんな角度でも使用できます。
●耐風性に優れた汎用廉価バーナーです
●セット内容:バーナー1個、
　R200カートリッジ1本。
●塩ビパイプあぶりや各種DIY作業用。
●バーナー火口:ステンレス（SUS304）
●ボディ:亜鉛ダイカスト
●カバー:6ナイロン
●日本
●国外PL保険には対応していません。

特 長

仕 様

用 途
材 質

製 造 国
注意事項

【 発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:0533-73-1190

発注コード 品番 税抜価格 火炎温度
（℃）

熱量
（kcal/h）

燃焼時間
（分） 重量（g）

7503-08-001 BT-20SP ¥2,900 約1500 2100 約80 520

スパークエース（カートリッジ1本サービス付）
榮製機㈱  修理可能

BT-20SPW

●耐風性に優れた汎用廉価バーナーです。
●ボンベ2本が入ったお得なセットです。
●360°どんな角度でも使用できます。
●セット内容:バーナー1個、
　R200カートリッジ2本。
●塩ビパイプあぶりや各種DIY作業用。
●バーナー火口:ステンレス（SUS304）
●ボディ:亜鉛ダイカスト
●カバー:6ナイロン
●日本
●国外PL保険には対応していません。

特 長

仕 様

用 途
材 質

製 造 国
注意事項

【 発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:0533-73-1190

発注コード 品番 税抜価格 火炎温度
（℃）

熱量
（kcal/h）

燃焼時間
（分） 重量（g）

7503-09-001 BT-20SPW ¥2,900 約1500 2100 約80 890

463プロパンバーナー・ガストーチ
Propane Burner・Gas Torch
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※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

ガストーチGEN
榮製機㈱  修理可能

BT601

●360°どんな角度でも使用できます。
●コストパフォーマンスに優れたパワフルな

バーナーです。
●セット内容:バーナー1個、
　R200カートリッジ1本。
●各種パイプあぶり作業用。
●バーナー火口:ステンレス（SUS304）
●バルブ:亜鉛ダイカスト
●日本
●国外PL保険には対応していません。

特 長

仕 様

用 途
材 質

製 造 国
注意事項

【 発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:0533-73-1190

発注コード 品番 税抜価格 火炎温度
（℃）

熱量
（kcal/h）

燃焼時間
（分） 重量（g）

7503-10-001 BT601 ¥4,900 約1400 2300 約70 550

プロパンバーナーセット
榮製機㈱  修理可能

●作業に応じてバーナー火口・接手の取り替え
も可能です。

●ホースはゴムブレードタイプです。
●燃料はLPガス（プロパンガス）です（都市ガ

スは使用できません）。
●火炎温度は全機種1,500℃です。
●木工焼。
●畜舎消毒や毛類焼。
●草焼。
●氷解。
●道路補修工事。
●鋳・砂型の乾燥。
●金型の予備加熱。
●バーナー部:ステンレス+スチール
●接手部:スチール+ポリプロピレン
●ホース:合成ゴム
●日本
●国外PL保険には対応していません。

特 長

仕 様

用 途

材 質

製 造 国
注意事項

【 発注単位1セット 】 商品についてのお問い合わせ:0533-73-1190

発注コード 品番 税抜価格 セット内容

7503-11-001 LS-7-3M ¥24,600 ●火口NO.7N（火口径:φ60mm）●接手LS-800●ホース3M

7503-11-002 LS-7-5M ¥26,500 ●火口NO.7N（火口径:φ60mm）●接手LS-800●ホース5M

7503-11-003 LS-8-3M ¥26,500 ●火口NO.8N（火口径:φ75mm）●接手LS-800●ホース3M

7503-11-004 LS-8-5M ¥28,400 ●火口NO.8N（火口径:φ75mm）●接手LS-800●ホース5M

7503-11-005 LS-10-3M ¥33,500 ●火口NO.10N（火口径:φ100mm）●接手LS-800●ホース3M

7503-11-006 LS-10-5M ¥35,400 ●火口NO.10N（火口径:φ100mm）●接手LS-800●ホース5M

LS-7-3M

LS-7-5M

LS-8-3M

LS-8-5M

LS-10-3M

LS-10-5M

464 プロパンバーナー・ガストーチ
Propane Burner・Gas Torch
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※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

溶接用手持面
●軽くて丈夫で、作業性に優れます。
●溶接ガラス付。
●溶接作業用。
●日本

特 長
仕 様
用 途
製 造 国

YKZ01

【 発注単位1個 】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード 品番 税抜価格 寸法（mm） 付属品 重量（g）

7504-01-001 YKZ01 ¥2,020 310×230 遮光プレート#8/透明ガラス 約300

溶接用ガラス
●軽くて割れにくくキズにも強いです。
●溶接作業用。
●ガラス
●日本

特 長
用 途
材 質
製 造 国

YKZ02

【 発注単位1枚 】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード 品番 税抜価格 寸法（mm） 遮光度

7504-02-001 YKZ02 ¥480 100×50×2 #8

7504-02-002 YKZ04 ¥24 100×50×2 透明

ターピースパッタシート
萩原工業㈱

●ガラス繊維にフッ素コーティングを施し、溶
接・溶断時のノロ・火花に対して良好な耐火・
耐熱性、断熱性を実現。

●A種合格品。
●溶接、溶断時のノロ、火花養生など。
●使用繊維:ガラス繊維
●日本

特 長

仕 様
用 途
材 質
製 造 国

HU1

【 発注単位1枚 】 商品についてのお問い合わせ:086-440-0810

発注コード 品番 税抜価格 サイズ
（m）

ハトメ数
（個）

ハトメピッチ
（cm）

梱包数
（枚）

質量
（kg）

7504-03-001 HU1 ¥9,620 0.92×0.92 8 50 10 0.87

7504-03-002 HU2 ¥19,420 0.92×1.92 12 50 5 2

7504-03-003 HU4 ¥36,660 1.90×1.92 16 50 3 3.9

7504-03-004 HU6 ¥56,840 1.90×2.92 20 50 2 5.9

溶接用手袋5本指
㈱南村製作所

●溶接作業など過酷な作業に確かな安全性と
抜群の耐久性。

●溶接作業用。
●牛床革
●日本

特 長

用 途
材 質
製 造 国

605F

【 発注単位1双 】 商品についてのお問い合わせ:0745-66-1700

発注コード 品番 税抜価格 全長（mm） サイズ 梱包数（双）

7504-04-001 605F ¥680 330 フリー 10

YKZ04
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※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

