
ITEM SELECTION
フレシキブルスコープ180WIFIカメラ フレックスミニラチェセット ロッキングソケットマグネットホルダー

モビリティツールセット 12.7SQ モビリティボックスカスタムクッション付

バイクツールセットマックス バイクツールセットシンプル

フォールディングツールセット メンテナンスツールセット ナイロンケース付

Wi-Fi でスマートフォンとワイヤレス接続！
●電源：DC in 5V 1A, USB タイプ C
●バッテリー：2600mAh(Li-ion）
●使用時間 : 約 4 時間
●充電時間：約 2 時間
●本体寸法 (mm)：207.5×35×50
●プローブヘッド寸法 (mm)：4.5×13
●プローブ全長 (mm)：100
●質量 (g)：248

定価￥158,000
(税抜)

【付属品】
清掃キット・収納ケース・説明書

カラフルなアルミケース付き

●ラチェット (mm)：127
●ビット全長 (mm)：25
●ヘッドロック段数 :13
●ケースサイズ WDH(mm):38×25×155

【セット内容】
フレックスミニラチェット
プラスビット：#1・2・3
マイナスビット：4・6mm
HEX ビット：4・5・6mm
工具ケース

定価￥2,950
(税抜)

レッド
品番：22070

パープル
品番：22071

オレンジ
品番：22072

グリーン
品番：22073

ブルー
品番：22074

片手でソケットの脱着が可能

●クリップ数 :10PC
品番 差込角(DR) 全長(mm) カラー 定価(税抜)

68256
68261
68266

1/4
3/8
1/2

210
260
300

レッド
ブルー

オレンジ

￥2,480
￥2,580
￥2,680

品番：68256

品番：68261

品番：68266

●マグネット付きで便利なホルダー
●ソケットを回転させてソケットをロック＆リリース
●上下逆さまでもしっかりとソケットを保持
●強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能

軽さと収納効率を追求した
モデル工具セットを持ち運ぶ負担を低減

●差込角 (DR)：1/2
●商品点数：35 点
●重量 (kg)：9.3
●耐荷重 (kg)/15
●ケースサイズ外寸：
   W455×D370×H110mm

【セット内容】
ソケット：10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm
ラチェットハンドル
エキステンションバー：50・125mm
スピンナーハンドル：250mm
モンキーレンチ：250mm
ボールピンハンマー：12 オンス
スリップジョイントプライヤー：200mm
強力ニッパー：160mm
ボール付ロング六角棒レンチ：1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
差替式グリップドライハ゛ー
ミニラチェットセット
メガネレンチ：10X12・11X13・14X17・19X21・22X24mm
スイベル SIGNET レンチ：10・12・13・14・17mm
SIGNET GOLD ロゴエンブレム
樹脂ボックス定価￥38,800

(税抜)

軽量なケースに自由に
カスタムできるクッションをセット
●クッション入数：3 枚
●重量：2.42kg
●耐荷重：15kg

定価￥7,500
(税抜)

●ケースサイズ外寸：W455×D370×H110mm
●ケースサイズ内寸：W440×D325×H70mm 

定価￥16,800
(税抜)

バイクのメンテナンスに最適な携帯用ツールセット

【セット内容】
SIGNET レンチ：8・10・12mm
1/4DR6 角ソケット：8・10・12mm
1/4DR ヘックスビットソケット：4・5・6・8mm
ソケットホルダー：240mm
1/4DR ラチェットハンドル
1/4DRT 型スライドハンドル
1/4DR 首振りエキステンションバー
モンキーレンチ：150mm
強力ニッパー：160mm
スリップジョイントプライヤー：150mm
9pcs ロングボールヘックスレンチセット
ソフトグリップドライバーセット
スタビーソフトグリップドライバーセット
ツールロール

バイクの簡単なメンテナンスに最適な
携帯用ツールセット

定価￥8,800
(税抜)

【セット内容】
コンビネーションレンチ：8・10・12mm
モンキーレンチ：150mm
9pcs ロングボールヘックスレンチセット
スリップジョイントプライヤー：150mm
ソフトグリップドライバーセット
スタビーソフトグリップドライバーセット
ツールロール

自転車の携帯に便利な14in1マルチツール

定価￥1,950
(税抜)

【セット内容】
HEX レンチ：2・2.5・3・4・5・6・8mm
TX レンチ：T25
プラスレンチ：#2
マイナスレンチ：5.5mm
スポークレンチ：15GE・14GE・0.136”
チェーンレンチ：#4
工具ケースレッド

品番：22080
ﾊﾟｰﾌﾟﾙ
品番：22081

オレンジ
品番：22082

グリーン
品番：22083

ブルー
品番：22084

工場保全メンテンス、DIY向けの9.5SQツールセット

【セット内容】
貫通ﾄﾞﾗｲﾊﾞ ：ー#2・#3・-6・-8
コンビネーション：8・10・11・12・13・14・17mm
モンキーレンチ：150mm
ペンチ：175mm
ラチェットハンドル：202mm
ソケット：8・10・11・12・13・14・17・19・22mm
六角レンチセット：1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
ナイロンケース

定価￥19,800
(税抜)

