
P1取扱い1万アイテムから厳選！　掲載のない商品はインターネットショップにGo！　インターネットならさらに全品8%OFF！　http://www.tool-power.jp　税別3,000円以上お買い上げで、送料無料！

【セット内容】

広げて使用 曲げて使用 畳んで使用

災害時の予備電源に役立つカセットボンベ式！！ 12V車専用ジャンプスターター！
ガソリン車5000ccまで、ディーゼル車3000ccまでに対応！
USB出力（5V/2A）付で、スマホなどの充電ができます。

68,000s税
別
税
別

ご注文番号 73521商品の詳細は
コチラ

ポータブル電源 298Wh 320Wパワーブースター12/24V 電撃丸セット
いつでもどこでも、コンセント。
蓄光素材を採用し、真っ暗闇でも見つかりやすい！

【レコライト】録画機能付きヘッドライト
ヘッドライトで照射しながら撮影ができる！
鮮明なHD画質対応SDレコーダー搭載！連続動画撮影約1時間！
2インチの軽量モニター搭載で撮影しながらの確認が可能。

バッテリー上がりの強い味方！大型車も可能なジャンプスターター！
12/24V兼用で非常に便利！錠剤タイプのバッテリー強化剤6個がセットでお買い得！

【仕様】
●電池容量：298Wh/93120mAh●AC出力：AC110V 50/60Hz(切替式)×2ポート 320W(瞬間最大
640W) 純正弦波出力●DC出力：USB-A（QC3.0）：5～12V(最大18W)×2ポート、Type-C：5V、9V、
12V、15V、20V(PD60W) ×1ポート●連続出力容量：298Wh●充電電圧：ACアダプター/（入力）
AC100～240V 50/60Hz・（出力）19.0V 3.75A 71.3W、カーチャージャー/（入力）DC12V/24V・

（出力）13V 6A、ソーラーパネル(別売)/（出力）MPPT  12V～24V(Max6Ａ)●サイズ：
188×160×200mm●重さ：約4.1kg(本体のみ)

ご注文番号 73094 37,000j税
別

商品の詳細は
コチラ

商品の詳細は
コチラ

商品の詳細は
コチラ

商品の詳細は
コチラ

ヤスリセット16pcs
色々なヤスリをセットしました。

2,600j税
別

商品の詳細は
コチラ

アルミジャッキ 2.0t 青
油圧式でらくらくジャッキアップ！
約2000kgまで対応できるフロアジャッキです。

ご注文番号 73458

28,000j税
別

電動ウインチ 4500LBS
車のDC12Vバッテリーに繋げて使用します!
半永久的使用可能なマグネット式モーターを採用!

スタックラダー
砂、泥、雪などで車輌がスタックした際に
便利な脱出用のラダーです。

ご注文番号 73475

3,400j税
別

LED懐中電灯 6500LM
懐中電灯史上最強の「6500ルーメン」！５灯LED！！
アルミニウム合金を採用し、耐衝撃性能アップ！
【仕様】
●全光束：6500lm
●点灯モード：HIGH・MIDDLE・

LOW・FLASH・SOS
●使用電池：専用充電池×4本
●防水等級：IP65
●サイズ：約150×Φ70mm
●重さ：約620ｇ（電池込み）

充電式

ご注文番号 73092

8,500j税
別

商品の詳細は
コチラ

ご注文番号 73470 12,800j税
別

商品の詳細は
コチラ

ソーラーライト 50W
日中は太陽光充電、暗くなると自動点灯。
電源いらずで屋外を明るく照らすソーラーライト。

【LEDライト仕様】
●効率：50W●全光束：3800lm●
発光色：昼光色（6500-7000K）●
防水等級：IP65●コードの長さ：約
1 . 2 m ● サ イ ズ ： 約
W211×H200×D31mm

