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開催期間 

3/8SQ 絶縁ディープソケット
品番 全長(㎜)サイズ(㎜) 定価
9838-08
9838-10
9838-12
9838-13
9838-14

8
10
12
13
14

71
71
71
71
71

￥4,500
￥4,500
￥4,500
￥4,550
￥4,550

1000V絶縁1000V絶縁

絶縁工具セット日本仕様
品番 989911S1

¥100,500¥100,500 ペン型プロフィキー
品番 001108

コントロール
キャビネットキー
コントロール
キャビネットキー

¥5,450¥5,450

●全長(㎜)：145

コントロールキャビネット
品番 001117

検電機能付き検電機能付き

¥8,000¥8,000

●全長(㎜)：155

電気作業用ツールケースセット
品番 002102SL

24種類24種類

¥68,900¥68,900 ツールケース
品番 002140LE

片側開き・両方開きOK片側開き・両方開きOK

¥58,050¥58,050
●外寸(㎜)：W490ｘH255ｘD410

フラットノーズプライヤー
品番 2078945

バネ付きバネ付き

¥1,900¥1,900

●全長(㎜)：140

ドリルターボマックス
品番 10502223

自動センタリング機能自動センタリング機能

¥800¥800

●全長(㎜)：109
●刃径(φ㎜)：7

ブルドーザー
品番 K073

先端が動きます先端が動きます

¥3,800¥3,800
●製品サイズ（㎝）：13.8x23.4x14.2

SL-20X-LED 充電器セット
品番 20209

ハロゲンランプと高輝度LEDハロゲンランプと高輝度LED

¥28,000¥28,000

●明るさ(lm)：200
●全長(㎜)：335
●連続使用時間：約80分

SL-20X 充電器セット
品番 26013

錆びに強いボディ錆びに強いボディ

¥28,900¥28,900

●明るさ(lm)：180
●全長(㎜)：330
●連続使用時間：約1.7時間

充電式

SL-20XP-LED 標準セット
品番 25109

¥23,000¥23,000

●明るさ(lm)：120
●全長(㎜)：335
●連続使用時間：約1.5時間

SL-20XP-LED 標準セット
品番 25129

¥23,000¥23,000

●明るさ(lm)：120
●全長(㎜)：335
●連続使用時間：約1.5時間

バルカンＦＭ充電器セット
品番 44423

消防士用ハンドライト消防士用ハンドライト

¥24,400¥24,400

●明るさ(lm)：150
●全長(㎜)：191
●連続使用時間：約3.25時間

充電式

サヴァイバー標準セット
品番 90550

L型ヘッドライトL型ヘッドライト

¥30,000¥30,000

●明るさ(lm)：140
●全長(㎜)：179
●連続使用時間：3.5時間
●標準型充電器付セット

サヴァイバー本体バッテリー
品番 90553 ¥20,000¥20,000

●明るさ(lm)：140
●全長(㎜)：179
●連続使用時間：3.5時間
●本体・バッテリー付

サヴァイバー用チャージホルダー
品番 90010

サヴァイヴァーLED用サヴァイヴァーLED用

¥5,000¥5,000

ＳＬシリーズ用チャージスリーブ
品番 22052 ¥2,000¥2,000

明るさ3段階明るさ3段階

¥23,300¥23,300

●明るさ(lm)：350(HIGH)
●全長(㎜)：335
●連続使用時間：約2時間

SL-20LP 標準セット
品番 25328

充電式

品番 対応内径 (φ㎜) 定価
4811-J0-TJ
4811-J4-TJ
4911-A0-TJ
4911-A4-TJ

8-13
85-140
3-10
85-140

￥2,900
￥6,000
￥3,400
￥6,700

用途
穴用
穴用
軸用
軸用

従来品より10倍長持ち従来品より10倍長持ち

精密スナップリングプライヤー

●先端形状：直

品番 対応内径 (φ㎜) 定価
4821-J01-TJ
4821-J41-TJ
4921-A01-TJ
4921-A41-TJ

8-13
85-140
3-10
85-140

￥3,300
￥6,200
￥3,600
￥7,300

用途
穴用
穴用
軸用
軸用

作業状況が見えやすい作業状況が見えやすい

精密スナップリングプライヤー

●先端形状：曲

ベントプライヤーレンチ
品番 8643-250

床・壁面付近での作業に床・壁面付近での作業に

¥13,500¥13,500

●全長(㎜)：250

スーパーニッパーXL
品番 7861-140

ケーブルタイの切断にケーブルタイの切断に

¥5,800¥5,800

●全長(㎜)：140

ミニコブラ+ペンチセット
品番 002072V06

ギフトにも最適ギフトにも最適

¥11,500¥11,500
●ミニコブラ150㎜、ニードルノーズペンチ145㎜

強力型ペンチホルダー付
品番 0205-225SPSET

強力なペンチ&ホルダー強力なペンチ&ホルダー

¥8,750¥8,750

●サイズ（㎜）：225

スーパーニッパーINOX XL
品番 7803-140

面取りなしのシャープな刃面取りなしのシャープな刃

¥5,600¥5,600

●全長(㎜)：140

精密スナップリングプライヤー
品番 KNITR001

キャビネットにすっきり収納キャビネットにすっきり収納

¥20,500¥20,500

●軸用：ストレート・曲（85-140φ㎜)
●トレイ：182ｘ360ｘ35㎜

精密スナップリングプライヤー
品番 KNITR002

便利なフリースペース付き便利なフリースペース付き

