
【仕様】
●寸法:長さ405×横幅173×230mm
(端子を含む総高さ)
●重量:29.9kg●20時間率容量:115Ah
●CCA(SAE):820
●1年または2万kmの製品保証

【代表純正品番】
●4351297203
●4351297204
●4351297206
●4351297207
●43512B2100

インディゴバッテリー 大型車用 
130E41L

開放タイプ

15,200j
（税込16,720円）ご注文番号 28935

詳しくは
webで

タイヤハウスクリップセット

6,180j
（税込6,798円）ご注文番号 32129

詳しくは
webで

TB用オイルドレーン70L
電動排出ポンプ付き

39,000j
（税込42,900円）ご注文番号 44308

詳しくは
webで

純正交換用ブレーキローター 
左右2枚セット

2,780j
（税込3,058円）ご注文番号 47454

詳しくは
webで

6,380j
（税込7,018円）ご注文番号 24247

詳しくは
webで

モーターサイクル用バッテリー 
MTX14-BS

【仕様】
●容量：12Ah
●サイズ：L152×W88×TH147mm
●端子形状：ボルトナット●重量：3.6kg

オイルフィルターカッター

12,900j
（税込14,190円）ご注文番号 34707

詳しくは
webで

DC
12V
+ －

【仕様】
● 本 体 サ イ ズ ：
1230×700×880mm
（ハンドル含む）●重量：
18kg●容量：70L●電
源：DC12●ポンプ能力：
15L/min●電源コード
長さ：2.4m●ホース長
さ：1.3mm●キャスター
サイズ：φ100mm

電動ポンプ付き
なので簡単に
ドラム缶等への
移し替えが可能

【仕様】
●材質：ポリアセタール樹脂
●セット内容：10個×12種類（合計120個）

●自動車整備工場ガソリンスタンド等、専門スタッフによる交換を推奨致
します。

●ネジ寸法が各オイルフィルターで異なっている為、高さや外径などが
同じフィルターに見えても取り付け前に再度、車種とネジ寸法をご確
認ください。

●わずかな違いでも大きなトラブルの原因となりますので同じ車種でも
型式、年式によりタイプが異なりますので＜純正品番＞を必ずご確認
ください。

●予告なく外観・仕様が変更になる場合がございます。(適合車種に変更
はございません。)

