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オンラインショップ
カタログ

自動車整備機器メンテ会社が運営するプラスワンツール

＜お願い＞
ここに掲載している販売価格は通常価格となります。
時期によりネットではセール価格で販売しておりますので
ご確認いただけますようお願い申し上げます。



このオンラインショップは自動車整備機器メンテナンス会社の有限会社プラスワンが
運営するショップになります。

有限会社プラスワンホームページ https://www.plusone7-web.net/

自動車アフターサービス商品向けオンラインショップになり鈑金塗装の商材や
洗車・コーティングなどの洗車用品など取り揃えて「効率化できる」「お役に立つ」
「楽しくなる」商品を販売しております。

プラスワンツール店⾧の高城と申します。私は30年以上 自動車業界に関わる仕事を
してきました。自動車整備士から自動車検査員 鈑金塗装などの生産性効率化や商品
開発まで。その情報やノウハウを生かしオンラインショップではプロが扱う商品を簡単に誰でも
扱うことが出来るような商品開発をしてきました。また自社オリジナルではなく素晴らしい
商品も各メーカー様のご厚意で販売させて頂いております。

是非皆さまにご覧いただきご検討して頂ければ大変うれしいです。お役に立つ商品だと
自負しております。まだまだ不慣れな店⾧ですがよろしくお願い申し上げます。

＜運営会社＞
有限会社プラスワン
神奈川県川崎市宮前区南野川3丁目22-39 106
TEL 044-799-0231
✉info@plusonetool.shop
店⾧ 高城
URL https://plusonetool.shop/ plusonetool.shop
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プラスワンツール オンラインショップ

プラスワンツール(Plsu One Tool) Facebook

プラスワンツール店長 Instagram

Plus One Tool YouTube

是非ご登録よろしくお願いします！



ご利用ガイド

商品注文方法
・ご希望の商品ページより、オプション、数量を選択し、カートへ入れて下さい。
・注文完了後に、ご登録のメールアドレスへご注文完了メールを配信致します。
・しばらく経ってもメールが届かない場合は、「迷惑メールフォルダ」をご確認頂くか、
注文履歴よりご注文状況をご確認下さい。

お支払いについて

返品について
・返品をご希望の場合には、商品到着後7日以内に当店宛てにご連絡下さい。

・期限を過ぎますと、当店に不手際があった場合、およびお客様のご都合によるご返品の場合の

いずれにつきましても、返品をお受けできかねます事、ご了承頂けますようお願い致します。

・交換後商品の在庫が無い場合は交換が出来ない場合がございます。

その場合は返品商品が弊社到着し商品の状態を確認した後、カード会社/コンビニエンス会社/銀行

各社の規定に基づき、返金処理を致します。

・返品時には、該当商品お買い上げ時に取得されたポイントは無効とさせて頂きます。

・配送途中の破損などによりお客様の手元についた時点で商品に破損・汚れがあった場合、あるいは

商品の誤送(サイズ違い、色違い、商品違い)が発生した場合には、送料弊社負担で交換・返品致します。

・お客様都合による返品・交換をご希望された場合、一度でもご使用になられた商品は ご希望を

承れませんのでご了承下さい。

・未使用品の場合には、送料はお客様負担で返品・交換対応致します。

・下記の状態のお戻しは交換・返品を承ることが出来ません。

『タグや説明書、箱などの付属品がない』『外で履いてしまった』 『商品に汚れや傷を付けてしまった』

ご注文の前に必ずお読みください

・【銀行振込】指定銀行口座へお振込み下さい。
・【クレジット決済】VISA/MASTER/JCB/AMEX//DINERSがご利用頂けます。
・【代引】代引きが出来るのは、カンガルー代引となります。（30万円まで）
・【コンビニ決済】合計金額30万円までご利用頂けます。
・【Amazon Pay決済】Amazonアカウント情報をご利用頂けます。
・【PayPay決済】PayPayアカウント情報をご利用頂けます。
・【後払い決済】コンビニ・郵便局・銀行・LINE Payご利用頂けます。

配送について
・配送は福山通運かカンガルー便にてお届け致します。
・日本全国一律990円です。
・お買い上げ商品の合計金額が8,000円以上の場合は送料が無料となります。

消費税について
【消費税】・10％（円未満四捨五入） ・弊社はすべて税込価格となります。

※ネットショップをご利用下さい。苦手な方は運営会社にご連絡下さい。
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鈑金塗装

3

画期的なUV鈑金乾燥システムで働き方改革!

