
接着に 袋留めに
収納ケース付

【保証】
●ISS車使用時：18ヶ月または3万km
●充電制御車使用時：3年または10万km

インディゴISバッテリー（アイドリングストップ車対応）

ご注文番号 サイズ
（長さ×幅×高さ）製品名 CCA5時間

容量率 販売価格

45665
45666

197×127×
220mm

M-42/60B20L
M-42R/60B20R 40032Ah 7,630j

（税込8,393円）

75258 187×127×
219mmK-42/55B19L 36030Ah 7,080j

（税込7,788円）

75259 236×128×
220mmN-55/75B24L 44040Ah 10,300j

（税込11,330円）

75260 230×172×
220mmQ-85/95D23L 56048Ah 12,300j

（税込13,530円）

75261 260×175×
220mmS-95/115D26L 68056Ah 14,000j

（税込15,400円）

75262 301×172×
220mmT-110/135D31L 74065Ah 16,000j

（税込17,600円）

オススメ
商品

※microSD
カードは別売

92万
画素

200万
画素

タッチスクリーン

全方向死角なし！360°ドライブレコーダー！！
選べる2種類のバックカメラ！！

【仕様】
●カメラ(イメージセンサー)：200万画素
●記録動画解像度：1440×1440 24FPS
●動画ファイル形式：MP4
●音声記録：有り(ON/OFF)選択可能
●画面サイズ：3インチタッチパネルスクリーン
●記録媒体：マイクロSDカード※サンデスク、東芝製を推奨。
●バッテリー：スーパーキャパシタ
（3万回以上繰り返し充電可能）
●外部電源：ミニUSB、DC5V

360°カメラ搭載前方・後方の映像をしっかり記録

パノラマ撮影
2カメラ搭載

Gセンサー

常時録画

HDR機能

ノイズ対策済み

92万画素リアカメラ付モデル

200万画素リアカメラ付
モデル

別売りのACC常時充電ケーブルで更に便利！！選べる2種類の駐車監視機能！！

駐車
監視

エコ
監視

衝撃を感知
して録画

圧縮録画
24時間監視

4種類の表示モードを搭載！！
①ワイドアングルモード ②フロント＆バックモード

カメラを前向きにして
前方を広角で撮影できます。

③マルチウインドウモード ④球面モード

ご注文番号 73812

18,000s

ご注文番号 73813

20,000s

2,980j
ご注文番号 73814

画面をが四分割されます。上段
左が前方、上段右が後方下段
左が左側、下段右が側です。

カメラを下向きにして全方位
を円形に撮影します。液晶画面
をタッチしてスライドすると表
示映像が360度移動します。

画面が二分割されます。車両
前方と後方を映すことができ
ます。上段が前方、下段が後方
です。

詳しくは
webで

詳しくは
webで

（税込 3,278 円）

（税込 19,800 円）

（税込 22,000 円）

駐車監視用別売りACC電源

COB型 LED投光器 50W

【仕様】
●素材 : アルミ合金●重量：約1.2kg
●コードの長さ（約）：2.9m（プラグ付き・スイッチ無し）

防水規格

IP67

軽量
ルーメン
4300
LM

約17cm

約13.5cm
(ステー含む)

カギ付

キャビネットツールボックス 7段
ベアリング
式

【仕様】
●本体サイズ(約)： 770×470×940mm
●1-5段引き出し(約)：550×400×70mm
●6-7段ひ引き出し(約)：550×400×130mm
●キャスター：φ130mmストッパー付き

工具等を
スッキリ
収納！

（税込 43,780 円）

詳しくは
webで

39,800j
ご注文番号 74868

（税込 17,578 円）

詳しくは
webで

15,980j
ご注文番号 74490

レーザー付デジタル傾斜計 
600mm

LEDワークライト 15W 
スタンドダブル

【仕様】
●サイズ：長さ600×高さ60×厚み27mm
●検出角度範囲：4方向90°および8方向100%表示
●最小表示：0.1°又は0.1%
●レーザー：半導体レーザー635nm JISクラス2
●材質：アルミ