¥13,850¥13,850

●軸用：ストレート・曲（40-100φ㎜)
●トレイ：182ｘ360ｘ35㎜

ホースクリップ&プラッカーセット
品番 KNITR003

PBとのスペシャルコラボPBとのスペシャルコラボ

¥25,870¥25,870

●トレイ：182ｘ360ｘ35㎜

六角ドライバー
品番 205-0.71

握りやすいクラシックグリップ握りやすいクラシックグリップ

¥960¥960

●サイズ(㎜)：0.71
●全長(㎜)：115

六角レンチ

ねじ穴に差込みやすいねじ穴に差込みやすい

品番 サイズ(” ) 定価
213Z-1/16
213Z-3/64
213Z-5/64

1/16
3/64
5/64

￥550
￥550
￥550

品番 サイズ(” ) 定価
213Z-1/8
213Z-9/64
213Z-7/32
213Z-5/16

1/8
9/64
7/32
5/16

￥550
￥670
￥800
￥1,060

ナイロンハンマー

平型&丸型平型&丸型

品番 全長(㎜)ヘッド径 (㎜) 定価
297-3
297-4
297-5
297-6
297-7

φ32
φ35
φ40
φ50
φ60

295
315
335
360
390

￥4,000
￥4,400
￥5,200
￥6,400
￥8,550

ビット差替ロングドライバー
品番 6461RED

ロングタイプロングタイプ

¥5,460¥5,460

●＃1・2、4ｘ0.6・
　5.5ｘ0.8・
　6ｘ1㎜、
　T10・15・20

六角レンチセット
品番 212LH-10SPCNJ

マグネット付きマグネット付き

¥13,320¥13,320
●1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10㎜

六角レインボーレンチセット
品番 212H-10RBTCN

限定クリアホルダー限定クリアホルダー

¥9,370¥9,370
●1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10㎜

平行レインボーピンポンチ
品番 755BLRBCNJ

Victrinoxアーミーナイフ付Victrinoxアーミーナイフ付

¥11,440¥11,440
●2・3・4・5・6・8㎜

六角レンチセット 袋入
品番 213ZK

ロールケース入りロールケース入り

¥7,000¥7,000
●1/16・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8”

へクスローブドライバー

握りやすいクラシックグリップ握りやすいクラシックグリップ

品番 サイズ 定価
400-45
400-50
400-55

T45
T50
T55

￥4,770
￥5,410
￥6,260 スイスグリップ貫通ドライバー

品番 8193DCNID

ベーシックセットベーシックセット

¥11,000¥11,000
●＃1・2、0.8ｘ5.5㎜

スタビードライバー
品番 8452M-SET2

4種のビット4種のビット

¥3,900¥3,900
●付属ビット：＃2、0.8ｘ5.5㎜、T20、T25

クロスハンドル六角ドライバー

早回し可能早回し可能

品番 全長(㎜)サイズ (㎜) 定価
207LT-3
207LT-4
207LT-5
207LT-6
207LT-8

3
4
5
6
8

140
190
190
195
195

￥2,810
￥3,340
￥3,640
￥4,370
￥5,100

207LT-10 10 245 ￥6,340

ショートヘッドへクスローブレンチ

狭い場所でも狭い場所でも

品番 軸径 (㎜)サイズ 定価
2411-6
2411-7
2411-9
2411-10
2411-20

T6
T7
T9
T10
T20

φ2.5
φ2.5
φ3
φ3.5
φ4

￥1,400
￥1,400
￥1,400
￥1,400
￥1,500

2411-25 T25 φ5 ￥1,600

品番 755BCNJ

平行ピンポンチセット

マグネット付きマグネット付き

¥11,680¥11,680

●2・3・4・5・6・7㎜

KNIPEXとのスペシャルコラボKNIPEXとのスペシャルコラボ

品番 ケースカラー 定価
8219PE
8219GY
8219BO

ペトロール
グレー
ボルドー

￥25,900
￥25,900
￥25,900 プライヤー付差替ドライバー

品番 8219POS ¥98,330¥98,330
●8219GY×2セット・PE・BO

セルフリトラクタブルナイフ
品番 10505822

ブレードを収める
安全設計
ブレードを収める
安全設計

¥1,600¥1,600

●全長(㎜)：150

リトラクタブルナイフ用ブレード
品番 10505823

¥800¥800

●入数：5枚

ツールオーガナイザー
品番 10505369

プロユーザーの
声から生まれた
プロユーザーの
声から生まれた

¥6,500¥6,500

●奥行(㎜)：260
●高さ(㎜)：400
●幅(㎜)：600

※工具は付属しておりません 落下防止用ストラップ
品番 1902422

落とさない！落とさない！

¥900¥900

●全長(㎝)：50

品番 T9097078 ¥10,000¥10,000

●セット内容(㎜)：1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・
　　　　　　　   5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・9.0・10.0

ワークベンチ
品番 WB001

折り畳み式折り畳み式

¥12,200¥12,200

●重量(kg)：16
(パッケージ込み)

(子供用)(子供用)