アースクリップ
三立電器工業㈱

●アースクリップの使用によりアース接続が完全
に行われ電流が断続される事が無いため、作
業能率の低下や焼損の心配がありません。

●取付の際は被溶接物を傷めず簡単に取り付け
られます。

●溶接作業用。
●日本

特 長

用 途
製 造 国

M300

【 発注単位1個 】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード 品番 税抜価格 溶接電流（A） 電線接続方式 最大挟み能力
（mm） 重量（g）

7504-06-001 M300 ¥2,120 300 ネジ止 25 380

ケーブルジョイント（2本／組）
三立電器工業㈱

●機能性と安全性を追求したケーブルジョイント。
●テーパ式及び案内溝の採用により1/4回転す

るだけで簡単に脱着ができます。
●溶接作業用。
●日本

特 長

用 途
製 造 国

JA-300
【 発注単位1袋 】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード 品番 税抜価格 溶接電流（A） 使用電線（mm2） 全長（mm）

7504-05-001 JA-300 ¥3,900 100-300 22-50 220

安全ホルダー
三立電器工業㈱

●金属部はすべて耐熱性の優れた絶縁物で覆
われているため、安心して使用できます。

●溶接作業用。
●日本

特 長

用 途
製 造 国

S300

【 発注単位1個 】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード 品番 税抜価格 溶接電流
（A） 電線接続方式 使用棒径

（mm）
長さ

（mm）
重量
（g）

7504-07-001 S300 ¥2,340 300 ネジ止、半田、圧着 3.2〜6.4 235 435

石筆
ダイヤモンド印

●溶接・溶断の鉄板などへのケガキ入れ。
●鉄鋼材へのマーキングとして最適。
●日本

用 途

製 造 国

【 発注単位1箱 】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード 品番 税抜価格 形状 寸法（mm） 箱入り数（本）

7504-08-001 QG01 ¥1,580 細丸 φ5×80 100

7504-08-002 QG02 ¥1,430 太丸 φ6×80 50

7504-08-003 QG03 ¥1,260 二分角 6.4×6.4×80 50

7504-08-004 QG04 ¥1,260 三分角 9×9×80 30

7504-08-005 QG05 ¥1,580 薄平 15×3×80 50

7504-08-006 QG06 ¥1,430 厚平 13×5×80 50

QG01

QG04

QG02

QG05

QG03

QG06

466 溶接機パーツ
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※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

デジタルノギス 大文字
シンワ測定㈱

●ホールドボタンで数値を固定できます。
●ユニット部は防滴構造です。
●任意の場所でゼロセットできますので比較測

定ができます。
●付属品:モニター用電池（SR44）。

●外径・内径・深さ・段差・比較・間接の測定用。
●本体:ステンレス
●スライダ:ABS樹脂
●中国

特 長

仕 様

用 途
材 質

製 造 国

19975

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:052-678-0602

発注コード 品番 税抜価格 測定範囲
（mm）

最小読取値
（mm） デプスバー 梱包数（丁） 重量（g）

7601-01-001 19974 ¥6,000 0.01〜100 0.01 有 3 92

7601-01-002 19975 ¥6,000 0.01〜150 0.01 有 3 150

7601-01-003 19976 ¥8,500 0.01〜200 0.01 有 3 188

7601-01-004 19977 ¥14,000 0.01〜300 0.01 有 1 287

デジタルノギス カーボンファイバー製
シンワ測定㈱

●ユニット部をスライドさせるだけで起動します。
●無操作状態で約5分経過すると自動的に電

源がOFFになるオートパワーオフ機能搭載。
●カーボンファイバー製のため、測定物をキズ

つけません。

●付属品:モニター用電池（SR44）。
●外径・内径・深さ・段差・比較・間接の測定用。
●本体:カーボンコンポジットプラスチック
●表示部:ABS樹脂
●中国

特 長 仕 様
用 途
材 質

製 造 国

19978

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:052-678-0602

発注コード 品番 税抜価格 測定範囲
（mm）

最小読取値
（mm） デプスバー 梱包数（丁） 重量（g）

7601-02-001 19978 ¥2,500 0.1〜100 0.1 有 5 34

7601-02-002 19979 ¥2,700 0.1〜150 0.1 有 5 55

普及ノギス
シンワ測定㈱

●スタンダードなアナログノギスです。
●外径・内径・深さ・段差の測定用。
●ステンレス
●中国

特 長
用 途
材 質
製 造 国

19899

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:052-678-0602

発注コード 品番 税抜価格 測定範囲
（mm）

最小読取値
（mm） デプスバー 梱包数（丁） 重量（g）

7601-03-001 19899 ¥3,500 0.05〜150 0.05 有 6 150

7601-03-002 19912 ¥5,000 0.05〜200 0.05 有 6 180

7601-03-003 19913 ¥9,500 0.05〜300 0.05 有 1 330

M形標準ノギス
㈱ミツトヨ

●外側・内側・深さ・段差の4種類の測定ができます。
●本尺とスライダーの間にゴミが入らない目盛

面段付です。
●ＪＩＳ規格品。
●外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定用。
●日本

特 長

用 途
製 造 国

N-15

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:044-822-5151

発注コード 品番 税抜価格 測定範囲（mm）最小表示（mm） デプスバー 重量（g）

7601-04-001 N-15 ¥5,420 0〜150 0.05 有 150

7601-04-002 N-20 ¥7,980 0〜200 0.05 有 180

7601-04-003 N-30 ¥15,900 0〜300 0.05 有 355

7601-04-004 N-60 ¥55,900 0〜600 0.05 有 1300

7601-04-005 N-100 ¥110,400 0〜1000 0.05 有 3300
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※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