（税込 5,808 円）

詳しくは
webで

5,280j
ご注文番号 74397

レーザーとデジタル傾斜計が一体化！

7段
たっぷり

（税込 6,578 円）

詳しくは
webで

5,980j
ご注文番号 75108

ハロゲンワークライト150W

（税込 1,078 円）

詳しくは
webで

980j
ご注文番号 75104

バネクランプ 80mm

（税込 187円）
170j

ご注文番号 75075

薪割りアッキス刃渡り約75mm

（税込 1,133 円）
1,030j
ご注文番号 75074

ハロゲンワークライト500W
スタンドシングル

（税込 2,640 円）

詳しくは
webで

詳しくは
webで

詳しくは
webで

2,400j
ご注文番号 75105

（税込 3,960 円）

詳しくは
webで

3,600j
ご注文番号 75107

（税込 5,280 円）

詳しくは
webで

4,800j
ご注文番号 75109

（税込 1,980 円）

詳しくは
webで

1,800j
ご注文番号 75106

AC
100V/200V

約22.5cm

ライト部アップ ライト部アップ ライト部アップ

夜間・暗い所での作業に
雨中での作業に

LEDワークライト 15W

LEDワークライト 15W 
スタンドシングル

夜間・暗い所での作業に
雨中での作業に

夜間・暗い所での作業に
雨中での作業に

夜間・暗い所での作業に
雨中での作業に

LEDワークライト 30W 
スタンドシングル

【仕様】
●電圧：AC100V●定格消費
電力：15W●使用電球：白色
LED1W×18×1灯（交換不可）
●全光束：約1200lm●本体サ
イズ：約長さ720×幅830×高
さ910～1810mm●収納時
サイズ：約長さ100×幅185×
高さ870mm●コード長：約
3m●質量：約3.1kg●正面照
度：約480lx

【仕様】
●電圧：AC100V●定格消費
電力：30W●使用電球：白色
LED１W×36×1灯（交換不可）
●全光束：約2400lm●本体サ
イズ：約長さ720×幅830×高
さ940～1840mm●収納時
サイズ：約長さ100×幅235×
高さ890mm●コード長：約5
ｍ●質量：約3.5kg●正面照
度：約880lx

【仕様】
●電圧：AC100V●定格消費
電力：最大30W●本体サイズ：
約長さ720×幅830×高さ
910～1810mm●収納時サ
イズ：約長さ100×幅540×高
さ870mm●使用電球：白色
LED１W×18×2灯（交換不可）
●全光束：約1200lm×2灯●
コード長：約3m●質量：約
4.0kg●正面照度：約790lx

【仕様】
●電圧：AC100V●適用電灯
の消費電力：150W●本体サ
イズ：約長さ175×幅175×高
さ300(mm)●コード長：約
2m●質量：約0.9kg●適合ラ
ンプ：EMハロゲンランプJタ
イプ150W

【仕様】
●電圧:AC100V●適用電灯の消費電力
:500W●本体サイズ:約長さ720×幅830×
高さ980～1900mm●収納時サイズ： 約長
さ170×幅190×高さ980mm●コード長:約
5m●質量:約2.9kg ●適合ランプ:EMハロ
ゲンランプJタイプ500W

防雨 防雨 防雨

約160°照らせる広角仕様
コンパクトな薄型ボディ

防雨

約160°照らせる広角仕様
コンパクトな薄型ボディ

木工・大工作業、撮影の備品に
一般クラフト、袋留めに

便利な釘抜き付き
滑りにくいグリップハンドル

総焼入軽量アルミ柄刈込鋏
強力型 165mm

（税込 1,067 円）
970j

ご注文番号 75070詳しくは
webで

枝の剪定などに

防雨

防雨

【仕様】
●電圧:AC100V●定格消費電力:15W●使用電球:白色
LED1W×18(交換不可)●全光束:約1200lm ●本体サイズ:
約長さ55～115×幅185×高さ145mm●質量:約0.8kg●コ
ード長:約3m●正面照度:約480lx

【仕様】
●バネクランプ 80mm
●最大口開き幅：約38mm
●寸法：長さ7×幅8×高さ11cm
●重量：100g

【仕様】
●両刃
●サイズ：110×350 ×25mm
●刃渡り:約75mm

【材質】
●本体:スチール 
●グリップ：ウレタンゴム 
●ケース：合皮 

【仕様】
●切断許容サイズ(生木):約φ15mm(刃元)●板厚:3.2mm
●硬度：刃全体 HRC32±1、刃先 HRC58±1
●本体サイズ:190×655×20mm●重量：530g