フォークリフト
品番 K086

リフトが上下に！リフトが上下に！

¥3,500¥3,500
●製品サイズ（㎝）：12.4ｘ11.4ｘ20.1

ヘリコプター
品番 K071

一緒に作る楽しみを一緒に作る楽しみを

¥3,500¥3,500
●製品サイズ（㎝）：26.5ｘ18ｘ11.7

ダンプカー
品番 K067

荷台稼働式荷台稼働式

¥3,800¥3,800
●製品サイズ（㎝）：21.6x14.9x12

セミトレーラー
品番 K079

色を塗ってオリジナルを！色を塗ってオリジナルを！

¥5,000¥5,000
●製品サイズ（㎝）：13.2ｘ36.3ｘ15.2 ストリオンキセノンライト

品番 74033

コンパクト・ハイパワーコンパクト・ハイパワー

¥22,300¥22,300

●明るさ(lm)：85
●連続使用時間：約70分
●全長(㎜)：135

ツインタスクライト２Ｄ
品番 51011

¥9,000¥9,000

●明るさ(lm)：79(MAX)
●全長(㎜)：212
●使用電池(別売)：単1アルカリ乾電池2本

ツインタスクライト３Ｃ
品番 51012

¥7,500¥7,500

●明るさ(lm)：57(MAX)
●全長(㎜)：229
●使用電池(別売)：単2アルカリ乾電池3本

ツインタスクライト３ＡＡ
品番 51013

¥6,000¥6,000

●明るさ(lm)：30(MAX)
●全長(㎜)：217
●使用電池(別売)：単3アルカリ乾電池3本

ツインタスクライト２Ｌ
品番 51015

¥7,500¥7,500

●明るさ(lm)：72(MAX)
●全長(㎜)：138
●使用電池：3Vリチウム電池2本

パックメイト
品番 51057

白C4LEDと
緑LED3灯
白C4LEDと
緑LED3灯

¥12,000¥12,000

●明るさ(lm)：125(白色LED)
●全長(㎜)：138
●使用電池：3Vリチウム電池2本

軽量薄口モンキーレンチ
品番 全長(㎜) 質量(g) 定価

92LW24-6/CBE
92LW30-8/CBE
92LW36-10/CBE
92LW46-12/CBE

162
208
260
312

108
210
330
585

￥3,200
￥3,500
￥4,200
￥6,600

細かなナットも掴む細かなナットも掴む

軽量薄口モンキーレンチ
品番 全長(㎜) 質量(g) 定価

92LWD24-6/CBE
92LWD30-8/CBE
92LWD36-10/CBE
92LWD46-12/CBE

164
210
262
314

115
220
345
615

￥3,600
￥4,100
￥4,800
￥7,600

滑りにくいグリップ滑りにくいグリップ

ラチェットドライバー
品番 1.184.4

6種のビットを収納6種のビットを収納

¥5,390¥5,390

●附属ビット：プラス＃1・＃2・＃3
　　　　　　マイナス0.8ｘ5.5・1.0ｘ6.0・1.2ｘ6.5㎜

ハンドバイス
品番 106-145

®

広い口幅広い口幅

¥11,700¥11,700

●全長(㎜)：145
●口幅(㎜)：58
●口開き(㎜)：30

ダイヤモンドカッター
品番 MSD-105

高級ブレード高級ブレード

¥11,000¥11,000

●外径(㎜)：105

ダイヤモンドホイール
品番 MST-105

切削スピードが速い切削スピードが速い

¥13,000¥13,000

●外径(㎜)：125

ダイヤモンドカッター
品番 TWISTER-150

DIEWE社最高級モデルDIEWE社最高級モデル

¥19,000¥19,000

●外径(㎜)：150

ダイヤモンドカッター
品番 BSRDK-180

エコノミータイプエコノミータイプ

¥12,000¥12,000

●外径(㎜)：180

ダイヤモンドカッター
品番 SPEEDY-105

御影石用高級ブレード御影石用高級ブレード

¥5,900¥5,900

●外径(㎜)：105

勾配計レベル
品番 991-12M

気泡が見やすい気泡が見やすい

¥2,700¥2,700

●全長(㎜)：300

アジャスタブルレベル
品番 EM81.120

公差0.013mm以内公差0.013mm以内

¥43,000¥43,000

●全長(㎜)：1980～3000

ボックスレベル

頑丈なアルミシャシー頑丈なアルミシャシー

品番 全長 (㎜) 定価
E70.24
E70.48
E70.72

600
1200
1800

￥10,000
￥13,500
￥18,600

マグ付ボックスレベル
品番 EM71.24

マグネット付きマグネット付き

¥13,000¥13,000

●全長(㎜)：600

マグ付ボックスレベル
品番 EM71.48

公差0.013mm以内公差0.013mm以内

¥18,600¥18,600

●全長(㎜)：1200

マグ付ボックスレベル
品番 EM71.78

300°の角度から読み取れる300°の角度から読み取れる

¥26,500¥26,500

●全長(㎜)：1980

TRUE BLUE マグネットコンビ
品番 EM71JAMB

頑丈なバイアル頑丈なバイアル

¥38,900¥38,900

●EM71.78・EM71.32の2本セット

サポートベルト
品番 SB100TB-XXL

腰をしっかりサポート腰をしっかりサポート

¥8,700¥8,700

●サイズ(㎝)：110～

反射板付き反射板付き

サポートベルト
品番 サイズ (㎝) 定価

SB300TB-M
SB300TB-L
SB300TB-XL
SB300TB-XXL

64 ～ 77
78 ～ 92
93 ～ 109
110 ～

￥11,500
￥11,500
￥11,500
￥11,500 防塵メガネ

品番 G25

傷に強いレンズ傷に強いレンズ

¥3,100¥3,100

●紫外線防止
●フレームカラー：シルバー

防塵メガネ
品番 G40

くもり防止くもり防止

¥4,300¥4,300

●紫外線防止
●フレームカラー：ブラック

ミニコブラディスプレイセット
品番 001912V03

手乗りサイズ手乗りサイズ

¥56,900¥56,900

●ミニコブラ(8701-125)×12丁入り

エレクトロニクスプライヤー
品番 3572-145

高精度高精度

¥6,850¥6,850

●全長(㎜)：145

陶器用ヤットコ
品番 5830-225

製陶業用製陶業用

¥4,500¥4,500

●全長(㎜)：225
●刃幅(㎜)：20.0

圧着ペンチ
品番 9752-64

4方向から確実に圧着4方向から確実に圧着