テーパーゲージ
シンワ測定㈱

●円形穴の測定では、ゲージ本体の厚さによる
誤差が出ます。

●正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏
面に付けました（62600のみ）。

●内径や隙間の寸法の測定用。
●ステンレス
●日本

特 長

用 途
材 質
製 造 国

62600

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:052-678-0602

発注コード 品番 税抜価格 測定範囲（mm） 厚み（mm）精度（mm）梱包数（丁） 重量（g）

7602-01-001 62600 ¥1,050 1〜15 1.2 ±0.05 10 11

7602-01-002 62605 ¥1,680 15〜30 1.2 ±0.05 10 29

7602-01-003 62610 ¥3,800 30〜45 1.2 ±0.05 1 50

7602-01-004 62615 ¥4,950 45〜60 1.2 ±0.05 1 70

完全スコヤ
シンワ測定㈱

●角目を使用して角材の取り寸法が分かります。
●加工材料や製品の直角の検査用。
●ステンレス
●日本

特 長
用 途
材 質
製 造 国

62009

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:052-678-0602

発注コード 品番 税抜価格 台寸法（mm）竿寸法（mm）精度（mm）梱包数（丁） 重量（g）

7602-02-001 62014 ¥1,500 94×18×18 161×18×1.5 ±0.2 6 110

7602-02-002 62006 ¥1,500 94×18×18 177×18×1.5 ±0.2 6 114

7602-02-003 62009 ¥1,500 94×18×18 177×18×1.5 ±0.2 6 114

止型スコヤ
シンワ測定㈱

●止型定規としてまた完全スコヤとして1台2
役になります。

●片面で左右45°の墨付けができます。
●枠組みの45°合わせや加工材料などの直角

の検査に使用します。
●ステンレス
●日本

特 長

用 途

材 質
製 造 国

62081

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:052-678-0602

発注コード 品番 税抜価格 台寸法（mm）本体寸法（mm）精度（mm）梱包数（丁） 重量（g）

7602-03-001 62081 ¥1,600 163×15×5 170×100×1.5 ±0.2 6 177

7602-03-002 62189 ¥2,050 163×40×5 170×100×1.5 ±0.2 6 334

自由スコヤ
シンワ測定㈱

●角度を任意に調節できます。
●自由スコヤは止ネジが付いていますので設

定した角度で固定する事ができます。
●必要な角度をケガキする場合や角度を写す

場合に適しています。
●ステンレス
●日本

特 長

用 途

材 質
製 造 国

62588 【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:052-678-0602

発注コード 品番 税抜価格 寸法（mm） 梱包数（丁） 重量（g）

7602-04-001 62588 ¥750 180×14×5.5 12 111

7602-04-002 62596 ¥1,150 250×19×5.5 12 202

使用イメージ

468 ゲージ・スコヤ
Gauges・Square
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※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

曲尺 角厚 シルバー
シンワ測定㈱

●メーターモジュールに最適です。
●シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読

み取りやすくなっています。
●大きく読み取りやすい目盛数字となっています。

●直角度精度:100mmにつき±0.1mm以下。
●長さの許容差:±0.2mm。
●ステンレス
●日本

特 長 仕 様

材 質
製 造 国

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:052-678-0602

発注コード 品番 税抜価格 寸法（mm） タイプ 長さ 梱包数
（丁）

重量
（g）

7603-01-001 10014 ¥2,850 520×260×15×1.4 裏面角目 50cm 10 91

7603-01-002 10359 ¥2,850 520×260×15×1.4 裏面角目 50cm 10 91

7603-01-003 10286 ¥2,650 320×160×15×1.4 裏面角目 30cm 10 60

7603-01-004 10030 ¥2,850 520×260×15×1.4 表裏同目 50cm 10 91

7603-01-005 10294 ¥2,650 320×160×15×1.4 表裏同目 30cm 10 60

曲尺 同厚 シルバー名作
シンワ測定㈱

●角部は竿と同じ厚さです。
●外側基点の内目盛が付いています。
●直角度精度:100mmにつき±0.1mm以下。
●長さの許容差:±0.2mm。
●ステンレス
●中国

特 長

仕 様

材 質
製 造 国

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:052-678-0602

発注コード 品番 税抜価格 寸法（mm） タイプ 長さ 梱包数
（丁）

重量
（g）

7603-03-001 10640 ¥2,350 520×260×15×1.4 表裏同目 50cm 10 88

7603-03-002 10647 ¥2,150 320×160×15×1.4 表裏同目 30cm 10 56

7603-03-003 10643 ¥2,350 485×242.5×15×1.4 表裏同目 1尺5寸 10 86

7603-03-004 10646 ¥2,350 520×260×15×1.4 表裏同目 1尺6寸 10 88

7603-03-005 10648 ¥2,150 320×160×15×1.4 表裏同目 1尺 10 56

大金
シンワ測定㈱

●石材、材木、鋼材など大きな物の測定・ケガキ
に便利です。

●筋交付は落としたりぶつけたりした際の衝撃
から直角精度を守ります。

●直角度精度:100mmにつき±0.1mm以下。
●長さの許容差:±0.5mm。
●ステンレス
●日本

特 長 仕 様

材 質
製 造 国63118

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:052-678-0602

発注コード 品番 税抜価格 寸法（mm） タイプ サイズ 梱包数
（丁）

重量
（g）

7603-04-001 63099 ¥19,000 1040×630×30×4.0 表裏同目 1m×60cm 5 1516

7603-04-002 63400 ¥15,000 1040×630×35×2.5 表裏同目 1m×60cm 5 1102

7603-04-003 63118 ¥12,000 1040×630×35×2.5 表裏同目 1m×60cm 5 1102

7603-04-004 63128 ¥12,000 939×636×35×2.5 表裏同目 3×2尺 5 1044

7603-04-005 63094 ¥12,000 1040×630×35×2.5 併用目盛 1m/3尺3寸 5 1102

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:052-678-0602

発注コード 品番 税抜価格 寸法（mm） タイプ 長さ 梱包数
（丁）

重量
（g）

7603-02-001 10405 ¥2,900 520×260×20×2.0 表裏同目 50cm 10 240

7603-02-002 10421 ¥2,700 320×160×20×2.0 表裏同目 30cm 10 144

7603-02-003 10456 ¥2,900 520×260×20×2.0 表裏同目 1尺6寸 10 240

7603-02-004 10464 ¥2,700 320×160×20×2.0 表裏同目 1尺 10 144

7603-02-005 10414 ¥2,900 520×260×20×2.0 併用目盛 50cm/1尺6寸 10 240

曲尺 厚手広巾 シルバー
シンワ測定㈱

●重厚でがっしりした厚手広巾タイプです。
●8段目盛は8つの側面全てに目盛が入ってい

ます（10421のみ）。
●直角度精度:100mmにつき±0.1mm以下。
●長さの許容差:±0.2mm。
●ステンレス
●日本

特 長

仕 様

材 質
製 造 国

拡大図

拡大図

拡大図

10030

10405

10640

469曲尺
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※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

直尺 シルバー
シンワ測定㈱

●シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読
み取りやすくなっています。

●エッチング加工+メッキ目盛で過酷な使用状
況下でも性能を落としません。

●目盛ピッチ
 15cm〜1m 上段/1mm　下段/0.5mm
 1.5m〜3m 上段/0.5mm（〜10cm）、1mm　下段/1mm。
●ステンレス
●日本/中国

