
大型用 インパクトレンチ 景品 3 個

景品 2 個中型用 インパクトレンチ

景品 1 個

×      春の雪解けエアーツール祭り

※景品の商品は在庫が限られています。
※ご提供時期が遅れる場合がございますが、ご了承ください。

実施期間   ： 2022年4月1日～2022年6月30日
景　　品   ： 対象商品1台ご購入につき、景品を差し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
「VESSEL×SP 春の雪解けエアーツール祭り」といたしまして
商品のご購入につき、お選びいただける
景品orモニターご協力品をご用意いたしました。

標準小売価格

176,000円(税込)
標準小売価格

143,000円(税込)

標準小売価格

205,700円(税込)
標準小売価格

159,500円(税込)

標準小売価格

166,100円(税込)

160,000円(税抜)

標準小売価格
オープン49,000円(税抜) 58,700円(税抜)

187,000円(税抜)

130,000円(税抜)

145,000円(税抜)
151,000円(税抜)

普通ボルト径 48 mm

12.8  kg重量

■ GT-4800VL

普通ボルト径 39 mm

7.95  kg

重量

■ GT-3900VP
普通ボルト径 38 mm 普通ボルト径 39 mm

普通ボルト径 16 mm 普通ボルト径 16 mm 普通ボルト径 16 mm

リティナーリング式12.7

アジャストダイヤル4
レバースイッチ（グリップ上）R L

7.8  kg重量 9.8  kg重量

0.99  kg

重量

1.91  kg

重量

1.36  kg

重量

2.6  kg

重量
バッテリー含む

■ SP-380DX ■ GT-3800LX

■ SP-7146EX ■ SP8140■ GT-1600VP

小型用 インパクトレンチ

※税込価格は消費税 (10％) を含んだ価格です。

普通ボルト径 16 mm

リティナーリング式12.7

アジャストレバー(背面)4
レバースイッチ（背面）R L

■ SP-7143DX

普通ボルト径 32 mm

4.65  kg重量

■ SP-7191A-V8

リティナーリング式12.7

トルク設定ボタン（グリップ下）3
プッシュスイッチ
（スロットル横）

R L

標準小売価格

53,900円(税込)
49,000円(税抜)

普通ボルト径 14 mm

リティナーリング式9.5

アジャストレバー(背面)4
プッシュスイッチ（スロットル横）R L

0.98  kg

重量

■ SP-7146EXS

標準小売価格

53,900円(税込)
標準小売価格

64,570円(税込)
51,000円(税抜)

標準小売価格

56,100円(税込)

4.5  kg重量
標準小売価格

106,700円(税込)
97,000円(税抜)

普通ボルト径 25 mm

■ SP-7151AL-V8
普通ボルト径 20 mm

3.7  kg重量

■ GT-2000PF
普通ボルト径 25 mm

■ SP-7150A-V8
普通ボルト径 20 mm

■ GT-2500LF

92,000円(税抜) 79,000円(税抜)

標準小売価格

101,200円(税込)
標準小売価格

86,900円(税込)

3.5  kg重量

122,500円(税抜)

標準小売価格

134,750円(税込)

7.3  kg重量

リティナーリング式25.4

アジャストダイヤル（グリップ下）4
レバースイッチ（グリップ下）R L

インパクトレンチ
リティナーリング式25.4

アジャストダイヤル（グリップ下）3
レバースイッチ
（グリップ下）

R L

インパクトレンチ 軽量タイプ

ピンロック式25.4

アジャストダイヤル（グリップ横）4
レバースイッチ（グリップ下）R L

超軽量インパクトレンチ

リティナーリング式25.4

アジャストダイヤル4
レバースイッチ（グリップ上）R L

超軽量インパクトレンチ

リティナーリング式25.4

アジャストダイヤル
（グリップ横）

4

プッシュスイッチ
（スロットル横）

R L

インパクトレンチ

リティナーリング式19

アジャストダイヤル
（グリップ横）

4 プッシュスイッチ
（スロットル横）

R L

インパクトレンチ
リティナーリング式19

アジャストダイヤル(背面)4
プッシュスイッチ（スロットル横）R L

インパクトレンチ
リティナーリング式19

アジャストダイヤル4
レバースイッチ（グリップ上）R L

インパクトレンチ 軽量タイプ
リティナーリング式19

アジャストダイヤル4
レバースイッチ
（グリップ下）

R L

インパクトレンチ 軽量タイプ

リティナーリング式12.7

アジャストレバー(背面)4
プッシュスイッチ
（スロットル横）

R L

超軽量インパクトレンチ 超軽量インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ 18Ｖコードレスインパクトレンチ