品番：76005

品番：54032

品番：54034

品番：800S-B001

品番：800S-B002

品番：800S-G001

●高画質
●ホイールで先端 180°可動



ミニローラーキャビネット 5段プレミアム カスタムツールクッション ハード

※工具は付属しません

超ロングフレキシブルメガネSIGNETレンチ マグネットツールホルダー

マグネットツールホルダー

スカッドケブラーシザーズ ショートソケットセット ソフトグリップドライバーセット

スタビーソフトグリップドライバーセット

六角棒レンチセット 3T リジッドラック バッテリーターミナルブラシ

防護フェイスシールド

通常のキャビネットよりひと回り小さいコンパクトサイズ

定価￥67,000
(税抜)

●本体サイズ：W570×D345×H650mm( キャスター含む )
●引き出しサイズ ( 上 3 段 )：W479×D293×H60mm
●引き出しサイズ ( 下 2 段 )：W479×D293×H138mm
●キャスターサイズ：4”
●質量：34.3kg
●耐荷重：200kg
●引出し耐荷重：30kg
●引出し：5 段 ( 各段にマット付属 )
●材質：本体・スチール / 車輪・ゴム
●色：マットブラック

【付属品】
樹脂ボックス ×15 個
保護キャップ
紙シート (＆透明カバー )
ハンドル
自在キャスター ×2 コ
固定キャスター ×2 コ
キー ×2 本

硬めの発泡ポリエチレンで収納物をしっかりホールド

定価￥1,600
(税抜)

●サイズ：300ｘ405ｘ20mm
　　　　 (15ｘ15mm の切り目あり )
●材質：ポリエチレン
●見掛け密度 (kg/m3):15
●圧縮応力歪み 25%(kPa):37
●耐熱温度 (℃):90
●難燃グレード :FMVSS302

超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業
ギア数ギア数7272

定価￥23,000
(税抜)

【セット内容】
レンチ：10・12・14・17mm

品番：54057

品番：68536

品番：34551
L

B D

A3A2A1

品番
34545
34546
34547
34548
34549
34550

サイズ(mm)
10
12
13
14
17
19

寸法B/L/D(mm)
16.3/312/21.9
17.4/345/26.1
18.8/379/26.1
20.0/401/28.1
24.6/433/33.3
26.8/458/35.6

寸法A1/A2/A3(mm)
9.8/7.3/13.3

10.8/8.1/14.6
11.2/8.1/15.1
12.8/9.0/16.5

14.2/10.0/18.5
15.6/11.0/20.5

定価(税抜)
￥4,900
￥5,300
￥5,800
￥6,400
￥7,500
￥8,300

定価￥2,900
(税抜)

スプレーガンやホースなどをホールド

品番：54592

●サイズ：L110×W90×H90mm
●重量：0.42kg
●本体材質：スチール
●磁石数量：1 個
●耐荷重：最大 4.5kg

定価￥3,900
(税抜)

スプレー缶やボトルなどをホールド

●サイズ：L180×W140×H80mm
●重量：0.875kg
●本体材質：スチール
●磁石数量：2 個
●耐荷重：最大 9.0kg

品番：54593

驚異のスカッド切断

定価￥2,500
(税抜)

●先端が細いため、
　繊細な作業にも使用可能
●切断が困難な
　ケブラー・アラミド繊維などサクサク切れる

●全長：170mm
●全幅：75mm
●全厚：12.0mm 
●刃長：43mm
●刃厚：2.3mm
●重量：60g

品番：90996

ソケットの全長はわずか22mm!

●差込角：3/8DR
●ホルダー寸法：W190×D20×H17mm

【セット内容】
ソケット：8・10・12・13・14・17・19mm
ソケットホルダー

従来品

●SIGNET従来品より
　3～6.5mm短い！
●六角タイプ

品番：12135

定価￥2,000
(税抜)

電動ドライバー用ビットに対応

定価￥1,850
(税抜)

●全長 :187mm
●ビット全長 :110mm

品番：52384

【セット内容】
ビットサイズ (mm):+1+2,+3-5
オリジナルソフトケース

定価￥1,050
(税抜)

絶縁性に優れた特殊樹脂を使用
●全長 :74mm
●ビット全長 :65mm

【セット内容】
ビットサイズ (mm):+1+2,+3-5
オリジナルソフトケース

品番：52382

ホルダー付き！

定価￥400
(税抜)

定価￥600
(税抜)

【セット内容】
0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3mm

品番：35060

【セット内容】
0.7・0.9・1.27・1.5・2・
2.5・3・3.5・4・4.5・5・
5.5・6mm

品番：35064

折り畳み式でコンパクト

定価￥4,700
(税抜)

●耐荷重：3t
●高さ：1 段目：278mm
●高さ：2 段目：323mm
●高さ：3 段目：373mm
●脚幅間隔：155mm
●受け皿寸法：49×40mm
●質量：1.78kg(1 本 )×2品番：47504

汚れや腐食を取り除きます

定価￥1,500
(税抜)

●セット時全長：約 85mm
●セット時全径：約 55mm
●重量：65g

定価￥2,000
(税抜)

防水・防塵に優れたフェイスシールド

●カラー：クリア
●頭位サイズ：フリー
●防護面寸法：H194×W298×D0.5mm

品番：45651

品番：49085

2本セット
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