特 長 仕 様

材 質
製 造 国

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:052-678-0602

発注コード 品番 税抜価格 寸法（mm） 長さ 梱包数（丁） 重量（g）

7603-05-001 13005 ¥350 175×15×0.5 15cm 50 10

7603-05-002 13013 ¥700 335×25×1.0 30cm 50 65

7603-05-003 13021 ¥1,800 640×30×1.2 60cm 10 180

7603-05-004 13048 ¥3,500 1050×35×1.5 1m 10 425

7603-05-005 13056 ¥15,000 1565×40×2.0 1.5m 5 950

7603-05-006 13064 ¥20,000 2065×40×2.0 2m 5 1250

7603-05-007 13072 ¥38,000 3065×40×3.0 3m 5 2865

止型定規
シンワ測定㈱

●直角付は直角も測れます。
●角度精度45°:100mmにつき0.1mm以下
　90°:100mmにつき0.2mm以下。
●45°の確認・:線引き・ケガキに使用します。
●ステンレス
●日本/中国

特 長
仕 様

用 途
材 質
製 造 国

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:052-678-0602

発注コード 品番 税抜価格 台寸法（mm） 本体寸法（mm） 品名 箱入り数
（丁)

重量
（g）

7603-06-001 62103 ¥1,000 115×15×5 172×62×1.5 標準型 12 119

7603-06-002 62060 ¥1,000 115×15×5 172×62×1.5 目盛付 12 119

7603-06-003 62110 ¥1,000 115×15×5 172×62×1.5 直角付 12 133

7603-06-004 62162 ¥1,700 116×40×6 172×62×1.5 広巾台付 6 251

丸ノコガイド定規 エルアングルⅡ
シンワ測定㈱

●材料に当てて丸のこを沿わせるだけで直角
に切断できます。

●大工さんに面里奈尺相当とメートル目盛の併
用目盛付。

●アルミ製で軽くて丈夫な設計です。

●直角精度100mmにつき0.1mm以下。
●本体:アルミ
●取手:ABS樹脂
●ガイド面:ステンレス
●日本

特 長 仕 様
材 質

製 造 国

73170

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:052-678-0602

発注コード 品番 税抜価格 寸法（mm） 呼び寸法
（cm） 品名 梱包数

（丁）
重量
（g）

7603-07-001 73168 ¥5,800 580×300×70 45 併用目盛 2 900

7603-07-002 73169 ¥6,800 750×330×70 60 併用目盛 2 1100

7603-07-003 73170 ¥7,800 1150×400×70 100 併用目盛 1 1500

7603-07-004 78570 ¥12,000 1150×524×70 100 併用目盛（横目盛付） 1 1600

三角スケール
シンワ測定㈱

●図面作成、読み取りに便利です。
●図面の作成・読み取りに最適。
●ABS樹脂
●日本

特 長
用 途
材 質
製 造 国

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:052-678-0602

発注コード 品番 税抜価格 品名 呼び寸法
（cm） 用途 箱入り数

（丁) 重量（g）

7603-08-001 70777 ¥1,050 A-10 10 ー 10 9

7603-08-002 74969 ¥1,150 A-15 15 土地家屋調査士用 10 13

7603-08-003 74950 ¥2,100 A-30 30 土地家屋調査士用 5 58

7603-08-004 74961 ¥1,150 B-15 15 建築士用 10 13

7603-08-005 74962 ¥2,400 B-30 30 建築士用 5 58

7603-08-006 70802 ¥1,150 C-15 15 縮小コピー用 10 13

7603-08-007 70803 ¥2,400 C-30 30 縮小コピー用 5 58

13013

13013

74969

74950

470 直尺・丸ノコ用定規
Scales・Circular Saw Guide
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※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

パワーミックス
日本電産テクノモーター㈱

PM-220B

●3枚羽根、両手ハンドル式です。
●Ｒー２タイプは２枚羽根仕様になります。
●付属品:羽根（φ220）、かくはん軸、ホルダー、

両口スパナ2個。
●電源:単相100V。
●各種壁材の練り混ぜや攪拌用。

特 長

仕 様

用 途

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:052-581-6668

発注コード 品番 税抜価格 羽根外径
（mm）

回転速度
（rpm）

電流
（A）

消費電力
（W）

コード長さ
（m）

重量
（kg）

7701-01-001 PM-220B ¥47,500 220 350 6 570 2.5 4.1

7701-01-002 PM-220B R-2 ¥47,500 220 350 6 570 2.5 4.1

パワーミックス
日本電産テクノモーター㈱

PMA-240

●3枚羽根、両手ハンドル式です。
●820Wのハイパワー仕様です。
●付属品:羽根（φ240）、かくはん軸、ホルダー、

両口スパナ2個。
●電源:単相100V。
●各種壁材の練り混ぜや攪拌用。

特 長

仕 様

用 途

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:052-581-6668

発注コード 品番 税抜価格 羽根外径
（mm）

回転速度
（rpm）

電流
（A）

消費電力
（W）

コード長さ
（m）

重量
（kg）

7701-02-001 PMA-240 ¥47,500 240 480 8.5 820 2.5 4.1

スーパーベビーミックス
日本電産テクノモーター㈱

SBM-150E1

●ダイキャスト仕様による丈夫なボディです。
●軽量かつ容器を傷つけにくい丸羽根です。
●付属品:羽根（φ150）、かくはん軸、ホルダー、

両口スパナ2個、サイドハンドル。
●電源:単相100V。
●各種壁材の練り混ぜや攪拌用。

特 長

仕 様

用 途

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:052-581-6668

発注コード 品番 税抜価格 羽根外径
（mm）

回転速度
（rpm）

電流
（A）

消費電力
（W）

コード長さ
（m）

重量
（kg）

7701-03-001 SBM-150E1 ¥25,800 150 1000 8.5 620 2.5 2.3

471かくはん機
Mixers

工事用品
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※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

投げ込みヒーター
㈱フジマック

●火の使えない場所で簡単にお湯を沸かせます。
●電源：１００Ｖ。
●水の加熱や保温用。
●銅パイプ（ＣＵＴ）
●水の加熱以外には使用しないでください。
●修理はできません。

特 長
仕 様
用 途
材 質
注意事項

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:06-6568-3391

発注コード 品番 税抜価格 容量（W） 首下寸法（mm） ヒーター部寸法（mm） バケツの大きさ（目安） 重量（kg）

7702-01-001 H-500S ¥8,760 500 265 130 10L以下 0.5

7702-01-002 H-500L ¥8,760 500 400 130 20L以下 0.6

7702-01-003 H-1000S ¥10,260 1000 380 130 20L以下 0.8

サーモスタット付ヒーター
㈱フジマック

●火の使えない場所で簡単にお湯を沸かせます。
●お好みの温度に設定できます。
●電源：１００Ｖ。
●水の加熱や保温用。
●ＳＵＳ３１６Ｌ
●水の加熱以外には使用しないでください。
●修理はできません。