¥107,000¥107,000
●全長(㎜)：180

太陽光発電用工具セット
品番 9791-02 ¥157,500¥157,500

絶縁トルクレンチ

品番 差込角 範囲(Nm) 定価

983350JP
984350JP

3/8SQ
1/2SQ

5 ～ 50
5 ～ 50

￥68,000
￥68,000

逆ねじにも対応逆ねじにも対応

ツインタスクライト３Ｃ
品番 51002

¥7,500¥7,500

●明るさ(lm)：57(MAX)
●全長(㎜)：229
●使用電池(別売)：単2アルカリ乾電池3本

プロポリマー
品番 68254

耐衝撃・防水耐衝撃・防水

¥5,200¥5,200

●明るさ(lm)：34
●全長(㎜)：165
●使用電池：単3アルカリ乾電池4本

プロポリマー３Ｃ
品番 33556

¥11,000¥11,000

●明るさ(lm)：44
●全長(㎜)：236
●使用電池(別売)：単2アルカリ乾電池3本

ATEX認証モデルATEX認証モデル

差替式ドライバー

限定カラーのロールケース限定カラーのロールケース

品番 ケースカラー 定価
8218BOKIICHI
8218GYKIICHI
8218BKKIICHI
8218TOKIICHI
8218TUKIICHI

ボルドー
グレー
ブラック
ブラウン
ターコイズ

￥5,510
￥5,510
￥5,510
￥5,510
￥5,510 差替式ドライバーディスプレイ

品番 8218POSKIICHI ¥33,060¥33,060
●8218BO・GY・BK・TO・PE・TU

●ドライバーハンドル(8215A)
　マイナスブレード(215C-4)
　プラスブレード(215PH-2)

お宝ザクザク！お宝ザクザク！

9段階調整9段階調整

アリゲーターマイナスドライバー
品番 8801-250S2 ¥5,500¥5,500

●全長(㎜)：250

強力型斜ニッパーベント
品番 7421-180

耐久性抜群耐久性抜群

¥5,600¥5,600

●全長(㎜)：180

ボールポイント付六角棒レンチ

Ｃ型クランプ

225104
225106
225108

100
150
200

￥1,300
￥2,200
￥3,900

品番 呼び寸法(㎜) 定価
225101ZR
225102ZR
225103ZR

25
50
75

￥350
￥650
￥1,000

マルチプライヤー
品番 1923454 ¥2,760¥2,760

充電式

充電式 充電式 充電式

ATEX認証モデルATEX認証モデル

充電式 充電式

ビット差替ドライバー
品番 6460YELLOW

8種のビット8種のビット

¥4,940¥4,940

●＃1・2、4ｘ0.6・
　5.5ｘ0.8・
　6ｘ1㎜、
　T10・15・20

ビット差替ドライバー
品番 6460GREEN

¥4,940¥4,940

●＃1・2、4ｘ0.6・
　5.5ｘ0.8・
　6ｘ1㎜、
　T10・15・20

ビット差替ドライバー
品番 6460PURPLE

¥4,940¥4,940

●＃1・2、4ｘ0.6・
　5.5ｘ0.8・
　6ｘ1㎜、
　T10・15・20

トルクハンドルセット
品番 8320SET-B3-SPECIAL

初期費用を抑えたい方に初期費用を抑えたい方に

¥22,420¥22,420

●トルク調整範囲(Nm)：1.0-5.0

ボールポイント付六角棒レンチ
品番 T9097080 ¥7,000¥7,000

●セット内容(㎜)：1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0

●エクストラロング
　9本セット

キセノン球と高輝度LEDキセノン球と高輝度LED

ボールポイント付六角棒レンチ　　　
品番 T9097076 ¥8,200¥8,200

●セット内容(inch)：0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・
                                      9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8

●エクストラロング
　13本セット

品番 T9097077 ¥3,300¥3,300

●セット内容(㎜)：1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0

ボールポイント付六角棒レンチ　　　

●エクストラロング
　7本セット

●エクストラロング
　15本セット

最大25°まで回せる最大25°まで回せる

品番 755BCNJ

★付属品：充電ホルダー、100VACアダプター

★付属品：充電ホルダー、100VACアダプター ★付属品：充電ホルダー、100VACアダプター

※ACアダプターは別売り

※ACアダプターは別売り

★付属品：充電ホルダー、
　100VAC アダプター、
　ニッカドバッテリーパック



¥33,700¥33,700

スタイラス
品番 65064

ペン型フラッシュライトペン型フラッシュライト

¥3,800¥3,800

●明るさ(lm)：2
●全長(㎜)：158
●使用電池：単6アルカリ乾電池3本
●LED色：ブルー

ストリオンLEDライトセット
品番 74333

軽量・ハイパワー軽量・ハイパワー

¥25,900¥25,900

●明るさ(lm)：160
●全長(㎜)：150
●連続使用時間：2時間

ストリオンLEDライトセット
品番 74533

大型ヘッド大型ヘッド

¥28,000¥28,000

●明るさ(lm)：160
●全長(㎜)：178
●連続使用時間：2時間

トライデント ヘッドランプ
品番 61028

C4LEDバルブC4LEDバルブ

¥7,500¥7,500

●明るさ(lm)：85(High)
●質量(g)：156(電池含む)
●使用電池：単4アルカリ乾電池3本

Ｑ２
品番 502.1043

頑丈アルミボディ頑丈アルミボディ

¥7,260¥7,260

●明るさ(lm)：170(High)
●全長(㎜)：116
●使用電池：単3電池1本

Ｑ３
品番 503.1043

5段階光モード5段階光モード

¥9,160¥9,160

●明るさ(lm)：320(MAX)
●全長(㎜)：115.3
●使用電池：単4電池3本

Ｑ４ＸＲ
品番 504.6143

パワフルライトパワフルライト

¥22,760¥22,760

●明るさ(lm)：800(MAX)
●質量(g)：132
●連続点灯時間：2時間(MAX)