価格はすべて税込で表示しています。

①パテ付け ②パテワイパー成形 ③照射器で硬化

④サンディング ⑤完成!

①～④を繰り返しながら面を
成型していきます。厚盛では
なく薄く塗布しその間の足付
けは必要なく続けて作業でき
ます。

ここまでの工程が通常より約半分の時間で仕上げられる!

YouTubeで作業実演を公開中!

生産性向上!
電気代削減!



鈑金塗装

容量:2kg

価格￥16,478
商品コード:POT-C0003

価格￥18,150

商品コード:POT-C0002-1 ・さらに研ぎやすい
・180番相当
・容量2㎏

UV-02 UV硬化パテ（仕上用）

4価格はすべて税込で表示しています。

画期的なUV鈑金乾燥システムで働き方改革!



山本工学製
UV保護メガネ

購入時プレゼント!

日本製! パワーあり!
照射範囲が広いし軽い!

ＵＶ-０５ LＥＤ ＵＶ照射器
働き方改革!体に優しい!

価格￥313,500

商品コード:POT-C0007

価格はすべて税込で表示しています。5

硬化時間 5秒 ※1 入力電圧 AC100V（50/60HZ）

照射時熱 強制冷却ファンにより
あまり無い

定電流電源 DC40V3.8A出力

LEDランプ LED（3W×72） 波⾧ 385nm

LED定格寿命 25,000時間 照射範囲 250mm/距離180mm

冷却方法 強制ファン冷却 UV照射強度 119mW/cm2（UV
メーター距離/18cm）

重量 850g
※LED照射部本体

防塵性 強力ファンのため自動
排出により良好

本体保護等級 IP20 電源保護等級 IP61

サイズ ⾧さ 300mm
幅 110mm
高さ 110mm

AC電源ケーブル
⾧さ

3,550mm

※1 パテの大きさ1dm3で厚み1mm以下の場合

鈑金塗装 画期的なUV鈑金乾燥システムで働き方改革!



オートサフェーサーUV
＜特徴＞
・UV硬化型一液型イソシアネートフリーの 紫外線硬化型サフェーサーです。
30秒以内での紫外線照射で硬化します。

・可使時間の影響を受けない希釈不要の一液型塗料です。
・短いフラッシュオフタイムとわずかな硬化時間は塗布
硬化、サンディングの一連の作業を大幅に短縮できます。

・わずか２コートで十分な塗膜を形成します（100～120μm）
・スポット補修で使用した際も補修際が目立ちにくく上塗り後にエッジ際も出にくいです。

価格￥6,325

商品コード:POT-U0008

容量:1L

6価格はすべて税込で表示しています。

価格￥4,015
商品コード:POT-U0031

鈑金塗装

容量:400ml

エアゾールタイプ

画期的なUV鈑金乾燥システムで働き方改革!

価格￥7,700

商品コード:POT-U0033

RM UVライトフィラーグレー
P 2530 1L

容量:0.75L

＜特徴＞
・シッケンズのオートサフェーサーUV同様の取り扱いが
出来ます。

エアゾールタイプ



ジャンボパテベラセット

価格￥5,500

商品コード:POT-U0008

7 価格はすべて税込で表示しています。

パテワイパー（スチール製）3種類セット
パテワイパーのスチール製で3種類セットになります。
UVパテを活用するためには必需品ですので是非ご購入をお勧めいたします。

単品価格
1→⾧さ250㎜ 幅25㎜ 1,540円

2→⾧さ400㎜ 幅50㎜ 2,475円

3→⾧さ650㎜ 幅70㎜ 4,785円

価格￥7,700
商品コード:POT-A0001-1

鈑金塗装

超お勧め!UVパテを活用する為の必需品です。
ボディに傷が付きづらい樹脂で出来ており3種類のタイプがあります。

１．ハード（色:クリア）⾧さ400㎜ 幅85㎜
気持ちよく余分なパテを削ぎ落してくれます。

２．ソフト（色:ブラック）⾧さ400㎜ 幅85㎜
仕上げ用で範囲が広い時に使用します。

３．ソフト（色:ブラック）⾧さ120㎜ 幅85㎜
仕上げ用で範囲が狭い時に使用します。

画期的なUV鈑金乾燥システムで働き方改革!