国際品質規格ISO/TS16949の安心品質！！さらにお求めやすくなって新登場！！MAXオイルフィルター

掲載商品以外にもオイルフィルターの
取り扱いがございます！！

また、適合のお問合せも受付しておりますのでお気軽にご連絡下さい。
車種・年式・エンジン型式、またはオイルフィルターの純正品番を
お知らせ下さい。

代表使用車種

アクティトラック、インサイト、
バモス

ストリーム、ステップワゴン、
N BOX/N BOX+、オデッセイ

アルファード、ヴェルファイア、
エスティマ、カムリ 、クラウン、ハリアー

メーカー
品番

HO-1

HO-2

TE-3

クラウン、ハイエース、マーク X、
プラド、LS460、IS350、IS250TE-4

NO-2 スカイライン、グロリア、
マーチ、キューブ

NO-4 キャラバン、アトラス、
エクストレイル、シーマ

TO-6 HS250ｈ、アイシス、アベンシス

TO-2 ハイエース、エスティマ、
クルーガー、ハリアー

TO-1
プリウス、プリウスα、プリウスPHV現行車種

（H29.9～）カローラ、ヴィッツ、
カローラフィールダー

MO-1 デミオ　、アテンザ、プレマシー、
インプレッサ、エクシーガ

DSO-1 ムーブ、タント、ハイゼット、
ミラ、アトレー、オプティ

ご注文番号 販売価格

28381
28382

34923

250j

270j

380j

34924 350j

29963
28380

280j

250j

28379 270j

28378 280j

28377 250j

28383 240j

28384 198j

バラ売り
ご注文番号 販売価格

60484
60485

62026

2,480j

2,580j

3,690j

62028 3,430j

61362
60483

2,720j

2,480j

60482 2,620j

60481 2,620j

60480 2,480j

60448 2,380j

60446 1,960j

10個売り
ご注文番号 販売価格

60494
60495

62027

4,880j

5,080j

7,220j

62029 6,720j

62023
60493

5,280j

4,750j

60492 5,080j

60491 5,140j

60490 4,880j

60449 4,680j

60447 3,880j

20個売り

アルト、ハスラー、NVクリッパー、
キャロルSO-2 14283 250j 62030 2,400j 62031 4,700j

デリカ、キャンター、ローザMO-7 29969 1,330j 62256 13,000j 62257 25,800j

TO-3 ダイナ、ハイエース、ランドクルーザー 29957 900j 62249 8,820j 62250 16,800j

ヴィッツ、ヴォクシー、
プリウス（H29.8まで）TE-1 34922 280j 62024 2,720j 62025 5,380j

MO-18 ekワゴン、タウンボックストッポ、
ミニカ、ミニキャブサンバー 29973 240j 62032 2,330j 62033 4,560j

（税込218円）

（税込264円）

（税込1,463円）

（税込264円）

（税込275円）

（税込308円）

（税込990円）

（税込297円）

（税込308円）

（税込275円）

（税込275円）

（税込297円）

（税込308円）

（税込418円）

（税込385円）

（税込275円）

（税込2,156円）

（税込2,618円）

（税込14,300円）

（税込2,563円）

（税込2,728円）

（税込2,882円）

（税込9,702円）

（税込2,882円）

（税込2,992円）

（税込2,728円）

（税込2,728円）

（税込2,838円）

（税込2,992円）

（税込4,059円）

（税込3,773円）

（税込2,640円）

（税込4,268円）

（税込5,148円）

（税込28,380円）

（税込5,016円）

（税込5,368円）

（税込5,654円）

（税込18,480円）

（税込5,588円）

（税込5,808円）

（税込5,225円）

（税込5,368円）

（税込5,588円）

（税込5,918円）

（税込7,942円）

（税込7,392円）

（税込5,170円）

●自動車整備工場ガソリ
ンスタンド等、専門ス
タッフによる交換を推
奨致します。
●同一車種でも形式、年
式によりタイプが異な
る場合が御座います。
必ず、「純正部品番号」
をご確認下さい。

●自動車整備工場ガソリンスタンド等、専
門スタッフによる交換を推奨致します。
●同一車種でも形式、年式によりタイプが
異なる場合が御座います。
必ず、「純正部品番号」をご確認下さい。

【仕様】
●左右2枚セット

純正交換用ブレーキパッド 4枚セット
適合する純正品番 販売価格

04465B2030、04465B2100、04465B2150、0449197206000、
0449197203000、0449197209000、0449197218000、
4605A272、MR527128、MR475902、MN113093、410606A0A1、
410606A00A、AY040KE119、449197203000
5581058J00、5581074G00、1A023323ZA、1V6P3328ZA、410604A0A2、
410604A0A3、5581074G03、5581074G04、5581076G00、5581076G01、
5581076G02、5581076G20、1A023323Z 1A023323ZB、1A023323ZC、
1A053323ZA、1A133323Z、AY040KE121、26296KG000、4605A340

5581072J00、5581072J10、5581082K00、5581068H00、
1A173323Z、410604A0A5、410604A00A、AY040KE147、
5581072J20、5581081M00、5581068H001、1A153323Z

04465B2090、0449197210000、04465B2020、
04465B1010、04465B1050、04491B1051、
04465B2051、04491B1055

ご注文番号

47443

47444

47446

47448

1,280j

980j

980j

1,180j

0446502220 044654216047449 1,280j

45022SFA000、45022ST5000、45022ST5010、
45022ST5020、45022S2K000、45022S3A000
06450S2KJ00、06450S3AJ0006450SFA000、AY040KE13047445 1,090j

（税込1,408円）

（税込1,078円）

（税込1,199円）

（税込1,078円）

（税込1,298円）

（税込1,408円）

【仕様】
●3年または10万kmの製品保証

【仕様】
●2年または10万kmの製品保証

インディゴプレミアム 国産車用

インディゴバッテリー 国産車用
端子形状

端子
形状ご注文番号

28917
28918

サイズ
（長さ×幅×高さ）

187×127×
220mm

製品名

55B19L
55B19R

重量

9.9kg

CCA
(SAE)

370

5時間
容量率

34Ah

販売価格

28925
28926

301×172×
220mm

135D31L
23.1kg 78080Ah 13,500j

6,580j

ご注文番号

28913
28914

サイズ
（長さ×幅×高さ）

260×168×
220mm

製品名

85D26L
85D26R

重量

18.2kg

CCA
(SAE)