Ｖ３ＡＩＲ
品番 610.1043

SOSモード付きSOSモード付き

¥7,380¥7,380

●明るさ(lm)：250(MAX)
●質量(g)：140
●使用電池：単4電池3本

Ｖ３ＡＩＲ充電式
品番 610.5043

アドベンチャーにアドベンチャーに

¥11,810¥11,810

●明るさ(lm)：320(MAX)
●質量(g)：148
●連続点灯時間：1時間30分(MAX)

Ｖ３ＰＲＯ
品番 612.1043

IPX4IPX4

¥10,460¥10,460

●明るさ(lm)：320(MAX)
●質量(g)：170
●使用電池：単4電池4本

Ｖ３ＰＲＯ充電式
品番 612.5043

超軽量超軽量

¥19,070¥19,070

●明るさ(lm)：500(MAX)
●質量(g)：184
●連続点灯時間：2時間(MAX)

Ｖ４ＰＲＯ充電式
品番 613.5043

85°まで傾くヘッドランプ85°まで傾くヘッドランプ

¥21,530¥21,530

●明るさ(lm)：800(Boost)
●質量(g)：195
●連続点灯時間：1時間45(Boost)

フラッシュライトホルダー
品番 PL-10

多種多様なライトに多種多様なライトに

¥2,100¥2,100

●サイズ：W76×H267㎜

ユーティリティーナイフホルダー
品番 PL-67

強い底でナイフをホールド強い底でナイフをホールド

¥3,400¥3,400

●サイズ：W80×H300㎜

メジャーホルダー
品番 HM-214 ¥2,000¥2,000

●サイズ：W10.2×H16.5㎜

ステンシルプレート A-Z
®

品番 文字高さ (㎜) 定価
327-220
327-260
327-280
327-300

20
60
80
100

￥4,180
￥7,460
￥11,100
￥15,700

327-350
327-380
327-400

150
180
200

￥25,500
￥54,400
￥59,900

ヤスリ 三角
品番 351-252

®

握りやすいグリップ握りやすいグリップ

¥3,380¥3,380

●全長(㎜)：250

ヤスリ 丸角
品番 352-252

®

握りやすいグリップ握りやすいグリップ

¥2,460¥2,460

●全長(㎜)：250

ポケットソー

折りたたみ式折りたたみ式

品番 刃長 (㎜) 定価
970-100
970-200

125
125

￥1,640
￥3,420

ポケットソー替刃

®

品番 用途 定価
970-310
970-312

一般
金属

￥200
￥200

970-313
970-320

木工・荒目
木工・細目

￥200
￥380

ハサミ

®

品番 全長 (㎜) 定価
985-200
985-300

200
300

￥4,040
￥4,880

電話ケーブル用ハサミ
品番 990-140

®

¥2,740¥2,740

●全長(㎜)：140

電気技師用ハサミ
品番 991-125

®

¥2,600¥2,600

●全長(㎜)：160

耐熱性超硬チップ耐熱性超硬チップ

品番 サイズ (㎜) 定価
T3021422MMCT
T3021625MMCT

22
25

￥3,700
￥3,900

T3021829MMCT
T3022032MMCT

29
32

￥4,000
￥4,400

T3022235MMCT 35 ￥4,600

品番 サイズ (㎜) 定価
T3022641MMCT
T3023454MMCT

41
54

￥5,100
￥6,100

T3023860MMCT
T3024064MMCT

60
64

￥7,000
￥7,200

T3024165MMCT 65 ￥7,300
T3024368MMCT
T3024876MMCT
T3025283MMCT
T3025486MMCT
T3026095MMCT
T30276121MMCT
T30280127MMCT

68
76
83
86
95
121
127

￥7,800
￥7,900
￥9,600
￥9,900
￥11,100
￥18,500
￥20,600

●有効長(㎜)：38

超硬チップホルソー

品番 994-250

¥3,340¥3,340

●全長(㎜)：250

ハサミ

®

品番 20992

角度固定3段階角度固定3段階

¥4,200¥4,200

●山数：6
●サイズ(㎜)：150

トリホルドソー
品番 30886VB6

正確・精密・長寿命正確・精密・長寿命

¥5,500¥5,500

●シャンク径(㎜)：6.5

バリビット

品番 340 250 0 ¥1,400¥1,400

●全長(㎜)：250
●軸(㎜)：20x12
●刃幅(㎜)：26

フラットチゼル
品番 381 240 0 ¥2,100¥2,100

●全長(㎜)：240
●軸(㎜)：26x7
●刃幅(㎜)：26

スロットタガネグリップ付

オートマチックセンターポンチ
品番 打力 (N) 定価
430 229
430 230
430 231

20/50
60/130
180/250

￥3,900
￥4,400
￥4,900

センターポンチ
品番 8角軸対辺 (㎜) 定価

433 150 0
434 150 0
435 150 0

12
14
16

￥600
￥800
￥1,000

テーパーポンチ