イージープーラーMILIMETRIC
PLIER BAND

Step 1 Step 2

Step 3 Step 4

シンプルな操作性と丈夫なつくりを
兼ね備えたプーラーです!

コンタクトピンを溶着機に
接続します

損傷にあわせてイージープーラーの
引出し距離を調整をしてください
※損傷部の引き出しすぎに注意してください

引き出したい箇所に溶着チップを
セットし、レバーを握り引き出します

レバーを戻し、溶着ピンをひ
ねると外れます価格￥34,144

商品コード:POT-B0001

溶着機へのコンタクトピン

レバー

脚部⾧さ調整

溶着チップ

脚部

フレーム

中央部調整箇所

YouTube動画

※Step3からStep4を
繰り返し引き出します

PULLING SET セパレートフック
自由度の高い、いわゆるカンザシです。

価格￥18,392

商品コード:POT-B0004

8価格はすべて税込で表示しています。

鈑金塗装 画期的な鈑金引き出しシステム!



ボディ

ワッシャー

ワッシャーロック

カバー

ベース

溶着機のコンタクトピン

TIP APPLICATOR JAPAN STANDARD

Step 1

カバーを取り外します

Step 2

スプリングを取り外します

Step 3

上限のマークまでワッ
シャーを装填できます

上限

Step 4

スプリングを入れカバーを
取り付けます

Step 5

コンタクトピンに溶着機を
接続し、ワッシャーを溶
着します

Step 6

ワッシャーマガジンを引き
抜きます

Step 7

ワッシャーマガジンを回転
させ、次ワッシャーを装填
します

Step 8

５から７を繰り返し、ワッ
シャーを溶着していきま
す

手首をひねるだけで素早くワッシャーを溶着できます!

YouTube動画

ワッシャーマガジン

価格￥35,464
商品コード:POT-B0002

9 価格はすべて税込で表示しています。

鈑金塗装 画期的な鈑金引き出しシステム!



YouTube動画

CORRUGATED SHEET
FOR REPUXO ウェーブシート

塗膜を剥がさずに引出し可能。
ピン溶着では切れてしまいそうな箇所の鈑金にも

Step 1 Step 2 Step 3

Step 4 Step 5

・使いやすい⾧さに切断してご利用ください。

・接着剤に厚みを持たせることで接着強度を保つ為、修理面に
強く圧着しないようにご注意ください。

価格￥15,708

商品コード:POT-B0004

5枚1セット

BLACK HOT
GLUE IN STICK グルーガンスティック接着棒

20本入り1セット

価格￥2,750
商品コード:POT-B0008-1

10価格はすべて税込で表示しています。

サイズ:
⾧さ300㎜
幅11.2㎜

鈑金塗装 画期的な鈑金引き出しシステム!



UC ハンドファイル
価格￥3,960～

商品コード:POT-U0010～

・パテ面の平滑性がスピーディーに出せる為、パテ処理作業の生産性が向上します。
また技術難易度を低下させることが可能であり新人教育ツールにもなります。

・握り部分が桐材仕様により独自の握り部分が製作が可能です。
・パットベースと握り部分が分裂型でボルトで接合しています。
・特殊パット採用 ・ショップアブソーバー機能 ・のりつきパット面に近いモルトもマジック採用。
・特殊スポンジで超弾力性と衝撃吸収効果が大きく摩擦熱吸収効果が絶大です。
・パット下部に硬いABS樹脂を採用してます。 ・集塵タイプも設定してます。（UFH-吸塵各サイズのみ）

逆R変形

サイズ SS S M L

⾧さ㎜ 105 105 173 235

幅㎜ 75 75 75 75

高さ㎜ 45 47 47 47

重量g 39.7 120 196 276

価格 3,960円 4,400円 4,730円 6,435円

Ｒ変形や逆Ｒ変形に最適!

UC ラインファイル
特殊ハンドツール!