エアーグラインダー

景品 1 個エアーラチェット

景品 2 個パワースケーラー

1.47  kg重量

1.9  kg重量

■ SP-7722A普通ボルト径 10 mm ■ SP-7731普通ボルト径 10 mm ■ SP-7265RP普通ボルト径 10 mm

景品 1 個

景品 １ 個

静電気対策品
塗装前の除電・除塵に 静電気の測定に■ G-9 ■ Eye-02ニードル径 φ2 mm

ピストン径16ｍｍ  ニードルストローク18ｍｍ

■ GT-HPS160

45,500円(税抜)
標準小売価格

55,050円(税込)
ニードル径 φ3 mm
ピストン径20ｍｍ  ニードルストローク20ｍｍ

■ GT-HPS200

55,800円(税抜)
標準小売価格

61,380円(税込)

エアードリル 景品 １ 個

ポリッシャー 景品 １ 個

■ SP-7200コレット径 φ6 mm

ダイグラインダー

春の雪解けエアーツール祭り

無負荷回転数: 55,000rpm
精密研削用

無負荷回転数: 
23,000rpm

無負荷回転数: 
14,000rpm

無負荷回転数: 
400rpm

無負荷回転数: 
18,000rpm

無負荷回転数: 
20,000rpm

無負荷回転数: 
5,500rpm

■ SP-7527
鉄板穴あけφ 13 mm

エアードリル

アングルサンダーポリッシャー120°

■ GT-D60-30
鉄板穴あけφ 6 mm

エアードリル

30,000円(税抜)

0.41  kg重量標準小売価格

33,000円(税込)

標準小売価格　オープン 標準小売価格　オープン

■ SP-7203コレット径 φ6 mm ■ GT-MG55SARコレット内径 φ3 mm

ダイグラインダー エアーマイクロラインダー

40,000円(税抜)
0.54  kg重量

0.26  kg重量
標準小売価格

44,000円(税込) 37,000円(税抜)
標準小売価格

40,700円(税込)

■ SP-7201コレット径 φ6 mm

ダイグラインダー90°（アングルヘッド）

40,000円(税抜)

0.55  kg重量標準小売価格

44,000円(税込)

1.5  kg重量 1.2  kg重量

■ SP-7234
ロングカットオフツール

ディスク径φ 100 mm

無負荷回転数: 14,000rpm

標準小売価格
オープン

1.33  kg重量

1.33  kg重量 1.23  kg重量
1  kg重量

■ SP-7234B
ロンググラインダー

ディスク径φ 100■ SP-7231
フレキシブルヘッドカットオフツール

ディスク径φ 75 mm

無負荷回転数: 
3,000rpm

36,700円(税抜)

標準小売価格

40,370円(税込)
47,000円(税抜)

標準小売価格

51,700円(税込)

無負荷回転数: 
2,500rpm

無負荷回転数: 
2,500rpm

無負荷回転数: 
1,800rpm

■ SP-1522
鉄板穴あけφ 10 mm

サイレンサー付エアードリル

33,000円(税抜)

標準小売価格

36,300円(税込)

無負荷回転数: 
3,800rpm

■ SP-1523D
鉄板穴あけφ 10 mm

ストレートエアードリル

43,000円(税抜)

標準小売価格

47,300円(税込)
1.13  kg重量

0.88  kg重量

無負荷回転数: 
1,700rpm

■ SP-1514AH
鉄板穴あけφ 10 mm

低床コーナードリル

59,000円(税抜)

標準小売価格

64,900円(税込)

1.2  kg重量

49,700円(税抜)
標準小売価格

54,670円(税込)