特 長

仕 様
用 途
材 質
注意事項

SH-1000S

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:06-6568-3391

発注コード 品番 税抜価格 容量（W） 首下寸法（mm） バケツの大きさ（目安） 温度調節範囲 重量（kg）

7702-02-001 SH-1000S ¥22,000 1000 370 20L以下 ３０℃〜１２０℃ 0.5

472 ヒーター
Heater

工事用品
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※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

ツールセット
前田金属工業㈱

●産業機械､自動車整備向けとして様々な場面
で活躍する充実した内容のセットです｡

●9.5角と12.7角を揃えた充実のデラックスセット。
●日本

特 長

製 造 国

TSX950

【 発注単位1セット 】 商品についてのお問い合わせ:06-6973-9735

発注コード 品番 税抜価格 ＢＯＸ色 差し込み角
（mm） ケース寸法（mm） セット内容 重量

（kg）

7801-02-001 TSX950 ¥178,900 レッド 9.5/12.7 545×270×430 86点 21.3

7801-02-002 TSX950SV ¥178,900 シルバー 9.5/12.7 545×270×430 86点 21.3

7801-02-003 TSX950BK ¥178,900 マットブラック 9.5/12.7 545×270×430 86点 21.3

セット内容 型式

ソケット（6角） 3S-08,10,11,12,13,14
ディープソケット（6角） 3S-08L,10L,12L,13L,14L

ソケット（12角） 4D-17,19,21,22,24,26,27,
30,32,36

ヘキサゴンソケット 4H-05,06,08,10,12,14,17
ラチェットハンドル RH33K,RH43K
スピンナハンドル 311
T型ハンドル TH3270
エクステンションバー 305,306,320,321,407
ボールジョイント BJ30,BJ40
アダプター 58,68

ロングスパナ LS,5.507,0810,1012,1113,
1214,1417

ロングメガネレンチ M45-1012,1113,1214,1417,1921,2224
ショートメガネレンチ M46-0810,1012,1113,1417
モンキレンチ MW-300
ショートモンキレンチ MWS-24
コンビネーションプライヤ CP-200
ペンチ CT-175G
ラジオペンチ RP-150G
強力ニッパー KN-150G
ミニカッター MCS-200
セーフティプライヤ SWP-250
壊ネジプライヤ BNP-175
パワードライバー PMD-075,100,150/PPD-001,002,003
割柄ドライバー YMD-150
コンビネーションハンマー BHC-10
アルミパイプレンチ APW300
平タガネ FC165
ロングボールポイントL型レンチセット BL900
ツールチェスト BX230

ツールセット
前田金属工業㈱

●産業機械､自動車整備向けとして様々な場面
で活躍する充実した内容のセットです｡

●日本

特 長

製 造 国

TSS4331

【 発注単位1セット 】 商品についてのお問い合わせ:06-6973-9735

発注コード 品番 税抜価格 ＢＯＸ色 差し込み角
（mm） ケース寸法（mm） セット内容 重量

（kg）

7801-01-001 TSS4331 ¥99,380 レッド 12.7 470×240×405 53点 13.7

7801-01-002 TSS4331SV ¥99,380 シルバー 12.7 470×240×405 53点 13.7

7801-01-003 TSS4331BK ¥99,380 マットブラック 12.7 470×240×405 53点 13.7

セット内容 型式

ソケット（6角） 4S-08,10,12,13,14

ソケット（12角） 4D-17,19,21,22,24,
26,27,30,32

ラチェットハンドル RH40K
スピンナハンドル 211
エクステンションバー 321
スパナセット 35M

ロングメガネレンチ M45-1012,1113,1417,
1921,2224

モンキレンチ MW-300
ラジオペンチ RP-150G
コンビネーションプライヤ CP-200
ペンチ CT-175G
ウォーターポンププライヤ KWP-250
強力ニッパ KN-150G
パワードライバー PMD-075,100,150
パワードライバー PPD-001,002,003
コンビネーションハンマー BHC-10
平タガネ FC165
センターポンチ CP125
ロングボールポイント
L型レンチセット BPL900

ツールケース BX331

473工具セット
Tool Set

工事用品
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※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

プロボックス100
リス興業㈱

●丈夫な本体でハードな現場に対応します。
●トレーの大きさは2/3とし背の高い物や大きな

工具も収納可能です。
●ポリプロピレン
●中国
●70℃以上でのご使用は変形の恐れがあります。

特 長

材 質
製 造 国
注意事項

PROBOX100G

【 発注単位1個 】 商品についてのお問い合わせ:本社営業部 058-386-0050

発注コード 品番 税抜価格 色 外寸（mm） 箱入り数
（個）

重量
（kg）

7802-01-001 PROBOX100G ¥2,700 グリーン 410×200×185H 8 1.2

7802-01-002 PROBOX100B ¥2,700 ブルー 410×200×185H 8 1.2

【 発注単位1個 】 商品についてのお問い合わせ:本社営業部 058-386-0050

発注コード 品番 税抜価格 色 外寸（mm） 箱入り数
（個）

重量
（kg）

7802-02-001 PROBOX200G ¥4,900 グリーン 430×240×240H 6 2.1

7802-02-002 PROBOX200B ¥4,900 ブルー 430×240×240H 6 2.1

プロボックス200
リス興業㈱

●丈夫な本体でハードな現場に対応します。
●トレーの大きさは2/3とし背の高い物や大きな

工具も収納可能です。
●工具の大きさに応じてトレーの高さを2段階に設

定できます。
●ポリプロピレン
●中国
●70℃以上でのご使用は変形の恐れがあります。

特 長

材 質
製 造 国
注意事項

PROBOX200G

プロボックス300
リス興業㈱

●丈夫な本体でハードな現場に対応します。
●ポリプロピレン
●中国
●70℃以上でのご使用は変形の恐れがあります。

特 長
材 質
製 造 国
注意事項

PROBOX300G

【 発注単位1個 】 商品についてのお問い合わせ:本社営業部 058-386-0050

発注コード 品番 税抜価格 色 外寸（mm） 箱入り数
（個）

重量
（kg）

7802-03-001 PROBOX300G ¥6,400 グリーン 520×250×290H 4 3

7802-03-002 PROBOX300B ¥6,400 ブルー 520×250×290H 4 3

【 発注単位1個 】 商品についてのお問い合わせ:本社営業部 058-386-0050

発注コード 品番 税抜価格 色 外寸（mm） 箱入り数
（個）

重量
（kg）

7802-04-001 PROBOX400G ¥6,400 グリーン 520×250×290H 4 2.8

7802-04-002 PROBOX400B ¥6,400 ブルー 520×250×290H 4 2.8

プロボックス400
リス興業㈱

●丈夫な本体でハードな現場に対応します。
●トレーの大きさは2/3とし背の高い物や大きな

工具も収納可能です。
●工具の大きさに応じてトレーの高さを2段階に設

定できます。
●ポリプロピレン
●中国
●70℃以上でのご使用は変形の恐れがあります。

特 長

材 質
製 造 国
注意事項

PROBOX400G

PROBOX200B

PROBOX300B

PROBOX400B

間口
奥行

高さ

間口

間口

奥行

奥行

高さ

高さ

間口
奥行

高さ
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※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