ラインファイル3種類でパテ
研削面の状態に合わせた
特殊ハンドツール類です。

価格￥2,970～

商品コード:POT-U0022～ UC TAKO
ファイル

価格￥3,080
商品コード:POT-U0021

曲面対応型のタコファイルです。パ
テ研削面の状態に合わせた特殊
ハンドツール類です。

サイズ 価格

タイプA 2,970円

タイプB 3,245円

タイプC 3,300円
特殊ハンドツール!

11 価格はすべて税込で表示しています。

鈑金塗装 UCオリジナル商品!



UC 集塵ファイル

価格￥4,840～

商品コード:POT-U0017～

サイズ S M L

⾧さ㎜ 105 173 235

幅㎜ 75 75 75

高さ㎜ 47 47 47

重量g 120 206 262

価格 4,840円 5,445円 6,160円

・パテ面の平滑性がスピーディーに出せる為、パテ処理作業の
生産性が向上します。また技術難易度を低下させることが
可能であり新人教育ツールにもなります。

・握り部分が桐材仕様により独自の握り部分が製作が可能です。
・パットベースと握り部分が分裂型でボルトで接合しています。
・特殊パット採用 ・ショップアブソーバー機能 ・のりつきパット面に
近いモルトもマジック採用。

・特殊スポンジで超弾力性と衝撃吸収効果が大きく摩擦熱吸収
効果が絶大です。・パット下部に硬いABS樹脂を採用してます。

Ｒ変形や逆Ｒ変形に最適!

UC 集塵ホースセット

価格￥16,500
商品コード:POT-U0020

・パテ面の平滑性がスピーディーに出せる為、パテ処理作業の
生産性が向上します。また技術難易度を低下させることが
可能であり新人教育ツールにもなります。

・握り部分が桐材仕様により独自の握り部分が製作が可能です。
・パットベースと握り部分が分裂型でボルトで接合しています。
・特殊パット採用 ・ショップアブソーバー機能 ・のりつきパット面に
近いモルトもマジック採用。

・特殊スポンジで超弾力性と衝撃吸収効果が大きく摩擦熱吸収
効果が絶大です。

・パット下部に硬いABS樹脂を採用してます。

脅威の集塵能力!

12価格はすべて税込で表示しています。

鈑金塗装 UCオリジナル商品!



UC 鈑金 引っ張りくん
フルセット／基本セット

価格￥253,000

商品コード:POT-U0028-1

自動車補修における損傷部位の鈑金引き出しに関する修正機で、
鈑金面に溶着するビット先端に力を加えながら凹んだ箇所を

引き出す作業を行う引き出し方法と引き出し装置です。

価格￥154,000

商品コード:POT-U0028

フルセット

基本セット

13 価格はすべて税込で表示しています。

鈑金塗装 UCオリジナル商品!



UC 水性塗料 オリジナル商品

価格￥10,450

商品コード:POT-U0001

ベースだけ水性ではなくオール水性
（ベース、サフェーサー、クリヤー）で
やられている鈑金工場様向け商品
で強力な洗浄力を持った製品です。

14価格はすべて税込で表示しています。

鈑金塗装 UCオリジナル商品!

UC 水性ガンクリーナーU

容量：16L 容量：4L

価格￥4,356

商品コード:POT-U0002

価格￥10,120

商品コード:POT-U0003

価格￥3,410

商品コード:POT-U0012

TUC洗浄用シンナー

一般的なラッカーシンナーと言われている商品と類似品ですが、
有機則・特化則・PRTR法等に非該当商品で環境・労働災害
対策を考えていますユーザー様には欠かせない商品です。

UC硬化促進剤
水性塗料は世間一般的に乾燥性が遅いと言われますが、この
促進剤を使用する事により30％～40％早く乾燥する事を実証
済みです。これは塗料メーカー問わず使えます。
（関ペ、ニッペ、シッケンズ、PPG、デュポン、イサムなど）



スポンジバフ 仕上げ用

価格￥2,200

商品コード:POT-H0009

・シングルやギヤアクション、ダブルアク
ションにも使用できるタフなバフです。
・経年劣化でマジックパットが剥がれ
てくる事がありますが耐久性がとても
良いです。
・最終仕上げとして使えます。黒ボ
ディでも綺麗に仕上げられます。

サイズ:バフ面150㎜、アタッチッメント幅130㎜、厚み30㎜

スポンジバフ仕上用です。色は青色でサイズは150㎜Φです。

羊毛バフ

価格￥4,180

商品コード:POT-H0010

サイズ:バフ面150㎜、アタッチメント幅135㎜、厚み25㎜

・シングルやギヤアクション、ダブル
アクションにも使用できるタフなバ
フです。
・経年劣化でマジックパットが剥が
れてくる事がありますが耐久性がと
ても良いです。
・とても切削性に優れています。

羊毛バフです。色は白色でサイズは150㎜Φです。

15 価格はすべて税込で表示しています。

鈑金塗装 プロ仕様!