■ SP-1508AH-Pパッド径 φ125 mm

マジックパッド式M

アングルサンダーポリッシャー

1.2  kg重量

42,000円(税抜)
標準小売価格

46,200円(税込)

■ SP-7500AH-Pパッド径 φ70/125 mm

マジックパッド式M

1.4  kg重量0.6  kg重量

55,000円(税抜)
標準小売価格

60,500円(税込) 48,000円(税抜)

標準小売価格

52,800円(税込)

ミニラチェパクト インパクトラチェット
ボールロック式9.5

無段階レギュレター(グリップ上)F
切替スイッチ（ヘッド上）R L

0.7  kg重量

フラットヘッドミニラチェパクト
ボールロック式9.5

無段階レギュレターF

ボールロック式12.7無負荷回転数: 500rpm 無負荷回転数: 450rpm 無負荷回転数: 400rpm

イオンバランス：0～±200V
帯電電位：±0～±1.50kV(LOレンジ),
±1.0～±22.0kV(HIレンジ)
測定距離：25mm±0.5mm (本体⇔帯電物間)

79,600円(税抜)

標準小売価格

87,560円(税込)
63,000円(税抜)

標準小売価格

69,300円(税込)

エアー流量約200L/min（0.5MPa）
除電時間1秒以下
イオンバランス±30

静電気除去発電ガン 静電気測定器

標準小売価格　オープン

（正逆回転機構付き） （正逆回転機構付き）（右回転のみ） （右回転のみ）（右回転のみ）



春の雪解けエアーツール祭り

景品 1 個レシプロソー・エアーハンマー

エアーサンダー 景品 １ 個
■ SP-1340DA

アジャストダイヤル4

28,000円(税抜)

0.67  kg重量 0.6  kg重量
標準小売価格

30,800円(税込)

40,000円(税抜)

0.86  kg重量

標準小売価格

44,000円(税込)

49,000円(税抜)
0.6  kg重量標準小売価格

53,900円(税込) 49,000円(税抜)
0.55  kg重量 1.65  kg本体重量標準小売価格

53,900円(税込) 41,000円(税抜)
標準小売価格

45,100円(税込)

パッド径 φ70 mm ■ SP-3005-5M

アジャストダイヤル 無段階調整

パッド径 φ125 mm ■ SP-3006DF-5パッド径 φ125 mm

標準小売価格　オープン

0.65  kg重量

アジャストダイヤル 無段階調整

標準小売価格　オープン

■ SP-3900-A3Mパッドサイズ 70 ×110 mm

マジックパッド式M

マジックパッド式M

マジックパッド式M マジックパッド式M

ミニサンダー

■ SP-7610鉄板切断 4 mm

レシプロソー
■ SP-7620鉄板切断 2 mm

ミニ・レシプロソー ■ SP-1410-K
チゼル径φ 10 mm

エアーハンマーセット

ダブルアクションサンダー（非吸塵式） ダブルアクションサンダー（吸塵式）

オービタルサンダー（非吸塵式）

45,000円(税抜)

0.86  kg重量

標準小売価格

49,500円(税込) 41,000円(税抜)
標準小売価格

45,100円(税込)

■ SP-3900DF-A3Mパッドサイズ 70 ×110 mm

マジックパッド式M

オービタルサンダー（吸塵式）
■ SP-7201Gパッド径 φ50 mm

0.53  kg重量

アジャストダイヤル
無段階調整

シングルアクション

ダブルアクション

マジックパッド式M

ミニサンダー

41,000円(税抜)
標準小売価格

45,100円(税込)

■ SP-7201DAパッド径 φ50 mm

0.6  kg重量

マジックパッド式M

ミニサンダー

アジャストダイヤル
レギュレーター 無段階

アジャストダイヤル
レギュレーター 無段階 SP-1410とチゼル4 本を PBケースに収納

(フラット/シートメタル / スポットウェルダー/ テーパーパンチ)

ダブルアクション

44,500円(税抜)
標準小売価格 48,950円(税込)

■ SP-7201DA-Kパッド径 φ50 mm

0.6  kg本体重量マジックパッド式M

ミニサンダーセット シングルアクション

44,500円(税抜)
標準小売価格 48,950円(税込)

