
■本体サイズ：
　W570×D345×H650mm(キャスター含)
■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)
■色：マットブラック

■本体サイズ：
　W570×D345×H650mm(キャスター含)
■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)
■色：マットブラック

■セット内容
　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
　固定キャスター ×2
　キー ×2 本

■セット内容
　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
　固定キャスター ×2
　キー ×2 本

- 天板つきプレミアムタイプ、表面ウッド色、裏面ブラック色 -
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ポリエステル製なので薄手で軽く
折り畳んでもかさばりません
ポリエステル製なので薄手で軽く
折り畳んでもかさばりません

薄くて軽い！

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

メンテナンスツールセット ナイロンケース付

【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

(税込)
定価￥21,780
品番：800S-G001

■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：207.5×35×50mm
■プローブヘッド寸法：4.5×13mm
■プローブ全長：100mm
■質量：248g

定価￥173,800
(税込)

【付属品】
清掃キット・収納ケース・説明書

品番：76005

■高画質
■ホイールで先端 180°可動

■ケースサイズ：W455ｘD370ｘH110mm■ケースサイズ：W455ｘD370ｘH110mm
■セット内容
　60 ギアラチェットハンドル
　200mm スピンナーハンドル
　エキステンションバー 75mm
　45°メガネレンチ：8×10・12×14・17×19・22×24mm
　リバーシブルダブルラチェットレンチ :10・12・14・17mm
　6 角ソケット：8・10・12・13・14・17・19mm
　強力ニッパー 160mm
　強力ラジオペンチ 160mm
　ソフトグリップドライバーセット差替式
　9PC ロングボールヘックスレンチセット ( ブルーコーティング )
　ミニラチェットセット ( オリーブ )
　モビリティボックスカスタムクッション

■セット内容
　60 ギアラチェットハンドル
　200mm スピンナーハンドル
　エキステンションバー 75mm
　45°メガネレンチ：8×10・12×14・17×19・22×24mm
　リバーシブルダブルラチェットレンチ :10・12・14・17mm
　6 角ソケット：8・10・12・13・14・17・19mm
　強力ニッパー 160mm
　強力ラジオペンチ 160mm
　ソフトグリップドライバーセット差替式
　9PC ロングボールヘックスレンチセット ( ブルーコーティング )
　ミニラチェットセット ( オリーブ )
　モビリティボックスカスタムクッション

※クッションはカットされておりません

■本体サイズ：φ300×H17mm
■質量：360g
■適用ペール缶サイズ：φ300mm

※ペール缶は付属しません

■シャンクサイズ：3/8・1/2DR
■能力ボルト径：M16
■サイズ：177×87×62mm
■質量：1.35kg
■エアーインレット：1/4"
■最大トルク：746Nm
■無負荷回転数：9000rpm

■セット内容
　アンビル：3/8・1/2
　ソケット：
　8・10・13・17・
　19・21mm
　エキステンションバー：14mm
　HEX ビット：
　8・10・12・14
　TX トルクスビット：
　T60・T50・T55
　プッシュ棒・オイル・ケース・プラグ

■ シャンクサイズ：1/2DR
■ 能力ボルト径：M13
■ サイズ：L341×T58×H58mm
■ 質量：1.8kg
■ エアーインレット：1/4"
■ ヘッドサイズ径：56φmm
■ 最大トルク：285Nm
■ 無負荷回転数：7000RPMコンポジット製ボディで超軽量

■サイズ：W50mm× 長さ 5m
■入数：1 ロール

■サイズ：W155×H200mm
■入数：2 枚

■サイズ：W230×H330mm
■入数：1 枚

■共通仕様
　能力ボルト径：M10
　全長：139ｍｍ
　厚み：40ｍｍ
　高さ：52ｍｍ

■シャンクサイズ：1/4DR
■振動値：6.74m/s2
■騒音値：109dB

■シャンクサイズ：3/8DR
■振動値：4.0m/s2
■騒音値：103dB　質量：0.53kg

　エアーインレット：1/4"
　最大トルク：163Nm
　無負荷回転数：12000rpm 品番

34551
セット内容 定価(税込)

￥25,30010・12・14・17mm

■差込角：1/2DR
■全長：605mm
■質量：1280g

■ツールケースサイズ:W260XD190XH15mm
■重量:1240g

【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差替式+1+2,+3-5
スタビーソフトグリップドライバーセット差替式+1+2,+3-5
ツールケース

耐油防水
IP67

バッテリー内蔵型
防塵

IP67

強力磁石で固定

横のハッチを開けると
ライトの操作ができます。

防護フェイスシールド
●カラー：クリア
●頭位サイズ：フリー
●防護面寸法：H194×W298×D0.5mm

■材質：ポリエステル
■サイズ：W800  x D550 x H800mm
■使用可能温度：0-60℃
※防水性はございません

■材質：ポリエステル
■サイズ：W800  x D550 x H800mm
■使用可能温度：0-60℃
※防水性はございません

マット使用時 天板使用イメージ
正面：ウッド色

天板使用イメージ
裏面：ブラック色

■ストレージの移動時に傷がつくのを防ぎます
■チリやホコリなどが多い環境でストレージの
     汚れを防ぎます
■カバーの中身や使用者を認識するための
　 カードホルダー付きです