・

超滑水で塩水に強い!塩害対策コーティング!1回塗れば3年間ワックスいらず!

全塗装色に対応で難しい施工方法では無い為、女性でも楽々作業できます。
塩水に強い樹脂を配合してハイブリット仕様の為、塩害対策コーティングに
なります。水垢や汚れもつきにくく普段のお手入れは洗車機でもOKです。
超滑水のスーパーガラスコーティングになります。

YouTube
動画

・CP-01本液剤 1本 ・CP-11塗布スポンジ 2個 ・CP-09マイクロファイバークロス 3枚

＜特別セット内容＞

CP-01 ボディガラスコーティング特別セット

※1台分としていますが軽自動車であれば2台分施工できます。

商品コード:POT-H0001-1

価格￥9,790

洗車用品

無駄に吸い込みすぎないスポンジ‼

※写真は2個ですが販売金額は1個単位となります。

CP-11
塗布スポンジ

サイズ:400㎜×400㎜※多少バラツキ
があります。色はネイビーです。

CP-09
マイクロファイバークロス5枚セット

両面で役割が違う!
エッジレスでボディが
傷付きにくい‼

価格￥1,650
商品コード:POT-H0011-1

30㎖

価格￥330
商品コード:POT-H0013

16価格はすべて税込で表示しています。

プロ仕様!



鉄粉を強力に分解・洗浄‼

塗装面に付着した鉄粉を強力に分解し洗浄します。
スプレーで吹きかけて30秒もすれば化学反応して鉄粉を
溶かしていきます。有色反応の為効果が目に見えてわかり
やすいし、中性の為塗装面を痛めません。

価格￥2,750

商品コード:POT-H0005

YouTube
動画

CP-02 鉄粉除去剤
洗車用品

500㎖

CP-03 スケールリムーバー

ウォータースポット＆イオンデポジットを強力除去‼

圧倒的な分解能力により洗車では取り切れない汚れやシミを除去します。
高濃度で大容量（500㎖）の為、各部位に満足いくまで施工して
頂けます。使い方次第でアルミ素材の白サビやエンブレムのこびり付いた
シミも除去できます。

価格￥4,180

商品コード:POT-H0006

YouTube
動画

17 価格はすべて税込で表示しています。

プロ仕様!



ボディにシュシュと吹きかけ拭き取るだけ!誰でも簡単にガラスコーティングが
施工出来る!超撥水!ボディは艶々!ツルツルです!

ガラス系撥水コートの使用者全てを魅了する極上の手ざわり感と
極艶!!全塗装色に対応で大容量（500㎖）の為、中型車で
約50回分使用できます。帯電防止成分配合でホコリ・塵を
寄せ付けない!ボディへまとわりつく異物や汚染物質をしっかり
ガードします。ボディにスプレーして拭くだけで簡単なボディー
コーティングにもなります。

YouTube
動画

CP-04 撥水コート

価格￥3,278
商品コード:POT-H0007

洗車用品

CP-04 撥水コート特別セット
お試しサイズ!撥水コート特別セット‼

ガラス系撥水コートの使用者全てを魅了する極上の手ざわり感と極艶!!
全塗装色に対応です。容量（50㎖）の為、中型車で約3回分使用できます。
帯電防止成分配合でホコリ・塵を寄せ付けない!ボディへまとわりつく異物や
汚染物質をしっかりガードします。ボディにスプレーして拭くだけで簡単な
ボディーコーティングにもなります。

マイクロファイバー
クロス1枚付き

特別価格￥1,000
商品コード:POT-H0007-1

18価格はすべて税込で表示しています。

プロ仕様!



シャンプー洗車として洗うだけで瞬間!撥水コーティングが施工出来ます‼
1ヵ月毎の施工をお勧めいたします!