【ソーラーパネル仕様】
●効率：15W●保護等級：IP65●
コードの長さ：約25cm●サイズ：
350×47×290mm

ご注文番号 73101

13,000j税
別

商品の詳細は
コチラ

商品の詳細は
コチラ

商品の詳細は
コチラ

充電式

ソーラー

使用例

46PCソケットセット

2,100j

ご注文番号 73183

税
別
税
別

ご注文番号 73181

オイルファンネル

1,700j

ご注文番号 73180

税
別
税
別

【セット内容】
●プラス（＋）ドライバービット：1/2/3（2
セット）●マイナス（ー）ドライバービット：
4 / 5 ．5 / 7 ● H E X ビ ッ ト：
3/4/5/6/7/8mm●トルクスビット： 
T10/T15/T20/T25/T30/T40●HEX
レンチ：1.5/2/2.5mm●HEXソケット：
4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/1
3/14mm● ユニバーサルジョイント●
エクステンションバー（ショート）● エク
ステンションバー（ロング）●フレキシブ
ルエクステンションバー●Tバーハンド
ル●ビットソケットアダプター●ラチェッ
トレンチ●ビットハンドル●ブローケース

エンジンオイル注入口に
じょうごを固定して楽々作業。

定番のラチェットビットソケットセットです。

【仕様】
●オイル給油口サイズ： 30～45(φmm)
●全長：255mm
●上部サイズ：Φ125mm
●材質：ABS（じょうご）、ナイロン（ホルダー）
●耐性：耐油性

【セット内容】
●200mm中歯平ヤスリ
●200mm中歯半丸ヤスリ
●200mm中歯丸ヤスリ
●200mm中歯三角ヤスリ
●φ3×140mm×12アソート
●やすりブラシ

【サイズ】
●大型：全長250mm、

作業部200mm
●小型：全長140mm、

作業部70mm 収納ケース
付き

25,200s税
別
税
別

ご注文番号 73469商品の詳細は
コチラ

ジャンプスターター 12V専用 キャパシタ搭載インバーター発電機 カセットボンベ式

【仕様】
●内蔵バッテリー：DC12/24V
●サイズ：幅400×奥行180×

高さ380mm
●クランキング電流：

DC12V時/最大1200A、
DC24V時/最大600A

●ピーク電流：
DC12V時/最大3000A、
DC24V時/最大1500A

●重量：18kg
【付属品】
●ACアダプター

【仕様】
●本体サイズ：約W1000×D220×H25mm
●収納時サイズ：約225×195mm
●重量：約3.4kg

【仕様】
●最大牽引力：4500LBS

(2041kg)
●ライン：シングルライン
●モーター出力：

0.9kw/1.24hp
●減速比153:1
●ドラム寸法：45mm×81mm
●ワイヤー：5.3mm×10m
●バッテリーケーブル長：1.83m
●全体寸法：316×120×106mm

商品の詳細は
コチラ

電動噴霧器 20L（背負式）
電動式で音が静か！朝早くの作業にも最適！
大容量20Ｌタンクで農家の方にお勧め！

ご注文番号 73476

9,800j税
別

【仕様】
●サイズ 本体：H590×W340×D230mm
●ノズル：500mm
●重量本体：7.9kg(乾燥重量)
●電源シールドバッテリー12V8AH
（充電約6時間で作業時間5時間程度）
●充電：AC100V（専用充電器付属）
●噴霧量：1.2～1.8L/min

商品の詳細は
コチラ

エンジン式噴霧器（給水式）
2サイクル26ccハイパワーエンジンを搭載した
吸水式噴霧器です。
ポンプ圧力の調整が可能！

ご注文番号 73477

11,000j税
別

商品の詳細は
コチラ

ラッシングベルト5T
（5＋1）M（藍） ワッカタイプ
荷物にやさしいポリエステル製ベルトですから、
大切な荷物にキズがつきにくく安心です。

ご注文番号 73456

2,400j税
別

【仕様】
●本体サイズ 約：300×

300×320mm
●エンジン：2サイクル 26cc
●燃料：混合油(25：1)
●最高圧力：3.0Mpa
●給水量：8L/min
●重量：約6.6kg

【仕様】
●ベルト幅：50mm
●全長：6m
●耐荷重 5ｔ

商品の詳細は
コチラ

溶接面 25
溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。
ソーラー電池の採用により電池交換が不要。
溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。
ソーラー電池の採用により電池交換が不要。