アイドリングストップ車に対応した最上級グレード。
高い充電効率、長寿命、始動性能、全てが高水準のハイエンドバッテリー。

今月のオススメ“NEW”アイテム！！

6,980j
ご注文番号 74191

10.8V充電式インパクト
ドライバー

詳しくは
webで

軽量・コンパクトで女性にも扱いやすい。
場所を選ばずどこでも使える充電式！

【本体仕様】
● モ ー タ ー 電 圧 ：
DC10.8V●無負荷回転
数：約0～3500min-1（無
段変速）●最大トルク：約
80N・m（815kgf・cm）●
能力：普通ボルト M5～12
／高力ボルト M5～10●
ビット差込口：6.35mm六
角軸●本体サイズ：約長さ
1 5 0 × 幅 6 5 × 高 さ
195mm●質量：約0.9kg

充電式

使用例

空気入りタイヤで楽々作業ができます。
40～63cmの間でサイドバーの調節ができます。

積載面寸法

90×65cm
8インチ
エアー
タイヤ

7,900j
ご注文番号 74238

アルミカート エアー鉄ホイル付

詳しくは
webで

【仕様】
●積載面寸法：90×

(40～65cm)
●押手の高さ：85cm
●積載荷重：80kg
●自重：7.5kg
●車輪：8インチ 

エアータイヤ

積載荷重

80kg

（税込 8,690 円）（税込 7,678 円） （税込 4,268 円）

（税込 42,900 円）

手締め・早回しに便利なローレット付き

1,680j
ご注文番号 74174

ディープソケットセット8pcs
9.5mm角

詳しくは
webで

差込角
9.5mm

【セット内容】
●ソケット(9.5mm角)：8・10・12・13・14・15・17・19mm×
各1●ホルダー×8●レール×1

（税込 1,848 円）

2,980j
（税込 3,278 円）

車輪付きで
移動にも便利

電動ミキサー 70L
肥料や養土の混合に。
コンクリートの撹拌にも使用できます。

詳しくは
webで

39,000j
ご注文番号 74234

【仕様】
●電圧 ：単相100V
（50/60Hz）

●消費電力：550W
●ドラム容量：115リットル
●使用可能容積：70リットル
●ドラム回転数：約30回転/分
●モーター回転数：2800rpm
●本体寸法：120×72×125cm
●重量：46kg