■ストレージの移動時に傷がつくのを防ぎます
■チリやホコリなどが多い環境でストレージの
     汚れを防ぎます
■カバーの中身や使用者を認識するための
　 カードホルダー付きです

感染対策にも！感染対策にも！

座席の間隔をあけるのに便利座席の間隔をあけるのに便利

 9PC 21PC

【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差替式+1+2,+3-5
スタビーソフトグリップドライバーセット差替式+1+2,+3-5
ツールロール

ミニローラーキャビネット

- 工場保全メンテナンス、DIY 向けの 9.5SQ ツールセット -

■ツールロールサイズ:W345XD580XH10mm
■収納時サイズ:W345XD140XH60mm
■重量:2140g

マグネット付 USB 充電式耐油 LEDライト
- ナイロン製ブラケットと強化ガラス管で切削油や酸、
   アルカリの飛び散る場面でも使用可能！ -

■全長：290mm
■重量：約 600g
■明るさ：300lm

品番：96095

定価￥20,900
(税込)

■全長：410mm
■重量：約 850g
■明るさ：600lm

品番：96096

定価￥27,500
(税込)

-Wi-Fi でスマートフォンとワイヤレス接続！ - - 防水・防塵に優れたフェイスシールド -
フレシキブルスコープ180WIFIカメラ

インサート式エアーインパクトレンチセット
- 交換式のアンビルで 3/8・1/2 差込のソケットが使用可能 -

 3/8 DR
1/2 DR

定価￥28,600
(税込)

品番：65340

アングルエアーインパクトレンチ
- 狭い場所の作業に最適！軽量！高トルク！ -

1/2 DR

軽量軽量 1.8kg1.8kg

最大トルク最大トルク 285Nm285Nm
ジャンボハンマーで強力なトルクと
瞬時の高トルクを発生

定価￥43,780 (税込)

品番：65312

…トルク大 (F)…トルク小 (F)

シックイー999
- 漆喰の力でウイルス・細菌を 99.9％低減します！-

定価￥1,430
(税込)

品番：99970

定価￥1,760
(税込)

品番：99971

定価￥3,630 (税込)

品番：99972

※使用状況により異なります
年間効果持続！5

1/2DR
コブラヘッドスピンナーハンドル

定価￥6,600 (税込)

品番：13531

超ロングフレキシブルメガネSIGNETレンチ
- グ―――ンと長い超ロングタイプで奥深い箇所へのアクセスに最適！- ギア数72

品番
34545
34546
34547
34548
34549
34550

サイズ(mm) 全長(mm)

10 312
12 345
13 379
14 401
17 433
19 458

定価(税込)

￥5,390
￥5,830
￥6,380
￥7,040
￥8,250
￥9,130

ヘッド部はオフセットしており
奥まった所へアクセスできます

ミニバタフライエアーインパクトレンチ
- 手のひらサイズのコンパクトなアルミボディ -

 3/8 DR
1/4 DR

最大トルク最大トルク 163Nm163Nm
ツインドッグクラッチ機構で安定したトルクを発揮

低振動低振動 6.74m/S6.74m/S2

定価￥24,200
(税込)

品番：65320

定価￥24,200
(税込)

品番：65330

ARでサイズ
体感！

※動作環境：iPhone6s 以降の機種
iOS 12.0 以上 (13.0 以上推奨 )
Safari・Chrome・
FireFox ブラウザで閲覧

ストレージカバー - ストレージをキズやホコリから守る -

定価￥73,700
(税込)

品番：54057

定価￥6,820 (税込)

品番：99956

モビリティツールセット 12.7SQ
- 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 -

詳細はコチラ

定価￥42,680 (税込)

品番：54032

モビリティツールセット 9.5SQ
- カスタムクッションでお好みの形に自由収納 -

定価￥27,280 (税込)

品番：800S-4221MOBI

ペール缶クッション
- ペール缶がイス・工具入れ・パーツ入れ・ゴミ箱・その他の収納スペースに早変わり -

定価￥1,980 (税込)

品番：54263

バイクツールセット マックス
- バイク用の充実セット -

(税込)
定価￥18,480
品番：800S-B001

バイクツールセット シンプル
- バイク用のシンプルセット -

定価￥9,680 (税込)

品番：800S-B002

定価￥2,200 (税込)

品番：49085

8月下旬

入荷予定

6月下旬

入荷予定

6月下旬

入荷予定

- 調整したヘッド角度をしっかりキープ -

9 月

入荷予定