■ SP-7201G-Kパッド径 φ50 mm

0.53  kg本体重量マジックパッド式M

ミニサンダーセット

ペーパー#60、80、100、120、240、2000 x 各 5、
ケンマロン x １、ユニトップミニ x １、50φスポンジバフ x １、
羊毛バフ x １、パッド固定バー x １、
50φマジックパッド x １

ペーパー#60、80、100、120、240、2000 x 各 5、
ケンマロン x １、50φスポンジバフ x １、羊毛バフ x １、
パッド固定バー x １、50φマジックパッド x １

無負荷回転数:
12,000rpm

無負荷回転数:
9,500rpm

無負荷回転数:
9,500rpm

無負荷回転数:
10,000rpm

無負荷回転数:
10,000rpm

無負荷回転数:
13,000rpm

無負荷回転数:
13,000rpm

トルクスレンチ

ロングタイプ

No.8309BP-LIN
定価 10,780円（税込）
9,800円（税抜）

1/4”-36pcs.

No.HRW2001M-W
定価13,750円（税込） 12,500円（税抜）

1/4”-21pcs.

No.HRW2004M-SW
定価 21,835円（税込）
19,850円（税抜）

3/8”-16pcs.

No.HRW3005M-SW
定価 22,528円（税込）
20,480円（税抜）

3/8”-16pcs.

No.HRW3002M-W
定価 14,300円（税込）
13,000円（税抜）

1/4”& 3/8”-36pcs.

No.HRW2303M-W
定価 17,600円（税込） 16,000円（税抜）

ロングタイプ

No.8309BP-L
定価 9,273円（税込）
8,430円（税抜）

※税込価格は消費税 (10％) を含んだ価格です。

くさび式ラチェットで
超小型・高強度ヘッドを実現

首振り＆ノンスリップで作業効率up!

12°

メガドラインパクタ ウッディソケットレンチセット ウッディスイベルソケットレンチセット

No.980
+２×100

特別価格

¥1,860（税込）
特別価格

¥1,860（税込）

特別価格

¥1,980（税込）
特別価格

¥1,980（税込）

No.980
+3×150

特別価格

¥2,070（税込）
特別価格

¥2,070（税込）

本締めボールポイントレンチ
スタンダードタイプ

No.8309BP
定価
7,436円（税込）
6,760円（税抜）

ショートタイプ

No.8209BP-S
定価 7,040円（税込）
6,400円（税抜）

スタンダードタイプ

No.8209BP
定価 7,194円（税込）6,540円（税抜）

ボールエンドトルクスレンチ

No.8509BTX
定価
8,690円（税込）
7,900円（税抜）

いじり止めトルクスレンチ

No.8509TXH
定価 6,765円（税込）
6,150円（税抜）

ロングタイプ

No.8209BP-L
定価 8,734円（税込）7,940円（税抜）

エクストラロングタイプ

No.8309BP-XL
定価 12,023円（税込）
10,930円（税抜）

No.980
+２×150

本締め
ボールポイントレンチ
(インチ)

おすすめ商品※キャンペーン除外品



製品箱内にモニターアンケート用紙を同封しております。
モニター終了後、アンケートご記入の上、FAXでお送りいただきますようお願いいたします。

選べる景品orモニターご協力品

お求めは…

●改良のため予告なく仕様・サイズ等を変更することがあります。          22031423.33
● 一部商品は 2022 年 4月 1日 価格改定後の表示です。www.vessel.co.jp

TEL.06-6976-7771
TEL.011-711-5003
TEL.022-236-1567
TEL.027-310-3757
TEL.03-3776-1831
TEL.052-821-9575
TEL.06-6976-7772
TEL.082-291-0106
TEL.092-411-5710

本　　　社
札幌出張所
仙台出張所
北関東営業所
東 京 支 店
名古屋営業所
大 阪 支 店
広島出張所
福岡営業所

FAX.06-6971-1309
FAX.011-704-4725
FAX.022-232-7959
FAX.050-3852-2745
FAX.03-3776-5607
FAX.050-3606-2649
FAX.06-6971-1309
FAX.082-295-1727
FAX.092-411-5770