お手頃価格が嬉しいスタンダード
タイプの台車です。

3,880j
ご注文番号 74239

折りたたみ台車

詳しくは
webで

【仕様】
●全体のサイズ：74×48cm
●押手の高さ：80cm
●積載面の高さ：8cm
●積載荷重：150kg
●自重：10kg
●車輪：4インチ

積載荷重

150kg
積載面寸法

74×48cm

【仕様】
●テープ色：グリーン

【仕様】
●タオル
●規格：2kg×5梱包
●入数：10kg

使いやすいように30cm角に全て
揃えています。

布テープ付のマスカーです。
住宅の周りや屋内の塗装養生に最適です。

布マスカー 25m 30巻入

詳しくは
webで ご注文番号 74661

タオル ウエス 10kg

6,680j
（税込 7,348 円）

ご注文番号 サイズ

74658 550mm
×25ｍ

1100mm
×25m

販売価格

74659

6,280j
（税込 6,908 円）

10,000j
（税込 11,000 円）

※写真はイメージです

※写真はイメージです

詳しくは
webで

エアースプレーガン2.0（下カップ）
エアー吐出量、範囲吐出、塗料吐出と
3段階の調整が可能！

噴射例噴射例 噴射例噴射例

【仕様】
●吹付空気圧3.5kgf/cm2

●塗装範囲：260mm
●カップ容量：1000ml
●重量：1.2kg
●エアー入力オネジサイズ：1/4

詳しくは
webで

ミニエアースプレーガン0.5（上カップ）
エアー吐出調整、範囲吐出調整、
塗装吐出調整。

噴射例噴射例 噴射例噴射例

ノズル
0.5mm

【仕様】
●使用空気圧：3.0kgf/cm2

●最大塗装範囲：φ30（円形パターン）
～80（楕円パターン）mm

●カップ容量：200ml
●本体重量：280g
●カプラーサイズ：1/4インチ

詳しくは
webで ご注文番号 74277

1,980j
（税込 2,178 円）

ご注文番号 74278

2,980j
（税込 3,278 円）

ご注文番号 74276

エアー吐出量、範囲吐出、塗料吐出と
3段階の調整が可能！

エアースプレーガン1.5（上カップ）

ノズル
1.5mm

噴射例噴射例 噴射例噴射例

【仕様】
●吹付空気圧：3.5kgf/cm2

●塗装範囲：230mm
●カップ容量：400ml
●エアー入力オネジサイズ：1/4
●重量：1.1kg

ノズル
2.0mm

グリップ付トリプルストップ
コンベックス
3か所でストップ可能。
接地させながらの計測にも便利。
グリップ付きで滑りにくい。

ご注文番号 サイズ

75076
販売価格

75077

190j
（税込 209円）

220j
（税込 242円）

幅19mm
長さ5.5m

幅25mm
長さ5.5m

【仕様】
●サイズ:42×205×30mm
●重量:86g

【仕様】
●サイズ:50×205×30mm
●重量:75g

【仕様】
●サイズ:63×220×30mm
●重量:82g

【仕様】
●サイズ:78×245×65mm
●重量:121g

シール・サビ・ペンキ剥がしに。
ステンレス製×カチオン電着塗装。

シール・サビ・ペンキ剥がしに。
ステンレス製×カチオン電着塗装。

シール・サビ・ペンキ剥がしに。
ステンレス製×カチオン電着塗装。

シール・サビ・ペンキ剥がしに。
ステンレス製×カチオン電着塗装。

ステンレスブラック
スクレーパー R刃 60mm

（税込 330円）

詳しくは
webで

300j
ご注文番号 75080

ステンレスブラック
スクレーパー 42mm

（税込 330円）

詳しくは
webで

300j
ご注文番号 75081

ステンレスブラック
スクレーパー Y型斜 60mm

（税込 330円）

詳しくは
webで

300j
ご注文番号 75082

ステンレスブラック
スクレーパー 曲刃 75mm

（税込 495円）

詳しくは
webで

450j
ご注文番号 75079

握りやすい
凹凸グリップ

握りやすい
凹凸グリップ

握りやすい
凹凸グリップ

（税込 836円）

【仕様】
●刃渡り：75mm
●全長：935mm
●刃部：材質：鋼(全鋼)
●柄の材質：ポプラ

庭の草取り、山菜取り、キノコ等の収穫に。
長柄コケ取り鎌 75mm

詳しくは
webで

760j
ご注文番号 75069

転倒しにくい回転台付で安定感抜群です。
ソフトタイプのホースで使いやすい。

エアーリール 回転台付 30m

（税込 14,080 円）

詳しくは
webで

12,800j
ご注文番号 74232

【仕様】
●柄長:約1200mm
●材質：爪部/鋼、柄部/自然木、桂・目釘/軟鉄
●柄についているロゴマークは、柄尻から

約30cm間隔でついているので、株間などの
参考にお使いください。

【仕様】
●柄長:約1200mm
●材質：刃部/鋼・軟鉄(鋼付)、

柄部/自然木、桂・目釘/軟鉄
●柄についているロゴマークは、柄尻から

約30cm間隔でついているので、株間などの
参考にお使いください。

土均し・小石集め、集草作業に。
前後に動かすだけで石が浮く特殊爪形状。

6本爪レーキ 1200mm

（税込 1,562 円）

詳しくは
webで

1,420j
ご注文番号 75072

草削り、土寄せ・土運びに。湾曲した帆掛
形状が土を寄せやすく、畝の補修作業も可能。

土寄せ・草削りミニ全鋼 1200mm

（税込 1,562 円）

詳しくは
webで

1,420j
ご注文番号 75071

握りやすい
凹凸グリップ

【仕様】
●重量：約6.9kg
●ホース内径6.5mm×外径10mm
●ホース長さ：30m
●1/4プラグ 1/4カプラソケット

外径
10.0mm

内径
6.5mm

【仕様】
●柄長:約1200mm
●材質：先端部/ステンレス鋼、

柄部/自然木、桂・目釘/軟鉄
●柄についているロゴマークは、柄尻から

約30cm間隔でついているので、株間などの
参考にお使いください。

中耕・土寄せ、除草・集草作業に。平刃で
除草し、縦爪レーキで集草作業ができる。

ステンレス刃草刈りレーキ 
1200mm

（税込 1,859 円）

詳しくは
webで

1,690j
ご注文番号 75073

12 ポイントアップセール！最大 20 倍のチャンス！　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！　