洗うだけで瞬間に撥水コーティングが施工できます。
全塗装色に対応で大容量（500㎖）の為、中型車で
約10台分使用できます。洗車時間の大幅短縮‼
使う度にに艶がUP‼施工のメリットがたくさんあります‼
→・汚れにくいボディに ・洗車しやすいボディに ・コスト
パフォーマンスに・手軽なので隙間時間に
・安心な中性シャンプーなので車体にも優しいです。

価格￥2,035
商品コード:POT-H0008

YouTube
動画

CP-05 撥水シャンプー
洗車用品

特別価格￥1,000

商品コード:POT-H0007-3

マイクロファイバー
クロス1枚付き

サンプル3点セット‼

撥水コートと鉄粉除去剤とスケールリムーバーのお試しサイズ3点セットになります。
この3本を使用して洗車すればたちまち綺麗になりますので、是非試して欲しいです!
容量は10mlで撥水コートは乗用車1台分、鉄粉除去剤は乗用車1台分、
スケールリムーバーは乗用車ボンネット1枚分の量として使用出来ます。
また、車だけではなく、バイクにも使用できますのでお試しください。

特別バージョン3点セット

19 価格はすべて税込で表示しています。

プロ仕様!



簡単施工で脅威の12カ月耐久!!
フロントガラスはもちろん、運転席や助手席ガラス、後ドアやリヤガラスに使用出来ます。
昼間や夜間の雨走行時の視認性がアップして運転がとても楽になります!!

価格￥3,300
商品コード:POT-H0012-1

CP-10 WIND SCREEN COAT
洗車用品

20価格はすべて税込で表示しています。

プロ仕様!

＜セット内容＞
・CP-01本液剤 1本
・CP-11塗布スポンジ 1個
・CP-09マイクロファイバークロス 1枚

＜施工方法＞
■フロントガラスのみ施工の場合（施工時間10分）

１．フロントガラスを水で綺麗に洗い流し汚れを取ります。
・洗車後の施工がお勧めです
・油膜が酷い場合は汎用品の油膜取りをまず施工して下さい。

２．付属のマイクロファイバークロスで綺麗に拭き取ります。
３．窓ガラスが乾いている状態で施工します。

・本液剤を塗布スポンジに8～10滴つけ運転席側から横方向にスポンジをゆっくり動かしながら
ガラス半面を塗布します。

・塗布中に液がつかない場合は液剤が無くなっている為塗布スポンジに8～10滴つけ施工していきます。
これの繰り返し作業となります。

・横方向が終わったら縦方向も同様に作業します。塗りムラが出ないようにする為です。
・その後、助手席側の半面を施工します。

４．塗布後、5分位乾燥させます。
５．水分をしっかり絞ったマイクロファイバークロスで塗布面を拭き取ります。
６．拭き残しがないか確認し作業完了です。

※施工完了後、1時間位は水に濡らさないで下さい。
突然の雨で濡れた場合は耐久性が落ちますので別な日に再度施工をお願い致します。

容量:30ml

＜参考データー＞
フロントガラスのみ施工の場合、4回分の量
全面時施工の場合、2回分の量



可動戦士 横式!縦横アーム
可動油圧式ジャッキ

メーカー商品名! 可動戦士 横式
欲しかった新発想!アーム動作が縦横自在!

・重量:14.2㎏
・寸法:⾧さ640㎜、幅180㎜、高さ130㎜
・最低位:85㎜
・最高位:375㎜
・能力:2トン

「こんなのあったらいいなあ」を形に!
地面とバンパーの隙間にストロークがない、SUVの車高に適した安価なジャッキが
欲しいなど様々な意見を取り入れ実用的な一般用2トンジャッキの登場です。
全高を低く抑え低車高にも対応、大きめ車輪により悪路の移動も楽々!SUV車の
ジャッキアップに余裕の最高位375㎜、そして業界初の新技術!アームの縦横自在
可能!ストロークのない隙間も気にせず予測不能な救護現場まで多様に活躍すること
間違いなし!

価格￥14,190

商品コード:POT-00005

詳しくは
こちらまで

業界初！時代はこいつを待っていた！
縦横可動アーム！油圧２トンジャッキ低床用

ガレージ機器

21 価格はすべて税込で表示しています。

画期的なガレージジャッキ!