ご注文番号 73478

4,980j税
別

【仕様】
●変換時間:1/25.000秒
●紫外線/赤外線 透過率：常時#15以下
●透過時濃度： 常時#3.5の明るさ
●使用温度範囲(℃)： -5～+55
●遮光度： #9～#13のレベルで

無段階に調節可能
●パワーON/OFF：完全自動
●日本語取扱説明書

商品の詳細は
コチラ

電動ウインチ 20000LBS 12V
無線リモコン付きなので車両から離れてや
牽引対象物側でのウインチコントロールが可能！

ご注文番号 73455

90,000j税
別

【仕様】
●最大牽引力：20000LBS

(約9071kg)
●定格電源：12V DC
●減速比：:318:1
●ワイヤー：12mm×24m
●ドラム寸法：115mm×254mm
●電源コード：3m

ケーブル
2m

過充電
防止
機能

トラックでも乗用車でも
クリップに

つなぐだけでエンジンが
かかります

オススメ
商品

オススメ
商品

今ならプロフタ
ッフの

バッテリー強化
剤がセット！

DC
12V
+ －

【仕様】
●電源：セルスタート：キャパシタ
●キャパシタ：リチウムイオン
7.4V 2500mAh●セルスター
ト電流（A）：400A●ピーク電流

（A）：800A●適応車種・排気量：
12Vガソリン車5000cc迄、12V
ディーゼル車3000cc迄●電池
寿 命：約 5 0 0 回 ● U S B 出 力：
DC5V：2A（USB）●使用環境温
度：0～40℃●充電電源：DC12V

（キャパシタ）、DC5V1A（リチウ
ムイオン）●充電時間：3時間

（USB）●入力プラグ：キャパシタ
用DC12Vシガーコード●USB
充電コード（DC5V1A）●二次側
ケーブル先端：バッテリーケーブ
ル（赤・黒）クリップ付、マイクロ
U S B タ イ プ B ● サ イ ズ：
W138×D203×H55mm●質
量：1.3kg

充電式

5種類のノズル付属
！

アーク・MIG・TIG対応 太陽電池

14,800j税
別
税
別

能力
2041kg

ご注文番号 使用荷重

73479 DC12V

73480 DC24V

能力
9071kg

無線

商品の詳細は
コチラ

電動ウインチ 15000LBS
無線リモコン付きなので車両から離れてや
牽引対象物側でのウインチコントロールが可能！

【仕様】
●最大牽引力：15000LBS

(6804kg)
●ライン：シングルライン
●モーター出力：4.2kw/5.7hp
●減速比：312.4:1
●ドラム寸法：85mm×221.5mm
●ワイヤー：11mm×28m
●バッテリーケーブル長：1.83m
●全体寸法：530×210×180mm

【仕様】
●本体サイズ:約630(横幅)×

275(正面幅)×150(高さ)mm
●最大耐荷重：2.0t
●最高位：約460mm
●最低位：約90mm
●ハンドル長：約1100mm
●重量：約19kg

56,800j税
別
税
別

ご注文番号 使用荷重

73481 DC12V

73482 DC24V

能力
6804kg

無線

商品の詳細は
コチラ

アドブルー 10L
トラック、乗用車、輸入車、建設機械、農業機械、
全ての尿素SCRシステム搭載車に使用できます。

ご注文番号 73391

1,600j税
別

商品の詳細は
コチラ

アルミスチールジャッキ 赤 3.0t
デュアルピストンと強力シリンダーにより、
大型乗用車はもちろん、ワンボックス、
重量のある４駆や小型のトラックまで対応できる荷揚能力 !!