接着に 袋留めに
収納ケース付

【保証】
●ISS車使用時：18ヶ月または3万km
●充電制御車使用時：3年または10万km

インディゴISバッテリー（アイドリングストップ車対応）

ご注文番号 サイズ
（長さ×幅×高さ）製品名 CCA5時間

容量率 販売価格

45665
45666

197×127×
220mm

M-42/60B20L
M-42R/60B20R 40032Ah 7,630j

（税込8,393円）

75258 187×127×
219mmK-42/55B19L 36030Ah 7,080j

（税込7,788円）

75259 236×128×
220mmN-55/75B24L 44040Ah 10,300j

（税込11,330円）

75260 230×172×
220mmQ-85/95D23L 56048Ah 12,300j

（税込13,530円）

75261 260×175×
220mmS-95/115D26L 68056Ah 14,000j

（税込15,400円）

75262 301×172×
220mmT-110/135D31L 74065Ah 16,000j

（税込17,600円）

オススメ
商品

※microSD
カードは別売

92万
画素

200万
画素

タッチスクリーン

全方向死角なし！360°ドライブレコーダー！！
選べる2種類のバックカメラ！！

【仕様】
●カメラ(イメージセンサー)：200万画素
●記録動画解像度：1440×1440 24FPS
●動画ファイル形式：MP4
●音声記録：有り(ON/OFF)選択可能
●画面サイズ：3インチタッチパネルスクリーン
●記録媒体：マイクロSDカード※サンデスク、東芝製を推奨。
●バッテリー：スーパーキャパシタ
（3万回以上繰り返し充電可能）
●外部電源：ミニUSB、DC5V

360°カメラ搭載前方・後方の映像をしっかり記録

パノラマ撮影
2カメラ搭載

Gセンサー

常時録画

HDR機能

ノイズ対策済み

92万画素リアカメラ付モデル

200万画素リアカメラ付
モデル

別売りのACC常時充電ケーブルで更に便利！！選べる2種類の駐車監視機能！！

駐車
監視

エコ
監視

衝撃を感知
して録画

圧縮録画
24時間監視

4種類の表示モードを搭載！！
①ワイドアングルモード ②フロント＆バックモード

カメラを前向きにして
前方を広角で撮影できます。

③マルチウインドウモード ④球面モード

ご注文番号 73812

18,000s

ご注文番号 73813

20,000s

2,980j
ご注文番号 73814

画面をが四分割されます。上段
左が前方、上段右が後方下段
左が左側、下段右が側です。

カメラを下向きにして全方位
を円形に撮影します。液晶画面
をタッチしてスライドすると表
示映像が360度移動します。

画面が二分割されます。車両
前方と後方を映すことができ
ます。上段が前方、下段が後方
です。

詳しくは
webで

詳しくは
webで

（税込 3,278 円）

（税込 19,800 円）

（税込 22,000 円）

駐車監視用別売りACC電源

COB型 LED投光器 50W

【仕様】
●素材 : アルミ合金●重量：約1.2kg
●コードの長さ（約）：2.9m（プラグ付き・スイッチ無し）

防水規格

IP67

軽量
ルーメン
4300
LM

約17cm

約13.5cm
(ステー含む)

カギ付

キャビネットツールボックス 7段
ベアリング
式

【仕様】
●本体サイズ(約)： 770×470×940mm
●1-5段引き出し(約)：550×400×70mm
●6-7段ひ引き出し(約)：550×400×130mm
●キャスター：φ130mmストッパー付き

工具等を
スッキリ
収納！

（税込 43,780 円）

詳しくは
webで

39,800j
ご注文番号 74868

（税込 17,578 円）

詳しくは
webで

15,980j
ご注文番号 74490

レーザー付デジタル傾斜計 
600mm

LEDワークライト 15W 
スタンドダブル

【仕様】
●サイズ：長さ600×高さ60×厚み27mm
●検出角度範囲：4方向90°および8方向100%表示
●最小表示：0.1°又は0.1%
●レーザー：半導体レーザー635nm JISクラス2
●材質：アルミ