品番 8角軸対辺 (㎜) 定価

440 001 0
440 002 0
440 003 0
441 001 0

10
10
10
12

￥400

441 006 0
443 009 0
443 010 0

12
12
12

￥400
￥400
￥500
￥500
￥600
￥600

品番 サイズ (㎜) 定価
448 001 0
448 002 0

180x12x5
200x13x6

￥2,700
￥3,000

448 003 0
448 004 0

200x16x8
200x20x9

￥3,200
￥3,600

448 005 0 230x22x10 ￥3,800
448 006 0
448 007 0
448 008 0
448 009 0
448 010 0

250x24x11
280x27x12
315x30x14
340x32x15
380x35x16

￥4,600
￥5,100
￥6,400
￥9,100
￥11,900

アッセンブリーポンチ

アッセンブリーポンチ
品番 サイズ (㎜) 定価

448 031 0
448 038 0

120x11x5
200x25x10

￥1,400
￥3,400

品番 サイズ (㎜) 定価
450 005 0
450 006 0

150x10x5
150x10x6

￥600
￥600

450 007 0
450 008 0

150x12x7
150x12x8

￥700
￥700

450 009 0 150x12x9 ￥700
450 010 0
450 025 0
450 035 0
450 045 0

150x12x10
150x10x2.5
150x10x3.5
150x10x4.5

￥700
￥600
￥600
￥600

並行ピンポンチ
品番 サイズ (㎜) 定価

450 002 0
450 004 0

150x10x2
150x10x4

￥600
￥600

フラットスクレーパー
品番 ブレード長 (㎜) 定価

460 100 0
460 200 0
460 300 0

100
200
300

￥1,400
￥1,700
￥2,200

トライアングルスクレーパー
品番 ブレード長 (㎜) 定価

461 100 0
461 200 0

100
200

￥1,400
￥1,800

トライアングルホローグラウンドスクレーパー
品番 ブレード長 (㎜) 定価

462 100 0
462 125 0
462 150 0
462 250 0

100
125
150
250

￥1,400
￥1,400
￥1,400
￥1,800

スプーンスクレーパー
品番 ブレード長 (㎜) 定価

463 100 0
463 150 0
463 200 0
463 250 0

100
150
200
250

￥1,400
￥1,600
￥1,800
￥1,900

品番 463 260 09

¥2,200¥2,200

●ブレード長(㎜)：150
●ブレード幅(㎜)：25

シーリングスクレーパー

トライアングルスプーンスクレーパー
品番 ブレード長 (㎜) 定価

464 100 0
464 200 0
464 300 0

100
200
300

￥1,400
￥1,800
￥2,100

品番 466 150 0

¥2,400¥2,400

●ブレード長(㎜)：25
●ブレード幅(㎜)：8

メカニックスクレーパー

精密スクレーパー
品番 ブレード長 (㎜) 定価

466 175 0
467 160 0

85
75

￥1,700
￥1,750

ガスケットはがしにガスケットはがしに

超硬フラットスクレーパー
品番 サイズ (㎜) 定価

PRC-465 020 0
PRC-465 025 0
PRC-465 030 0

300x20x5
330x25x5
330x30x5

￥10,700
￥12,300
￥15,600

品番 PRS-MGC101

切り屑掃除がラクラク切り屑掃除がラクラク

¥900¥900

●吸着力(kg)：2.0
●吸着盤径(㎜)：50
●全長(㎜)：140

マグネットキャッチャー
品番 PRS-MGC102

¥1,000¥1,000

●吸着力(kg)：2.5
●吸着盤径(㎜)：100
●全長(㎜)：150

マグネットキャッチャー

品番 PRS-MGC103

¥3,000¥3,000

●吸着力(kg)：6.0
●吸着盤径(㎜)：127
●全長(㎜)：770

マグネットキャッチャー

品番 102790

静音静音

¥20,060¥20,060

●有効刃径(㎜)：
　6.3-8.3-10.4-16.5-
　20.5-25.0

カウンターシンクセット

900度の耐熱性900度の耐熱性

●刃径(㎜)：8.2

品番 全長 (㎜) 定価
101120
101121

80
150

￥9,800
￥15,000

超硬スポットドリル

品番 CWC-103QC-5

パーソナル床暖房パーソナル床暖房

¥14,825¥14,825
●消費電力(W)：200
●サイズ(㎝)：88x176
●材質：ポリエステル100%

カーペット1畳
品番 CWS-046G-5

天然素材の綿100%天然素材の綿100%

¥5,500¥5,500
●消費電力(W)：40
●サイズ(㎝)：130x80
●材質：綿100%(毛布部分)