道具箱
リス興業㈱

●ステンレス金具を使用しているので耐久性
抜群です。

●S、L、75Lは透明もあります。
●色:グリーン。
●耐衝撃性ポリプロピレン
●日本

特 長

仕 様
材 質
製 造 国

75L

【 発注単位1個 】 商品についてのお問い合わせ:本社営業部 058-386-0050

発注コード 品番 税抜価格 外寸（mm） 有効内寸（mm） 容量
（L）

梱包数
（個）

重量
（kg）

7802-05-001 SS ¥4,800 380×294×134 305×230×117 10 10 1.5

7802-05-002 S ¥7,200 567×411×190 499×347×160 28 5 2.7

7802-05-003 L ¥7,700 567×411×330 499×347×300 54 3 3.4

7802-05-004 75L ¥14,300 665×458×347 600×398×315 75 2 5.5

道具箱
リス興業㈱

●ステンレス金具を使用しているので耐久性
抜群です。

●色:グリーン。
●耐衝撃性ポリプロピレン
●日本

特 長

仕 様
材 質
製 造 国CL

【 発注単位1個 】 商品についてのお問い合わせ:本社営業部 058-386-0050

発注コード 品番 税抜価格 外寸（mm） 有効内寸（mm） 容量
（L）

梱包数
（個）

重量
（kg）

7802-06-001 CL ¥8,400 821×375×152 752×309×131 30 3 3.3

7802-06-002 KL ¥11,500 1018×416×181 950×350×150 50 3 4.5

7802-06-003 2L ¥13,000 826×480×227 750×400×200 60 3 5.2

道具箱
リス興業㈱

●ステンレス金具を使用しているので耐久性
抜群です。

●小物の収納に便利な引きだし付。
●色:グリーン。
●耐衝撃性ポリプロピレン
●日本

特 長

仕 様
材 質
製 造 国

XT

【 発注単位1個 】 商品についてのお問い合わせ:本社営業部 058-386-0050

発注コード 品番 税抜価格 外寸（mm） 有効内寸（mm） 容量
（L）

梱包数
（個）

重量
（kg）

7802-07-001 XT ¥10,900 515×352×323 449×294×210 28 3 4

7802-07-002 XL ¥13,300 567×411×336 503×351×200 35 3 4.5

道具箱
リス興業㈱

●ステンレス金具を使用しているので耐久性
抜群です。

●色:グリーン。
●耐衝撃性ポリプロピレン
●日本

特 長

仕 様
材 質
製 造 国

130L

【 発注単位1個 】 商品についてのお問い合わせ:本社営業部 058-386-0050

発注コード 品番 税抜価格 外寸（mm） 有効内寸（mm） 容量
（L）

梱包数
（個）

重量
（kg）

7802-08-001 130L ¥18,000 1018×416×431 946×344×400 130 1 9

7802-08-002 200L ¥55,000 1217×500×435 1117×407×403 200 1 12.5

S

2L

XL

200L

間口

間口

間口

間口

奥行

奥行

奥行

奥行

高さ

高さ

高さ

高さ
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※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

プラキャビン R型
エピア㈱

●コンパクトタイプで狭い場所に最適です
●車載収納も可能です。
●ガラス繊維強化プラスチック（FRP）
●日本

特 長

材 質
製 造 国

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0563-54-0367

発注コード 品番 税抜価格 色 外寸（mm） 重量
（kg）

7803-01-001 PC-RSS ¥57,110 青、白 1160×410×430H 8

7803-01-002 PC-RS ¥62,430 青、白 1330×410×430H 9

7803-01-003 PC-RN ¥79,980 青、白 1480×410×430H 11

7803-01-004 PC-RM ¥90,750 青、白 1580×410×430H 12

7803-01-005 PC-RL ¥128,010 青、白 1860×410×430H 16

プラキャビン F型
エピア㈱

●車載収納も可能です。
●ガラス繊維強化プラスチック（FRP）
●日本

特 長
材 質
製 造 国

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0563-54-0367

発注コード 品番 税抜価格 色 外寸（mm） 重量
（kg）

7803-02-001 PC-FSS ¥65,340 青、白 1160×580×460H 10

7803-02-002 PC-FS ¥84,700 青、白 1330×580×460H 12

7803-02-003 PC-FN ¥106,350 青、白 1480×580×460H 13

7803-02-004 PC-FM ¥149,670 青、白 1580×630×560H 17

7803-02-005 PC-FL ¥186,460 青、白 1880×630×560H 23

プラキャビン H型
エピア㈱

●車載収納も可能です。
●ガラス繊維強化プラスチック（FRP）
●日本

特 長
材 質
製 造 国

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0563-54-0367

発注コード 品番 税抜価格 色 外寸（mm） 重量
（kg）

7803-03-001 PC-HSS ¥78,650 青、白 1180×570×490H 12

7803-03-002 PC-HS ¥82,150 青、白 1350×570×490H 13

7803-03-003 PC-HN ¥101,510 青、白 1500×570×490H 15

7803-03-004 PC-HM ¥131,520 青、白 1600×620×660H 17

7803-03-005 PC-HL ¥172,420 青、白 1900×620×660H 26

プラキャビン K型
エピア㈱

●車載収納も可能です。
●ガラス繊維強化プラスチック（FRP）
●日本

特 長
材 質
製 造 国

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0563-54-0367

発注コード 品番 税抜価格 色 外寸（mm） 重量
（kg）

7803-04-001 PC-KSS ¥82,150 青、白 1180×570×670H 13

7803-04-002 PC-KS ¥86,270 青、白 1350×570×670H 14

7803-04-003 PC-KN ¥107,320 青、白 1500×570×670H 15

7803-04-004 PC-KM ¥151,000 青、白 1600×620×820H 20

7803-04-005 PC-KL ¥188,150 青、白 1900×620×820H 30

476 車載用収納箱
In-Car Tool Boxes
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※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