（税込 5,808 円）

詳しくは
webで

5,280j
ご注文番号 74397

レーザーとデジタル傾斜計が一体化！

7段
たっぷり

（税込 6,578 円）

詳しくは
webで

5,980j
ご注文番号 75108

ハロゲンワークライト150W

（税込 1,078 円）

詳しくは
webで

980j
ご注文番号 75104

バネクランプ 80mm

（税込 187円）
170j

ご注文番号 75075

薪割りアッキス刃渡り約75mm

（税込 1,133 円）
1,030j
ご注文番号 75074

ハロゲンワークライト500W
スタンドシングル

（税込 2,640 円）

詳しくは
webで

詳しくは
webで

詳しくは
webで

2,400j
ご注文番号 75105

（税込 3,960 円）

詳しくは
webで

3,600j
ご注文番号 75107

（税込 5,280 円）

詳しくは
webで

4,800j
ご注文番号 75109

（税込 1,980 円）

詳しくは
webで

1,800j
ご注文番号 75106

AC
100V/200V

約22.5cm

ライト部アップ ライト部アップ ライト部アップ

夜間・暗い所での作業に
雨中での作業に

LEDワークライト 15W

LEDワークライト 15W 
スタンドシングル

夜間・暗い所での作業に
雨中での作業に

夜間・暗い所での作業に
雨中での作業に

夜間・暗い所での作業に
雨中での作業に

LEDワークライト 30W 
スタンドシングル

【仕様】
●電圧：AC100V●定格消費
電力：15W●使用電球：白色
LED1W×18×1灯（交換不可）
●全光束：約1200lm●本体サ
イズ：約長さ720×幅830×高
さ910～1810mm●収納時
サイズ：約長さ100×幅185×
高さ870mm●コード長：約
3m●質量：約3.1kg●正面照
度：約480lx

【仕様】
●電圧：AC100V●定格消費
電力：30W●使用電球：白色
LED１W×36×1灯（交換不可）
●全光束：約2400lm●本体サ
イズ：約長さ720×幅830×高
さ940～1840mm●収納時
サイズ：約長さ100×幅235×
高さ890mm●コード長：約5
ｍ●質量：約3.5kg●正面照
度：約880lx

【仕様】
●電圧：AC100V●定格消費
電力：最大30W●本体サイズ：
約長さ720×幅830×高さ
910～1810mm●収納時サ
イズ：約長さ100×幅540×高
さ870mm●使用電球：白色
LED１W×18×2灯（交換不可）
●全光束：約1200lm×2灯●
コード長：約3m●質量：約
4.0kg●正面照度：約790lx

【仕様】
●電圧：AC100V●適用電灯
の消費電力：150W●本体サ
イズ：約長さ175×幅175×高
さ300(mm)●コード長：約
2m●質量：約0.9kg●適合ラ
ンプ：EMハロゲンランプJタ
イプ150W

【仕様】
●電圧:AC100V●適用電灯の消費電力
:500W●本体サイズ:約長さ720×幅830×
高さ980～1900mm●収納時サイズ： 約長
さ170×幅190×高さ980mm●コード長:約
5m●質量:約2.9kg ●適合ランプ:EMハロ
ゲンランプJタイプ500W

防雨 防雨 防雨

約160°照らせる広角仕様
コンパクトな薄型ボディ

防雨

約160°照らせる広角仕様
コンパクトな薄型ボディ

木工・大工作業、撮影の備品に
一般クラフト、袋留めに

便利な釘抜き付き
滑りにくいグリップハンドル

総焼入軽量アルミ柄刈込鋏
強力型 165mm

（税込 1,067 円）
970j

ご注文番号 75070詳しくは
webで

枝の剪定などに

防雨

防雨

【仕様】
●電圧:AC100V●定格消費電力:15W●使用電球:白色
LED1W×18(交換不可)●全光束:約1200lm ●本体サイズ:
約長さ55～115×幅185×高さ145mm●質量:約0.8kg●コ
ード長:約3m●正面照度:約480lx

【仕様】
●バネクランプ 80mm
●最大口開き幅：約38mm
●寸法：長さ7×幅8×高さ11cm
●重量：100g

【仕様】
●両刃
●サイズ：110×350 ×25mm
●刃渡り:約75mm

【材質】
●本体:スチール 
●グリップ：ウレタンゴム 
●ケース：合皮 

【仕様】
●切断許容サイズ(生木):約φ15mm(刃元)●板厚:3.2mm
●硬度：刃全体 HRC32±1、刃先 HRC58±1
●本体サイズ:190×655×20mm●重量：530g