電気毛布敷

品番 CWS-H143D-5

ひざにも肩にもひざにも肩にも

¥8,875¥8,875
●消費電力(W)：55
●サイズ(㎝)：140x82
●材質：ポリエステル50%、アクリル50%

電気ひざかけ
品番  VWM-401LPL

座布団サイズ座布団サイズ

¥3,125¥3,125
●消費電力(W)：27
●サイズ(㎝)：40x40
●材質：ポリエステル100%

電気マット
品番  VWM-401PC

●消費電力(W)：27
●サイズ(㎝)：40x40
●材質：ポリエステル100%

電気マット

¥3,000¥3,000

品番  VWM-453QC
●消費電力(W)：40
●サイズ(㎝)：45x45
●材質：ポリエステル100%

電気マット

¥6,250¥6,250

品番  VWT441-C

足元ぬくぬく足元ぬくぬく

●消費電力(W)：27
●サイズ(㎝)：44x44
●材質：ポリエステル100%

足温器

¥7,450¥7,450

品番  02354

しぶきが飛びにくいしぶきが飛びにくい

金属製ジョウゴ

¥5,300¥5,300

●容量(L)：3.2
●口径(φ㎜)：200

品番  90915

レバーで簡単切替レバーで簡単切替

スナップリングプライヤー

¥2,500¥2,500

●軸用対応径(㎜)： 8～48
●穴用対応径(㎜)：22～48
●全長(㎜)：約190

品番  KS240-BK

切れ味抜群切れ味抜群

切れ味世界一の鋸

¥7,800¥7,800

●刃長(㎜)：240
●全長(㎜)：375

品番 102790P

極めて高い耐摩耗性極めて高い耐摩耗性

¥28,630¥28,630

●RUnaTECコーティング
●有効刃径(㎜)：
　6.3-8.3-10.4-12.4-
　16.5-20.5

カウンターシンクセット

収納ケース付き収納ケース付き

●サイズ(㎜)：L200×W20

品番 山数 定価
T9098136
T9098139

10T
10/14T

￥3,400
￥3,500

バイメタルセーバーソーブレード

収納ケース付き収納ケース付き

●サイズ(㎜)：L150×W20

品番 山数 定価
T9098140
T9098141

14T
18T

￥2,600
￥2,600

バイメタルセーバーソーブレード

ポリスタイラス
品番 66401

耐久性があるペンライト耐久性があるペンライト

¥3,500¥3,500

●明るさ(lm)：9
●全長(㎜)：170
●使用電池：単6アルカリ乾電池3本

ポリスタイラス
品番 66405

赤色LEDのペンライト赤色LEDのペンライト

¥3,500¥3,500

●明るさ(lm)：9
●全長(㎜)：170
●使用電池：単6アルカリ乾電池3本

ポリスタイラス４色セット
品番 66406

4色LED4色LED

¥4,800¥4,800

●全長(㎜)：170
●使用電池：単6アルカリ乾電池3本

ポリスティンガーセット
品番 タイプ 定価
76419
76429

標準
急速

￥29,700
￥32,000

C4LEDバルブ採用C4LEDバルブ採用
●明るさ(lm)：130
●全長(㎜)：259
●連続使用時間：4時間

ポリスティンガー標準セット
品番 76449

¥29,500¥29,500

●明るさ(lm)：130
●全長(㎜)：259
●連続使用時間：4時間

ウルトラスティンガー本体
品番 78000

錆びに強いボディ錆びに強いボディ

¥21,000¥21,000

●明るさ(lm)：230
●全長(㎜)：300
●連続使用時間：約1時間

ポリスティンガー本体
品番 76000

焦点調節可能焦点調節可能

¥15,000¥15,000

●カラー：イエロー
●明るさ(lm)：90
●全長(㎜)：187
●連続使用時間：約1時間15分

ポリスティンガー本体
品番 76500

¥15,000¥15,000

●カラー：ブラック
●明るさ(lm)：90
●全長(㎜)：187
●連続使用時間：約1時間15分

ポリスティンガー本体
品番 76600

¥15,000¥15,000

●カラー：オリーブ
●明るさ(lm)：90
●全長(㎜)：187
●連続使用時間：約1時間15分

充電式
充電式 充電式 充電式

充電式 充電式

ポリスティンガーライトセット
品番 76817

スイッチが2か所で便利スイッチが2か所で便利

¥28,000¥28,000

●明るさ(lm)：185
●全長(㎜)：220
●連続使用時間：2時間

充電式

スティンガー標準セット
品番 75039

焦点調節可能焦点調節可能

¥24,000¥24,000

●明るさ(lm)：90
●全長(㎜)：188
●連続使用時間：約1時間15分

スティンガーライトセット
品番 75030

¥19,500¥19,500

●明るさ(lm)：90
●全長(㎜)：188
●連続使用時間：約1時間15分

スティンガー急速セット
品番 75042

焦点調節可能・急速充電焦点調節可能・急速充電

¥27,000¥27,000

●明るさ(lm)：90
●全長(㎜)：188
●連続使用時間：約1時間15分

ポリスティンガー急速セット
品番 76459

高性能C4LEDバルブ高性能C4LEDバルブ

¥32,000¥32,000

●明るさ(lm)：130
●全長(㎜)：259
●連続使用時間：4時間

充電式 充電式 充電式 充電式

スティンガー標準セット
品番 75721

ピギーバック充電器付きピギーバック充電器付き

¥30,000¥30,000

●明るさ(lm)：180
●全長(㎜)：214
●連続使用時間：2時間

充電式

充電式

充電式

充電式

充電式

充電式 充電式

品番 CWU2013MT

あったかカーペットあったかカーペット

¥15,250¥15,250
●消費電力(W)：480
●サイズ(㎝)：176x176
●材質：ポリエステル100%

カーペット2畳

カバー付
き

品番 12149DG300S

Tシャンク形状Tシャンク形状

¥1,800¥1,800

●サイズ(㎜)：L75×W8

