
NEW ITEM INFORMATION

●サイズ (mm)：138x73.5x14
●重量 (g)：約 230
●入力ポート：
　MicroUSB(5V2A)、USB-C(5V3A)
●出力ポート：
　USB-A(5V2A)X2、USB -C(5V3A)
●合計出力：最大 3A
●Micro USB ケーブル１本付属

●サイズ (mm)：138x73.5x14
●重量 (g)：約 230
●入力ポート：
　MicroUSB(5V2A)、USB-C(5V3A)
●出力ポート：
　USB-A(5V2A)X2、USB -C(5V3A)
●合計出力：最大 3A
●Micro USB ケーブル１本付属

モバイルバッテリーモバイルバッテリー
USB Style USB Style 

￥3,500
税込定価￥3,850

63185品番

大容量 10000mAh
最大合計 3.0A の高出力

スリムなデザインで
ウルトラヒートジャケットや
ヒートベストにぴったり

工具 BOX 型収納式エコバッグ工具 BOX 型収納式エコバッグ

品番
98191
98192

カラー
ネイビー
グレー

￥1,600
税込定価￥1,760

●容量目安 (L)：15
●材質：バッグ・ポリエステル、カラビナ・亜鉛合金
●容量目安 (L)：15
●材質：バッグ・ポリエステル、カラビナ・亜鉛合金

展開時展開時

展開するとエコバッグの正面に
可愛いポーチが出現！
展開するとエコバッグの正面に
可愛いポーチが出現！

収納時収納時

カラビナ付き

LED付プッシュスイッチLED付プッシュスイッチ

フード付きフード付き

袖口内側しぼり付き袖口内側しぼり付き

●材質：ポリエステル 100％ 
●カラー：NBネイビー
●スイッチ：温度調節４段階 
●入力ポート：USB Type-A
●ポケット数：６個
　( バッテリーポケット含む )

●材質：ポリエステル 100％ 
●カラー：NBネイビー
●スイッチ：温度調節４段階 
●入力ポート：USB Type-A
●ポケット数：６個
　( バッテリーポケット含む )

バッテリーポケットバッテリーポケット

ウルトラヒートジャケットウルトラヒートジャケット
USB Style J-WarmerUSB Style J-Warmer

薄型で柔らかいカーボンナノチューブの
加熱システム
1秒で発熱開始！素早く暖かい
LED付プッシュスイッチで 4段階の
温度切り替え
水洗い可能

薄型で柔らかいカーボンナノチューブの
加熱システム
1秒で発熱開始！素早く暖かい
LED付プッシュスイッチで 4段階の
温度切り替え
水洗い可能

品番
56281
56282
56283

サイズ
M
L
LL

身長 ( 目安 )
168-172
173-177
178-182

胸囲
92
96
100

￥21,500
税込定価￥23,650

レシートなど、ちょっと入れて
おくのにも便利！
レシートなど、ちょっと入れて
おくのにも便利！

※モバイルバッテリー別売※モバイルバッテリー別売

バッテリー残量を確認できる LEDランプ搭載
ポケットでかさばらないスリムなデザイン
バッテリー残量を確認できる LEDランプ搭載
ポケットでかさばらないスリムなデザイン

150mm150mm

450mm450mm

410mm410mm

マグネティック ライトスタイルランタンマグネティック ライトスタイルランタン

●電源：単 3または単４乾電池ｘ3本（別売）
●光源：LED（ヘッド部）、COB（ランタン部）
●明るさ：ヘッド /100lm、ランタン /120lm
●ライトモード：  ヘッド High(100%)、Low(50%)
               ランタン High(100%)、Low(50%)
 　　　SOS
●連続照射（単 3乾電池使用時 )：
　ヘッド /High 12 時間・Low 26 時間
    ランタン /High 12 時間・Low 24 時間
●全長：223mm
●質量：145g

●電源：単 3または単４乾電池ｘ3本（別売）
●光源：LED（ヘッド部）、COB（ランタン部）
●明るさ：ヘッド /100lm、ランタン /120lm
●ライトモード：  ヘッド High(100%)、Low(50%)
               ランタン High(100%)、Low(50%)
 　　　SOS
●連続照射（単 3乾電池使用時 )：
　ヘッド /High 12 時間・Low 26 時間
    ランタン /High 12 時間・Low 24 時間
●全長：223mm
●質量：145g

3way!3way!