アラウンドザウエスト 電工腰袋
㈱TJMデザイン

●変形しない薄く軽量なアルミ製ベルト通し。
●撥水加工を施してあります。
●D環付。
●ナイロン
●中国

特 長

仕 様
材 質
製 造 国

AW-DE1MR 【 発注単位1個 】 商品についてのお問い合わせ:0120-125577

発注コード 品番 税抜価格 寸法（mm） 形状 箱入り数
（個）

重量
（g）

7804-01-001 AW-DE2L ¥4,800 215×130×265 2段 6 305

7804-01-002 AW-DE2M ¥3,980 190×110×255 2段 6 270

7804-01-003 AW-DE2S ¥3,580 165×105×210 2段 6 220

7804-01-004 AW-DE3S ¥4,800 190×125×240 3段 6 280

7804-01-005 AW-DE3F ¥5,200 190×135×265 3段 6 320

7804-01-006 AW-DE1MR ¥4,080 190×90×240 1段 6 250

アラウンドザウエスト 釘袋
㈱TJMデザイン

●変形しない薄く軽量なアルミ製ベルト通し。
●撥水加工を施してあります。
●口元がだらけない補助バンド付。
●ポリエステル
●中国

特 長

材 質
製 造 国

AW-KUGL

【 発注単位1個 】 商品についてのお問い合わせ:0120-125577

発注コード 品番 税抜価格 寸法（mm） 形状 箱入り数
（個）

重量
（g）

7804-02-001 AW-KUGL ¥4,800 255×70×350 2段 6 380

7804-02-002 AW-KUGM ¥3,770 240×70×300 2段 6 315

アラウンドザウエスト 工具差し
㈱TJMデザイン

●撥水加工を施してあります。
●D環付。
●ナイロン
●中国

特 長
仕 様
材 質
製 造 国

AW-KH1
【 発注単位1個 】 商品についてのお問い合わせ:0120-125577

発注コード 品番 税抜価格 寸法（mm） 形状 箱入り数
（個）

重量
（g）

7804-03-001 AW-KH1 ¥1,320 85×25×215 1本差し 6 50

7804-03-002 AW-KH2 ¥1,940 140×25×245 2本差し 6 85

7804-03-003 AW-KH3 ¥2,240 180×25×230 3本差し 6 100

AW-DE2L

AW-KUGM

AW-KH3
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※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

アラウンドザウエスト 胴当てベルト
㈱TJMデザイン

●立体EVAクッションで腰にフィット。
●腰に密着するノンスリップガード。
●5本のベルトループで最適な位置に腰袋を固定。
●Ｍ…腰まわり目安７００〜９５０mm。
●Ｌ…腰まわり目安８５０〜１１００mm。
●ナイロン
●中国

特 長

仕 様

材 質
製 造 国

AW-DBMKU

【 発注単位1個 】 商品についてのお問い合わせ:0120-125577

発注コード 品番 税抜価格 寸法（mm） サイズ/色 箱入り数
（個）

重量
（g）

7804-04-001 AW-DBMKU ¥5,720 720×35×130 M/黒 6 240

7804-04-002 AW-DBMAO ¥5,720 720×35×130 M/青 6 240

7804-04-003 AW-DBMMI ¥5,720 720×35×130 M/緑 6 240

7804-04-004 AW-DBMKO ¥5,720 720×35×130 M/紺 6 240

7804-04-005 AW-DBMKI ¥5,720 720×35×130 M/黄 6 240

7804-04-006 AW-DBLKU ¥6,530 800×35×130 L/黒 6 290

7804-04-007 AW-DBLAO ¥6,530 800×35×130 L/青 6 290

7804-04-008 AW-DBLMI ¥6,530 800×35×130 L/緑 6 290

アラウンドザウエスト パーツケース
㈱TJMデザイン

●撥水加工を施してあります。
●ナイロン
●中国

特 長
材 質
製 造 国

AW-PC

【 発注単位1個 】 商品についてのお問い合わせ:0120-125577

発注コード 品番 税抜価格 寸法（mm） 箱入り数（個） 重量（g）

7804-05-001 AW-PC ¥1,630 120×65×100 6 65

アラウンドザウエスト ワンタッチベルト
㈱TJMデザイン

●片手で外せるワンタッチバックルを採用。
●Ｍ…腰まわり目安７００〜９５０mm。
●Ｌ…腰まわり目安８５０〜１１００mm。
●ポリプロピレン
●中国

特 長
仕 様

材 質
製 造 国

AW-OBLBK

【 発注単位1個 】 商品についてのお問い合わせ:0120-125577

発注コード 品番 税抜価格 ベルト幅（mm） サイズ/色 箱入り数（個） 重量（g）

7804-06-001 AW-OBMW ¥2,150 50 M/白 6 140

7804-06-002 AW-OBMBK ¥2,150 50 M/黒 6 140

7804-06-003 AW-OBLW ¥2,340 50 L/白 6 150

7804-06-004 AW-OBLBK ¥2,340 50 L/黒 6 150

AW-DBMMI

AW-DBMKI

AW-DBMAO

AW-OBLW

478 ツールホルダー
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※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