ダイヤグリットジグソーブレード

品番 101108F

TINコートより3倍長持ちTINコートより3倍長持ち

¥3,100¥3,100

●全長(㎜)：80
●シャンク径(㎜)：8
●刃径(㎜)：8

スポットドリル

L型へクスローブレンチ
品番 サイズ 定価

70349-13
70349-15
70349-18

T25
T30
T50

￥320
￥340
￥580

品番 351 350 0 ¥2,600¥2,600

●全長(㎜)：350
●軸対辺(㎜)：18
●刃幅(㎜)：26

8角フラットチゼルグリップ付

8角フラットチゼル
品番 8角軸対辺 (㎜) 定価

350 200 0
350 250 0
350 300 09
350 400 09

16
16
16
18

￥1,200
￥1,400
￥1,700
￥2,200

品番 380 240 0 ¥1,500¥1,500

●全長(㎜)：240
●軸対辺(㎜)：26ｘ7
●刃幅(㎜)：26

スロットタガネ
品番 392 002 0 ¥1,500¥1,500

●全長(㎜)：150
●軸対辺(㎜)：10
●刃幅(㎜)：2

グルービングチゼル
品番 393 002 0 ¥2,100¥2,100

●全長(㎜)：125
●軸対辺(㎜)：10
●刃幅(㎜)：2

パーティングチゼル
品番 341 350 0 ¥2,600¥2,600

●全長(㎜)：350
●軸(㎜)：23x13
●刃幅(㎜)：29

フラットチゼルグリップ付

加工物の傷保護に加工物の傷保護に

バイスパッド
品番 全長 (㎜) 定価
PRS-BF4
PRS-BF6

114
155

￥1,100
￥1,400

品番 CWN147-BC

ひざにも肩にもひざにも肩にも

¥8,875¥8,875
●カラー：ブラウン
●消費電力(W)：55
●サイズ(㎝)：約140x82
●材質：ポリエステル70%、アクリル30%

電気ひざ掛け
品番 CWN147-DC

¥8,875¥8,875
●カラー：オレンジ
●消費電力(W)：55
●サイズ(㎝)：約140x82
●材質：ポリエステル70%、アクリル30%

電気ひざ掛け
品番 CWN147-PC

¥8,875¥8,875
●カラー：ピンク
●消費電力(W)：55
●サイズ(㎝)：約140x82
●材質：ポリエステル70%、アクリル30%

電気ひざ掛け

お問い合わせ

ポリスティンガー標準セット
品番 76167

ポリマーボディポリマーボディ

¥25,900¥25,900

●明るさ(lm)：185
●全長(㎜)：205
●連続使用時間：2時間

充電式

★付属品：充電ホルダー、100V ACアダプター

ポリスティンガー標準セット
品番 76117

軽量LEDライト軽量LEDライト

¥25,900¥25,900

●明るさ(lm)：185
●全長(㎜)：205
●連続使用時間：2時間

ポリスティンガー標準セット
品番 76121

予備電池付きセット予備電池付きセット

¥30,000¥30,000

●明るさ(lm)：185
●全長(㎜)：205
●連続使用時間：2時間

ポリスティンガー標準セット
品番 76171

¥30,000¥30,000

●明るさ(lm)：185
●全長(㎜)：205
●連続使用時間：2時間

ポリスティンガー標準セット
品番 76007

焦点調節可能焦点調節可能

¥18,500¥18,500

●明るさ(lm)：90
●全長(㎜)：187
●連続使用時間：約1時間15分

ポリスティンガー急速セット
品番 76119

急速充電セット急速充電セット

¥28,000¥28,000

●明るさ(lm)：185
●全長(㎜)：205
●連続使用時間：2時間

ポリスティンガー急速セット
品番 76169

¥28,000¥28,000

●明るさ(lm)：185
●全長(㎜)：205
●連続使用時間：2時間

充電式 充電式 充電式 充電式 充電式 充電式

ポリスティンガー急速セット
品番 76172

急速充電・予備電池付き急速充電・予備電池付き

¥34,000¥34,000

●明るさ(lm)：185
●全長(㎜)：205
●連続使用時間：2時間

ポリスティンガー急速セット
品番 76122

¥34,000¥34,000

●明るさ(lm)：185
●全長(㎜)：205
●連続使用時間：2時間

充電式 充電式

スティンガー急速セット
品番 75719

高性能C4LEDバルブ高性能C4LEDバルブ

¥28,000¥28,000

●明るさ(lm)：180
●全長(㎜)：214
●連続使用時間：2時間

スティンガー急速セット
品番 75769

大型リフレクター大型リフレクター

¥30,000¥30,000

●明るさ(lm)：200
●全長(㎜)：234
●連続使用時間：2時間

コヨーテナノライト
品番 73007

指先サイズ指先サイズ

¥2,000¥2,000

●明るさ(lm)：10
●全長(㎜)：37
●連続使用時間：8時間
●使用電池：LR41x4個

ピギーパック標準充電ホルダー
品番 75275

スティンガーシリーズ用スティンガーシリーズ用

¥9,300¥9,300
スティンガーＤＳセット
品番 75817

スイッチが2か所で便利スイッチが2か所で便利

¥26,000¥26,000

●明るさ(lm)：180
●全長(㎜)：225
●連続使用時間：2時間

充電式 充電式

スティンガー急速セット
品番 75772

予備電池付きセット予備電池付きセット
●明るさ(lm)：200
●全長(㎜)：234
●連続使用時間：2時間

充電式 充電式

※ACアダプターは別売り

留め具付きで安心留め具付きで安心

品番 CWS-H143A-5

ひざにも肩にもひざにも肩にも

●消費電力(W)：55
●サイズ(㎝)：140x82
●材質：ポリエステル50%、アクリル50%

電気ひざかけ

¥8,875¥8,875

¥33,700¥33,700

※数量限定につき品切れの際はご容赦ください。
※価格表示は全て税抜価格です。
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