アイドリングストップ車に対応した最上級グレード。
高い充電効率、長寿命、始動性能、全てが高水準のハイエンドバッテリー。

今月のオススメ“NEW”アイテム！！

6,980j
ご注文番号 74191

10.8V充電式インパクト
ドライバー

詳しくは
webで

軽量・コンパクトで女性にも扱いやすい。
場所を選ばずどこでも使える充電式！

【本体仕様】
● モ ー タ ー 電 圧 ：
DC10.8V●無負荷回転
数：約0～3500min-1（無
段変速）●最大トルク：約
80N・m（815kgf・cm）●
能力：普通ボルト M5～12
／高力ボルト M5～10●
ビット差込口：6.35mm六
角軸●本体サイズ：約長さ
1 5 0 × 幅 6 5 × 高 さ
195mm●質量：約0.9kg

充電式

使用例

空気入りタイヤで楽々作業ができます。
40～63cmの間でサイドバーの調節ができます。

積載面寸法

90×65cm
8インチ
エアー
タイヤ

7,900j
ご注文番号 74238

アルミカート エアー鉄ホイル付

詳しくは
webで

【仕様】
●積載面寸法：90×

(40～65cm)
●押手の高さ：85cm
●積載荷重：80kg
●自重：7.5kg
●車輪：8インチ 

エアータイヤ

積載荷重

80kg

（税込 8,690 円）（税込 7,678 円） （税込 4,268 円）

（税込 42,900 円）

手締め・早回しに便利なローレット付き

1,680j
ご注文番号 74174

ディープソケットセット8pcs
9.5mm角

詳しくは
webで

差込角
9.5mm

【セット内容】
●ソケット(9.5mm角)：8・10・12・13・14・15・17・19mm×
各1●ホルダー×8●レール×1

（税込 1,848 円）

2,980j
（税込 3,278 円）

車輪付きで
移動にも便利

電動ミキサー 70L
肥料や養土の混合に。
コンクリートの撹拌にも使用できます。

詳しくは
webで

39,000j
ご注文番号 74234

【仕様】
●電圧 ：単相100V
（50/60Hz）

●消費電力：550W
●ドラム容量：115リットル
●使用可能容積：70リットル
●ドラム回転数：約30回転/分
●モーター回転数：2800rpm
●本体寸法：120×72×125cm
●重量：46kg