安全ロープワイヤー
㈱TJMデザイン

●ロープの重さ80gと軽量、柔軟性に優れてお
り作業に支障をきたしません。

●芯材にワイヤーを使用して強い力で引っ張った
後でも伸びたままになりません。

●ロープ径が細く柔軟性に優れ作業に支障を
きたしません。

●工具接続ワイヤー付。
●取付工具重量:1kg以下。
●表面:ウレタン樹脂
●芯材:ステンレスワイヤーロープ
●日本

特 長

仕 様

材 質

製 造 国

AZ-RW1BK

【 発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:0120-125577

発注コード 品番 税抜価格 色 箱入り数（本） 重量（g）

7804-07-001 AZ-RW1BK ¥2,540 ブラック 6 65

7804-07-002 AZ-RW1W ¥2,540 ホワイト 6 65

7804-07-003 AZ-RW1B ¥2,540 ブルー 6 65

7804-07-004 AZ-RW1Y ¥2,540 イエロー 6 65

7804-07-005 AZ-RW1R ¥2,540 蛍光レッド 6 65

7804-07-006 AZ-RW1P ¥2,540 蛍光パープル 6 65

安全ロープ用工具接続ワイヤー
㈱TJMデザイン

●安全ロープシリーズすべてに使用で
きます。

●許容荷重:3kg以下。
●ステンレスワイヤーロープ
●日本

特 長

仕 様
材 質
製 造 国

AZ-WIR

【 発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:0120-125577

発注コード 品番 税抜価格 全長（mm） 箱入り数（本） 重量（g）

7804-08-001 AZ-WIR ¥360 138 10 5

AZ-RW1W

AZ-RW1R

AZ-RW1B

AZ-RW1PAZ-RW1Y

479安全ロープ
Safety Rope

工事用品

78 工具セット・
工具箱



※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

パワーホース
㈱三洋化成

PW-1520D50G

●長年の信頼と実績を誇る耐寒ホースの代表格。
●ねじれ・折れグセがつきにくいです。
●使用温度範囲:0〜60°。
●色:グリーン。

●散水用。
●PVC
●日本

特 長

仕 様

用 途
材 質
製 造 国

【 発注単位1巻 】 商品についてのお問い合わせ:052-442-1131

発注コード 品番 税抜価格 長さ（m） サイズ（mm）箱入り数（巻） 重量（kg）

7901-01-001 PW-1520D50G ¥13,500 50 15×20 3 約９

7901-01-002 PW-1824D50G ¥21,000 50 18×24 2 約１４

7901-01-003 PW-2228D30G ¥15,600 30 22×28 3 約１０

7901-01-004 PW-2531D30G ¥16,800 30 25×31 3 約１０

7901-01-005 PW-3238D30G ¥21,600 30 32×38 2 約１４

7901-01-006 PW-3846D25G ¥30,000 50 38×46 2 約１８

ハイパワーホース
㈱三洋化成

HP-1522D50R

●ワンランク上の強度と弾力性を持つ耐寒
ホース。

●肉厚で非常に丈夫です。
●使用温度範囲:0〜60°。
●色:オレンジ。

●散水用。
●PVC
●日本

特 長

仕 様

用 途
材 質
製 造 国

【 発注単位1巻 】 商品についてのお問い合わせ:052-442-1131

発注コード 品番 税抜価格 長さ（m） サイズ（mm）箱入り数（巻） 重量（kg）

7901-02-001 HP-1522D50R ¥21,500 50 15×22 2 約１４

7901-02-002 HP-1825D50R ¥25,000 50 18×25 2 約１６

SKネットホース
㈱三洋化成

SN-1520D50G

●中間補強糸により破裂しにくく流体が見える
クリアタイプの耐圧ホース。

●色:グリーン。

●散水用。
●PVC、ポリエステル糸
●日本

特 長

仕 様

用 途
材 質
製 造 国

【 発注単位1巻 】 商品についてのお問い合わせ:052-442-1131

発注コード 品番 税抜価格 長さ（m） サイズ（mm）箱入り数（巻） 重量（kg）

7901-03-001 SN-1520D50G ¥15,500 50 15×20 3 約10

7901-03-002 SN-1824D50G ¥22,000 50 18×24 2 約１４

7901-03-003 SN-2531D25G ¥29,500 25 25×31 3 約１４

サンフラワー ホースリール
㈱本宏製作所

●スチール製は丈夫で使いやすいホースリー
ルです。

●ステンレス製は錆びに強いホースリールです。
●スチール（メラミン焼付塗装）

特 長

材 質

【 発注単位1個 】 商品についてのお問い合わせ:0256-92-3151

発注コード 品番 税抜価格 ホース
巻取量（m）

使用ホース
（mm） 材質 重量（kg）

7902-01-001 TNR-50 ¥6,760 40〜50 15 スチール 3.8

7902-01-002 TNR-25 ¥5,340 20〜25 15 スチール 2.6

7902-01-003 SNR-50 ¥17,160 40〜50 15 ステンレス 3.4

7902-01-004 SNR-25 ¥15,600 20〜25 15 ステンレス 2.3

TNR-50

SNR-50

480 ホース・ホースリール
Hose・Hose Reel
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※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

グリーススプレー
大澤ワックス㈱

BG-220S

●耐熱、耐水、耐圧、高速回転タイプの長期潤
滑グリースです。

●自動車、オートバイ、自転車、農業機械、建築
機械、その他の機械、家庭用品の金属の回
転部分、摩擦部分、摺動部分に最適。

●潤滑箇所に素早く浸透し長期潤滑、防錆、防
湿、キシミ止めに優れた効果があります。

●自動車、オートバイ、自転車、農機具、建設機
械などの長期潤滑、防錆に使用できます。

●鉱油
●スチール
●日本
●危険物の種類:第四類第一石油類。
●危険等級:Ⅱ。

特 長 用 途

材 質

製 造 国
注意事項

【 発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:0572-56-5050

発注コード 品番 価格 容量（ml） 箱入り数（本）

8001-01-001 BG-220S オープン 220 24

8001-01-002 BG-180S オープン 180 24

シャーシーグリース
大澤ワックス㈱

SG-400H

●付着性、粘着性が優れています。潤滑箇所
に強く付着し、潤滑面から飛散る事があり
ません。

●耐摩耗性・耐水性・防錆性が優れています。
●自動車・建設機械及び農機具のシャーシー用

グリースに適しています。また、特に耐水性・
付着性に優れています。

●鉱油
●ポリエチレン（PE）
●日本
●使用温度範囲:−10℃〜+60℃。

特 長

用 途

材 質

製 造 国
注意事項

【 発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:0572-56-5050

発注コード 品番 価格 容量（g） 箱入り数（本）

8001-02-001 SG-400H オープン 400 20

チェーンソーオイル
大澤ワックス㈱

C-1K

●適正な鉱油に酸化安定剤、防錆剤、及び各種
添加剤を合理的に配合し、各種チェーンソー
のチェーン専用潤滑油です。

●オールシーズンタイプ。
●ISOグレード:100。
●鉱油
●ポリエチレン（PE）
●紙ラベル

●日本
●危険物の種類:第四類第四石油類。
●危険等級:Ⅲ。

特 長

仕 様

材 質

製 造 国
注意事項

【 発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:0572-56-5050

発注コード 品番 価格 容量（L） 箱入り数（本）

8001-03-001 C-1K オープン 1 12

8001-03-002 C-4K オープン 4 6

8001-03-003 C-18IK オープン 18 1

万能グリース
大澤ワックス㈱

BG-100C

●荷重のかかる軸受・歯車・自動車や建設機械
のホイルベアリング及び熱のかかる（−20℃
〜+135℃）各種機械に最適。

●軸受潤滑用などに適しています。
●農機具、刈払機、自動車、産業機械などの潤滑

や防錆に使用できます。

●鉱油
●ポリエチレン（PE）
●日本
●使用温度範囲:−20℃〜+135℃。

特 長

用 途

材 質

製 造 国
注意事項

【 発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:0572-56-5050

発注コード 品番 価格 容量（g） 箱入り数（本）

8001-04-001 BG-100C オープン 100 36

481潤滑スプレー
Lubrication Sprays
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