ご注文番号 73457

29,800j税
別

【仕様】
●能力：3トン
●重量：約30.7kg
●最高位：490mm●最低位：98mm
●材質：アルミ　スチール他
●本体サイズ：630×277×158mm

ワッカタイプ
AdBlue® はドイツ自動車

工業会（VDA）の登録商標です。
242
mm

243
mm

243
mm

【仕様】
●内容量：10L
●専用ノズル（全長400mm）付属

能力
3ton 手動式

デュアルピストン採用で
ハイパワー！
デュアルピストン採用で
ハイパワー！

能力
2ton 手動式

商品の詳細は
コチラ

アルミスチールジャッキ 1.5t 黒
アルミ超軽量設計！
ガレージ内メンテナンスの必需品！

ご注文番号 73459

13,800j税
別

【仕様】
●能力：1.5t●重量：13.2kg
●最高位：370mm●最低位：85mm
●材質：アルミ製
●本体サイズ： 625×285×170mm

【仕様】
●スライドハンマー×1
●アダプター×8
●専用ケース付

能力
1.5ton 手動式

商品の詳細は
コチラ

バルブスプリングコンプレッサーキット
エンジンメンテナンスの必需品！

ご注文番号 73460

9,800j税
別

商品の詳細は
コチラ

手動式オイルチェンジャー 7L
オートマオイル、エンジンオイル、
ブレーキオイルの交換時に大活躍！

ご注文番号 73461

5,500j税
別

【仕様】
●ホース直径：4mm・6mm・8mm・10mm
●ホース長さ：約870-880mm

(※ゴム部除く)
●本体サイズ：約H650×W200×

D175mm
●タンク容量：7L

【仕様】
●適応車種：軽自動車、

普通乗用車など
●適用範囲：27mm-42mm
●差込角：1/2"
●サイズ：約横80×縦55×

高さ40mm
●重さ：約390g

商品の詳細は
コチラ

圧力調整 フィルター付き エアレギュレーター
エアコンプレッサーとエアツールの間に接続し、
空気圧の調整及び水分除去を行います。

ご注文番号 73462

1,980j税
別

【仕様】
●計測範囲：～135PSI ( 9.9Kgf/cm2 )
●調整範囲：0.5～9.0Kgf/cm2

●本体サイズ：約150×110×70mm

デュアルポンプ採用で
ハイパワー！
デュアルポンプ採用で
ハイパワー！

デュアルポンプ採用で
ハイパワー！
デュアルポンプ採用で
ハイパワー！

商品の詳細は
コチラ

スライディングハンマー
軽自動車から普通自動車まで幅広くご利用できます。

ご注文番号 73465

6,600j税
別

【セット内容】
●（Ａ）ユニバーサルバル
ブスプリングコンプレッ
サー●（Ｂ）バルブコレッ
トリムーバ●（Ｃ）バルブ
ホ ル ダ ー ● （ Ｄ ）
14/18mmエアアダプ
ター●（Ｅ）バルブステム
シールプライヤー2種類
●（Ｆ）バルブステムイン
ストールツール（サイズ：
5・6・7・8・10・11.5mm）