大阪市東成区深江北2丁目17番25号
札幌市東区北11条東14丁目1番1号
仙台市若林区卸町東1丁目2番10号
群 馬 県 高 崎 市 岩 押 町 2 7 番 6
東京都大田区南馬込5丁目43番13号
名古屋市南区呼続四丁目3番1号
大阪市東成区深江北2丁目17番25号
広島市西区南観音 7丁目 8 - 1 1
福岡市博多区博多駅南6丁目1番22号

〒537-0001
〒065- 0011
〒984-0002
〒370-0044
〒143-0025
〒457-0014
〒537-0001
〒733-0035
〒812-0016

お客様お問い合わせ窓口

06-6976-7771 8:30 -17:30 ※平日の12:00 ～13:00、土・日・祝日・夏期休暇・年末年始は除きます。

❶ご購入商品の景品数に応じて、景品をお選びいただけます。
❷モニターご協力品(1) はアンケート調査にご協力をお願いいたします。

1
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2
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3

13 1514
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12

20
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No. GT-BS30W

No. 970CR No. BHC30 No. 260002

No. 336PS No. G-10 No. SP-7231-76

エアーベルトサンダー

メガドラ クリップリムーバー ソケットアンビル チャック式 インパクトユニドライバー

ベルトサイズ30ｍｍ×540ｍｍ
バーグリップ（補助ハンドル）１本
研削ベルト #60 ２本
 #80 １本

使い続けるとわかる高効率

モニター
ご協力!
数量限定 内容明細：+1×75, +2×100, +3×150, 

-5.5×75, -6×100, -8×150

ウッディ貫通ドライバー 6本組 エアーツールオイル・スプレー ３本 黒い武蔵Φ76（５枚入り）

良質のベースオイルに
各種添加物を配合した
エアーツール専用オイル

刃先は大小２種類兼用タイプ
自動車で使われる多くの
クリップに対応

SP-7231用
Φ76×厚1×穴10mm

六角対辺6.35mmのビットが
ワンタッチで取り付け可能 錆びたネジの取り外しに

ビット差込部 6.35mm

-5, -6, -7, +1, +2, +3 ×125

ラチェットドライバーセット（トルクス）

ビット：+2, +3,
T10H, T15H, T20H,
T25H, T30H, T40H

No. TD-6808TX

自動車や二輪の修理に
多用されるトルクスセット

No. AD-2 100R

先端部にソフトな
ゴム製キャップ付
傷をつけてはいけない箇所の
ゴミの吹き飛ばしに

No. 8309BP-XL

本締め可能なボールポイント
全身焼入れ、マグネット入、永久保証
サイズ：対辺 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm

トルクス®ボールレンチ９本組

No. 8509BTX

ボール形状のトルクス
全身焼入れ

サイズ(TORX)：T8,T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40

No. TA20WSQ3-11PS

ソケット：H8,10,13,14,17,19,21,22,24㎜

剛鍛首振りアダプター
＆ショートソケットセット

軸を引き出すと首振り ➡

軸を中に入れると固定 ➡

（　　  ）

15度

限定ツールキット

24pcs. ミニラチェット
ビット :+1, +2, +3, -4, -6,

PZ1, PZ2, PZ3, T15H, T20H, T25H, T30H
ソケット：H5.5, H6, H7, H8, H10, H12, H13

No. SP-7610-200

エアーソーブレード 3枚

レシプロソー SP-7610 用

No. SP-7234-100 No. KP-1

黒い武蔵φ100（10枚入り） VESSEL ＆ SPロゴ入り メカニック・マット

サイズ：フリー

VESSEL ＆ SPロゴ入り キャップ

サイズ：450×210×30mm
材質：EVA

No. PRM-CA1 No. PRM-JA1

VESSEL ＆ SPロゴ入り ジャケット

サイズ：L

せんば自由軒 レトルトカレー5個セット Amazonギフト券 1000円相当

※月1回ごとに集計し、翌月発送
※お問合せは、【株式会社ベッセル】
※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴは
　Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

差込角12.7ｍｍ×六角対辺6.35ｍｍ

SP-7234用
Φ100×厚1×穴10mm

エアーダスターラバーロングノズル エクストラロングタイプ・ボールレンチ9本組