660

5時間
容量率

56Ah

販売価格

10,000j

28915
28916

301×172×
220mm

105D31L
105D31R

23.1kg 75072Ah 11,200j

端子形状

135D31R

（税込11,000円）

（税込12,320円）

（税込7,238円）

（税込14,850円）

【仕様】
●使用範囲：
60～140mm
●全長：280mm
●重量：690g

自動車関連商品特集！！

16 3,300 円 以 上 お 買 い 上 げ で 送 料 無 料！ 　 買 っ た 後 も 安 心 の 1 年 保 証！　 取 扱 い 1 万 ア イ テ ム か ら 厳 選！



【仕様】
●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3000・
ADC24V時/最大1500A

【仕様】
●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3000・

ADC24V時/最大1500A

ケーブル
2m

過充電
防止
機能 ケーブル

2m
充電
アラーム
機能

入荷予定6月上旬
ご予約受付中

新機能満載で性能アップ！！
❶充電アラーム機能
❷電池残量がＬＥＤで表示
❸逆接続防止アラーム機能
❹電流の逆流安全装置機能
❺過放電防止機能
❻ケーブル取り外し機能

新機能満載で性能アップ！！
❶充電アラーム機能
❷電池残量がＬＥＤで表示
❸逆接続防止アラーム機能
❹電流の逆流安全装置機能
❺過放電防止機能
❻ケーブル取り外し機能

新型パワーブースター12V/24Vパワーブースター12V/24V

ご注文番号 26056

詳しくは
webで

大型車も可能なジャンプスターター！
12/24V兼用で非常に便利です。

ご注文番号 70278

詳しくは
webで

24,200j
（税込26,620円）

ご注文番号 46157

詳しくは
webで

11,900j
（税込13,090円）

32,800j
（税込36,080円）

7,540j
（税込8,294円）

3,980j
（税込4,378円）

12V 12A バッテリー診断機能付 
全自動充電器

【仕様】
●適合バッテリー：DC12V
●出力電圧：

DC14.4V/DC14.6V
●出力電流（最大）：12A

4つの診断モード
①バッテリー電圧
②バッテリー始動性能
③CCAバッテリー性能
④オルタネーター出力性能

※診断結果の
プリントアウト
はできません。

12V/24Vバッテリー用。USBポート、家庭用コンセント、アクセサリー
ソケットと3タイプの電源が使えます。

ご注文番号 48648

詳しくは
webで

詳しくは
webで

適合バッテリー例
28～145クラスまで

ブースターケーブル 200A 5m

【仕様】
●許容電流：200A●断面積：15.47sqmm
●芯線構成：φ0.32×199本●全長：5m
●芯線材質：Cu●被膜材質：PVC

ご注文番号 46145

適応クラス：
軽～大型トラック/
農業・建設機械
許容電流
全　　長

200A200A
5m5m

使用例

12/24Vバッテリー充電器
SMART CHARGER 25A

詳しくは
webで

詳しくは
webで

詳しくは
webで

14,800j
（税込16,280円）

低床ガレージジャッキ 3ton

ご注文番号 49966

詳しくは
webで

23,800j
（税込26,180円）

12V専用ジャンプスターター

99,800j
（税込109,780円）

大型エアージャッキ 10ton

ご注文番号 34241

詳しくは
webで

69,800j
（税込76,780円）

エアーガレージジャッキ 
5.0ton

【仕様】
●適合バッテリー：DC12V/DC24V●適合バ
ッテリー容量：20Ah～250Ah（5時間率容量）
●消費電力：450W●本体サイズ：
W260×D210×H142mm

【仕様】
●内蔵バッテリー：高性能
シール式鉛蓄電池
(DC12V-20Ah)●セルブ
ースト機能：250A/5秒●
LEDライト：4個×2段 消費
電力0.5W●DCパワーソ
ケット：出力DC12V/12A
●USBポート：Aタイプ 出
力DC5V/2.1A

能力

10ton

エアー式

【仕様】
●最低位：170mm
●最高位：570mm
●揚程：400mm
●フレーム高さ：245mm
●ハンドル長さ：1200mm
●作動エアー圧力：0.8～1.2Mpa 
●必要コンプレッサー

能力：2.2kw(3馬力))