商品の詳細は
コチラ

ユニバーサルクラッチ
アレンジメントツール
クラッチの組付けに大活躍！ 最小限の作業にて内側のタイロッドエンドを

取り外す為のS.S.T.です。

ご注文番号 73463

2,000j税
別

商品の詳細は
コチラ

ユニバーサルインナータイロッド
リムーバーツール

ご注文番号 73464

1,800j税
別

【セット内容】
●シャフトバー 1pc　全長150mm
●パイロットベアリングアダプター×8pc
●クラッチプレートアダプター×8pc

使用例

【仕様】
●幅：約450mm
●奥行：約440mm
●高さ：約500mm

商品の詳細は
コチラ

シートF
建設機械、農業機械、農耕、トラクタ、コンバイン、
ユンボ、バックホー、フォークリフトなどの
修理・整備などに！

●取り付けレール幅：180mm

【仕様】
●幅：約450mm
●奥行：約480mm
●高さ：約420mm
●重さ：約6.2kg
●取り付けレール幅：180mm ●取り付けレール幅：180mm

【仕様】
●幅：約450mm
●奥行：約480mm
●高さ：約420mm
●重さ：約6.2kg
●取り付けレール幅：180mm

建設機械、農業機械、農耕、トラクタ、コンバイン、
ユンボ、バックホー、フォークリフトなどの
修理・整備などに！

建設機械、農業機械、農耕、トラクタ、コンバイン、
ユンボ、バックホー、フォークリフトなどの
修理・整備などに！

ご注文番号 73466

12,000j税
別

商品の詳細は
コチラ

シートG

ご注文番号 73467

7,200j税
別

商品の詳細は
コチラ

シートH

ご注文番号 73468

7,200j税
別

シートスライダーが装備されており
前後11段階調整が可能です。

シートスライダーが装備されており
前後11段階調整が可能です。シートスライダーが装備されており

前後調整が可能です。

生地は厚く、
そして防水仕様！

生地は厚く、
そして防水仕様！

生地は厚く、
そして防水仕様！

テレビ（50W） 約4～6時間
ノート PC（56Wh）  約5～6回
iPhone 11 Pro 約15～25回
扇風機（50W） 約5～6時間

停電・災害対策として大活躍！！

消費電力320W以下の電化製品へ給電！

ご注文番号 51725 24,200j税
別

商品の詳細は
コチラ

【本体仕様】
●重さ：49g●サイズ：W63×H43×D37mm
●LED電源：リチウムポリマー電池（3.7V/1200mAh）●記録媒体：
microSDカード/Class6以上（Class10推奨）　※SDHCは動作確認済み、
SDXCは動作未確認●保存形式：静止画/JPEG形式、動画/MOV形式●解像
度：静止画/2048×1600px、動画/720P●動画フレームレート：30fps
(1sec）●録画容量：1時間連続撮影/約10.0GB、30分連続撮影/約4.5GB

【本体仕様】
●本体寸法：W470×D270×H390mm
●質量：約14kg●騒音値：約71dB（エコ
モードスイッチON時約67dB）※騒音値
は7m四方平均値です。●連続使用時間：
約1時間50分～1時間30分※連続使用時
間は50%～定格負荷（エコモードスイッ
チON時）の目安です。条件によって異な
ります。

使用例

※本製品にはSDカード
及び充電器は付属していません。

純正弦波AC出力×2ポート
周波数50/60Hz切替可

【アダプターサイズ】
●8mm●10mm●12mm●15mm
●17mm●20mm●25mm●30mm

ロール状に巻いて収納できるので
保管にも場所を取りません。

従来のプラスチック製とは違い
凹凸路面でも使用可能！

定格出力

0.6
kVA

連続使用時間
約1.5時間
（定格負荷）

燃料容量

500g
(カセットベンベ2本)

4サイクル
エンジン式

サーキット
ブレーカー付

オイル
検知機能付

簡単・手軽に
燃料をセット！

持ち運びが簡単！
小型軽量設計。

緊急時にも便利な
DC12V出力。

燃
料
は
カ
セ
ッ
ト
式

ガ
ス
ボ
ン
ベ
２
本
！

限定50台！！

2021年3月号
チラシNO.2103F

DISCOM
ディスコム ダイレクト

Direct
防災・物流・現場用品 「ツールパワー」は「ディスコムダイレクト」へ新しく生まれ変わりました！!「ツールパワー」は「ディスコムダイレクト」へ新しく生まれ変わりました！!

今月のオススメ“NEWアイテム”！！今月のオススメ“NEWアイテム”！！
お買い得商品満載！年度末の大売り出し！！お買い得商品満載！年度末の大売り出し！！