お手頃価格が嬉しいスタンダード
タイプの台車です。

3,880j
ご注文番号 74239

折りたたみ台車

詳しくは
webで

【仕様】
●全体のサイズ：74×48cm
●押手の高さ：80cm
●積載面の高さ：8cm
●積載荷重：150kg
●自重：10kg
●車輪：4インチ

積載荷重

150kg
積載面寸法

74×48cm

【仕様】
●テープ色：グリーン

【仕様】
●タオル
●規格：2kg×5梱包
●入数：10kg

使いやすいように30cm角に全て
揃えています。

布テープ付のマスカーです。
住宅の周りや屋内の塗装養生に最適です。

布マスカー 25m 30巻入

詳しくは
webで ご注文番号 74661

タオル ウエス 10kg

6,680j
（税込 7,348 円）

ご注文番号 サイズ

74658 550mm
×25ｍ

1100mm
×25m

販売価格

74659

6,280j
（税込 6,908 円）

10,000j
（税込 11,000 円）

※写真はイメージです

※写真はイメージです

詳しくは
webで

エアースプレーガン2.0（下カップ）
エアー吐出量、範囲吐出、塗料吐出と
3段階の調整が可能！

噴射例噴射例 噴射例噴射例

【仕様】
●吹付空気圧3.5kgf/cm2

●塗装範囲：260mm
●カップ容量：1000ml
●重量：1.2kg
●エアー入力オネジサイズ：1/4

詳しくは
webで

ミニエアースプレーガン0.5（上カップ）
エアー吐出調整、範囲吐出調整、
塗装吐出調整。

噴射例噴射例 噴射例噴射例

ノズル
0.5mm

【仕様】
●使用空気圧：3.0kgf/cm2

●最大塗装範囲：φ30（円形パターン）
～80（楕円パターン）mm

●カップ容量：200ml
●本体重量：280g
●カプラーサイズ：1/4インチ

詳しくは
webで ご注文番号 74277

1,980j
（税込 2,178 円）

ご注文番号 74278

2,980j
（税込 3,278 円）

ご注文番号 74276

エアー吐出量、範囲吐出、塗料吐出と
3段階の調整が可能！

エアースプレーガン1.5（上カップ）

ノズル
1.5mm

噴射例噴射例 噴射例噴射例

【仕様】
●吹付空気圧：3.5kgf/cm2

●塗装範囲：230mm
●カップ容量：400ml
●エアー入力オネジサイズ：1/4
●重量：1.1kg

ノズル
2.0mm

グリップ付トリプルストップ
コンベックス
3か所でストップ可能。
接地させながらの計測にも便利。
グリップ付きで滑りにくい。

ご注文番号 サイズ

75076
販売価格

75077

190j
（税込 209円）

220j
（税込 242円）

幅19mm
長さ5.5m

幅25mm
長さ5.5m

【仕様】
●サイズ:42×205×30mm
●重量:86g

【仕様】
●サイズ:50×205×30mm
●重量:75g

【仕様】
●サイズ:63×220×30mm
●重量:82g

【仕様】
●サイズ:78×245×65mm
●重量:121g

シール・サビ・ペンキ剥がしに。
ステンレス製×カチオン電着塗装。

シール・サビ・ペンキ剥がしに。
ステンレス製×カチオン電着塗装。

シール・サビ・ペンキ剥がしに。
ステンレス製×カチオン電着塗装。

シール・サビ・ペンキ剥がしに。
ステンレス製×カチオン電着塗装。

ステンレスブラック
スクレーパー R刃 60mm

（税込 330円）

詳しくは
webで

300j
ご注文番号 75080

ステンレスブラック
スクレーパー 42mm

（税込 330円）

詳しくは
webで

300j
ご注文番号 75081

ステンレスブラック
スクレーパー Y型斜 60mm

（税込 330円）

詳しくは
webで

300j
ご注文番号 75082

ステンレスブラック
スクレーパー 曲刃 75mm

（税込 495円）

詳しくは
webで

450j
ご注文番号 75079

握りやすい
凹凸グリップ

握りやすい
凹凸グリップ

握りやすい
凹凸グリップ

（税込 836円）

【仕様】
●刃渡り：75mm
●全長：935mm
●刃部：材質：鋼(全鋼)
●柄の材質：ポプラ

庭の草取り、山菜取り、キノコ等の収穫に。
長柄コケ取り鎌 75mm

詳しくは
webで

760j
ご注文番号 75069

転倒しにくい回転台付で安定感抜群です。
ソフトタイプのホースで使いやすい。

エアーリール 回転台付 30m

（税込 14,080 円）

詳しくは
webで

12,800j
ご注文番号 74232

【仕様】
●柄長:約1200mm
●材質：爪部/鋼、柄部/自然木、桂・目釘/軟鉄
●柄についているロゴマークは、柄尻から

約30cm間隔でついているので、株間などの
参考にお使いください。

【仕様】
●柄長:約1200mm
●材質：刃部/鋼・軟鉄(鋼付)、

柄部/自然木、桂・目釘/軟鉄
●柄についているロゴマークは、柄尻から

約30cm間隔でついているので、株間などの
参考にお使いください。

土均し・小石集め、集草作業に。
前後に動かすだけで石が浮く特殊爪形状。

6本爪レーキ 1200mm

（税込 1,562 円）

詳しくは
webで

1,420j
ご注文番号 75072

草削り、土寄せ・土運びに。湾曲した帆掛
形状が土を寄せやすく、畝の補修作業も可能。

土寄せ・草削りミニ全鋼 1200mm

（税込 1,562 円）

詳しくは
webで

1,420j
ご注文番号 75071

握りやすい
凹凸グリップ

【仕様】
●重量：約6.9kg
●ホース内径6.5mm×外径10mm
●ホース長さ：30m
●1/4プラグ 1/4カプラソケット

外径
10.0mm

内径
6.5mm

【仕様】
●柄長:約1200mm
●材質：先端部/ステンレス鋼、

柄部/自然木、桂・目釘/軟鉄
●柄についているロゴマークは、柄尻から

約30cm間隔でついているので、株間などの
参考にお使いください。

中耕・土寄せ、除草・集草作業に。平刃で
除草し、縦爪レーキで集草作業ができる。

ステンレス刃草刈りレーキ 
1200mm

（税込 1,859 円）

詳しくは
webで

1,690j
ご注文番号 75073

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！　 13