低床エアーガレージジャッキ
ガレージ機器

22価格はすべて税込で表示しています。

信頼の日本製 ⾧崎ジャッキ

型式 能力
（t）

最低位
（mm）

最高位
（mm）

揚程
（mm）

全⾧
（mm）

全幅
（mm）

フレー
ム高さ
（mm）

重量
（kg）

ペダ
ル付

販売価格
（税込）

NLA-201R 2 85 500 415 753 344 115 47 ✕ 91,520円

NLA-301 3 95 545 450 814 370 135 67 ✕ 103,620円

NLA-203X 2 80 500 420 1098 370 88 70 ✕ 139,590円

NLA-1.8HP 1.8 98 700 602 1140 392 130 79 〇 104,170円

NLA-1.8P 1.8 98 620 522 1065 382 120 68 〇 87,450円

NLA-2P 2 98 505 407 945 382 120 64 〇 84,810円

NLA-2.1P 2.1 98 620 522 1055 392 130 76 〇 103,070円

NLA-3P 3 98 610 512 1035 402 145 85 〇 100,540円

NLA-5 5 106 560 454 1045 402 175 94 〇 117,040円

NLA-303 3 95 600 505 1300 361 135 85 〇 102,960円

NLA-503 5 108 560 452 1300 361 155 94 〇 118,690円

メーカー直送品！送料込みです



タイヤチェンジャー
S425GP 2スピード付き

価格￥275,000

商品コード:POT-TC0004

・メーカー:SICE
・型式:S425GP
・リム径:（外）10～20インチ

（内）12～22インチ
・リム幅:3～11J
・電源:AC200V 6.2/7A 0.8/1.1Kw 50Hz
・ブーム作動:自動（右斜め横に傾きます）
・インフレーター装備:無
・状態:エアシリンダー等パッキン交換しメンテナンス済み。

多少キズ等ありますが外観含め内部まで綺麗に磨き作業済。
動作確認済みで良好です。タイヤゲージは新品です。

整備設備

ホイールバランサー S625NW

価格￥220,000

商品コード:POT-HB0001

・メーカー:小野谷
・型式:S625NW
・適用ホイール径:10～24インチ
・適用ホイール幅:2～15J
・電源:３相200V 50/60HZ
・ホイールデーター入力法:ホイールディスタンス（自動入力）

リム、リム幅（手動入力）
・重量:140㎏
・状態:バランス精度確認済みで作動問題なし。

外観は磨き作業を実施しますが中古品の為
錆・汚れ・傷等は多少あります。
まだまだ十分に活躍できる機器でメンテナンス部品もあります。

23 価格はすべて税込で表示しています。

中古再生済み機器

運搬設置可
別途見積り

運搬設置可
別途見積り



＜スターターキット内容＞
１．ミニUVライトPRO 1セット
２．モバイルバッテリー 1個
３．三脚 1個
４．UV-06UV硬化接着剤30g 1個
５．UV-04UV硬化パテ30g 1個
６．サフェーシングマット 1枚
７．コーキングヘラ 1個

用途多数!使える接着剤

ミニUVライトPRO特別セット

価格￥39,930

商品コード:POT-C0001-1

●本器の用途:UVレジンの硬化、接着、乾燥（キュアリング）印刷物の蛍光検出、非破壊検査、他
●素子スペック:波⾧＝365㎚ Vf＝3.4ⅴ、If＝700㎃
●紫外線量:
・鏡筒を縮めた状態＝ズームアウト時…距離10㎜時 →50㎽/㎤ ブースターON時 →100㎽/㎠
・鏡筒を延ばした状態＝ズームイン時…距離10㎜時 →130㎽/㎠ ブースターON時 →260㎽/㎠

便利アイテム

UV-Bondy（ユーブイボンディ）

・容量 10ml

価格￥2,090

商品コード:POT-C0004

用途多数!使える 液体プラスチック接着剤

24価格はすべて税込で表示しています。

画期的な接着剤!



25 価格はすべて税込で表示しています。

鈑金塗装 照明会社の株式会社KTZ様 商品一覧

こちらの商品はお問合せ下さい。



26価格はすべて税込で表示しています。

設備機器 照明会社の株式会社KTZ様 商品一覧

こちらの商品はお問合せ下さい。