ご注文番号 36247

詳しくは
webで

車の下にジャッキが入らない!
そんなときに！

【仕様】
●全長：1210mm（48インチ）
●耐荷重：7000LBS(3.1t)
●最低位：154mm
●ストローク：1070mm

能力
3ton

手動式

使用イメージ

ハイリフトジャッキローダウンスロープ
耐荷重
1.1ton
軽量
1.9kg
(1個）
軽量
1.9kg
(1個）

2本
セット2本セット

最大
65mm

【仕様】
●本体外寸：W700×H80×D200mm
●耐荷重：1.1ton（2本使用時）
●設置面：195×65mm

能力
2.5ton 手動式

【仕様】
●対応荷重：2.5トン●本体重量：約26kg
●最高位：440mm●最低位：75mm
●本体サイズ：690×290×145mm

最低位75mmの低床型で、ローダウン車など
にも対応します！

低床タイプなので、ローダウン車でも簡単に
ジャッキアップ可能です！！

純正ローダウン車のタイヤ交換など、
作業が簡単にできます。

能力
2.5ton 手動式【仕様】

●重量（約）：14kg
●最高位：365mm
●最低位：80mm
●本体サイズ（約）：550×

230×155mm
●ハンドル高さ：520mm

エアー式

能力
5ton

【仕様】
●最低位：160mm
●最高位：560mm
●揚程：400mm
●ハンドル長さ：1070mm
●作動エアー圧力：0.8～1.2Mpa
●必要なコンプレッサー

能力：2.2kw(3馬力)

手動式

【仕様】
●最低位：約90mm
●最高位：約360mm
●ハンドル長：約1000mm

能力
1.5ton

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！デュアルポンプ式で

ハイパワー！

能力
3ton 手動式

【仕様】
●能力：3t●最低位：75mm
●最高位：505mm●重量：43kg
●サイズ：W675×D350×H175mm
●ハンドル長さ：約107cm

ご注文番号 45674

詳しくは
webで

詳しくは
webで

詳しくは
webで

14,800j
（税込16,280円）

3,480j
（税込3,828円）

9,800j
（税込10,780円）

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

バイクのメンテナンス作業に
大変便利なバイクジャッキです。

原付・オートバイ・軽自動車・
コンパクトカーのバッテリー
に最適。

ご注文番号 46033

詳しくは
webで

7,800j
（税込8,580円）

詳しくは
webで

3,980j
（税込4,378円）

4,780j
（税込5,258円）

オートバイ・小型乗用車用
こまめバッテリー充電器

ご注文番号 46158

詳しくは
webで

8,980j
（税込9,878円）

クリーパー

ご注文番号 24725

20,200j
（税込22,220円）

アルミジャッキ2.5ton

ご注文番号 34178
8,500j
（税込9,350円）

ガレージジャッキ2.5ton

ご注文番号 15925

耐荷重

150kg

ご注文番号 33446 ご注文番号 32817

【仕様】
●耐荷重：150kg●質量：6.3kg
●全長：1030mm●全幅：430mm
●全高：115mm
●ヘッドレスを起こした時の高さ：252mm
●メインボディー中央部クッション厚さ：40mm

ヘッド高さ調整が三段階可能で
クッション性もバツグンです！

セルスタート(エンジン始動補助)機能搭載。
12V/24Vを自動で認識。

モーターサイクルジャッキ
500kg（バイクジャッキ）

【仕様】
●リフト能力：90～400mm
●積載能力：500kg
●寸法：幅150×長さ450mm
●重量：15kg

ご注文番号 31639

詳しくは
webで

11,800j
（税込12,980円）ご注文番号 72216

能力
500kg

ベンチバイス150mm 
360°回転で作業性抜群
大型アンビル付きで
打撃作業も可能
【仕様】
●開口幅:約155mm
●口幅:約150mm
●口深さ:約57mm
●アンビルサイズ:

約87×91mm

【仕様】
●適応タイヤ：シングル・ダブル
●計測・充填圧力範囲：

100～700kPa（0.1～0.7MPa）
●参考圧力径精度：±30kPa
●最高使用圧力：800kPa（0.8MPa）
●ホース長：400m

エアチャックガン ダブル 

ご注文番号 27139

ダブルタイヤ対応チャックで
トラックにも使えます。

自動車などの小径ベアリングの引き抜きに
適しています。爪を掛けるすき間の少ない
プーリやギヤの抜き取り作業に最適です。

詳しくは
webで

2,380j
（税込2,618円）

薄爪プーラー

ご注文番号 15006

詳しくは
webで

【仕様】
●使用範囲：

外径φ49～90mm
●リーチ：約92mm
●爪先端部厚さ：約1.5mm

【仕様】
●適合バッテリー：DC12V
●出力電圧：DC14.4V/

DC14.7（低温時モード）
●出力電流（最大）：3.5A（自動車モード）/

0.8A（オートバイモード）

使用イメージ
（オートバイ）

使用イメージ
（小型乗用車）

掲載のない商品はインターネットショップに GO！ インターネット注文なら、さらに全品 8%OFF！　 17