￥2,300
税込定価￥2,53096003品番

吊下げフック付

赤色 SOS!赤色 SOS!

ランタンランタン

ハンドライトハンドライト

ハンドライト・ランタン・SOS と大活躍！
先端マグネットでスチール壁にくっつく！
単 3・単 4乾電池どちらでも使用可能

ハンドライト・ランタン・SOS と大活躍！
先端マグネットでスチール壁にくっつく！
単 3・単 4乾電池どちらでも使用可能

先端部マグネット

ハンドライト

ラ
ン
タ
ン
部
・
赤
色SOS

100mm100mm

　月中旬
発売予定
12　月上旬

発売予定
12



NEW ITEM INFORMATION
VCT ソフト延長ケーブル 10m ブルーVCT ソフト延長ケーブル 10m ブルー

￥2,950
税込定価￥3,24547121品番

柔軟で使いやすい
差込口が 3カ所
最大合計 1500W

●電線仕様：VCT　
●電線太さ (mm)：1.25 ●芯数：2
●定格：125V 15A
●長さ (m)：10 ●屋内用

●電線仕様：VCT　
●電線太さ (mm)：1.25 ●芯数：2
●定格：125V 15A
●長さ (m)：10 ●屋内用

クリップクランプﾟツールクリップクランプﾟツール

オートマチックｾﾝﾀｰﾎﾟﾝﾁオートマチックｾﾝﾀｰﾎﾟﾝﾁ

内外装のクリップをスピーディーに取外し内外装のクリップをスピーディーに取外し

スタビータイプ
タイヤハウスなど狭い
箇所の作業に便利

自動車のドア・バックドア・クォータパネルなどの
内張りのクリップ外しに

4672946729

ハンマー不要！
グリップ部を手のひらで押し込み、自動で打刻
ハンマー不要！
グリップ部を手のひらで押し込み、自動で打刻

下穴あけ

カチ
ン ケガキ

グリップ部で
打刻の強弱を
調整できます。

強弱

￥2,600
税込定価￥2,860

●材質：先端・特殊合金鋼 (S2)、
　グリップ・ポリプロピレン PP/ 熱可塑性樹脂 TPR、
　ホルダー・カーボンスチール  ●質量 (g)：138

●材質：先端・特殊合金鋼 (S2)、
　グリップ・ポリプロピレン PP/ 熱可塑性樹脂 TPR、
　ホルダー・カーボンスチール  ●質量 (g)：138

ヘックスローブドライバー （イジリドメ）ヘックスローブドライバー （イジリドメ）

5248952489
カムアウトしにくいヘックスローブ形状カムアウトしにくいヘックスローブ形状

●材質：ハンドル・ポリオレフィン系樹脂、刃先・モリブデンバナジウム鋼
●耐薬品・耐油ハンドル
●材質：ハンドル・ポリオレフィン系樹脂、刃先・モリブデンバナジウム鋼
●耐薬品・耐油ハンドル

いじりどめ穴付き
軸長 300mmのロングタイプ

●材質：ハンドル・ポリオレフィン系樹脂、刃先・クロムモリブデンバナジウム鋼、
チューブ・架橋ポリオレフィン樹脂  ●耐薬品・耐油ハンドル ●チューブ付
●材質：ハンドル・ポリオレフィン系樹脂、刃先・クロムモリブデンバナジウム鋼、
チューブ・架橋ポリオレフィン樹脂  ●耐薬品・耐油ハンドル ●チューブ付

握りやすく疲労感が少ないエルゴノミックハンド握りやすく疲労感が少ないエルゴノミックハンド

軸長 x軸径 x全長
300x6x410mm

300x5x410mm

定価
￥1,500
￥1,500
￥1,500
￥1,600

税込定価
￥1,650
￥1,650
￥1,650
￥1,760

品番
52488
52489
52490
52491

サイズ
T30
T20
T25
T27

60584品番

4672846728

ヘックスローブボトルリムーバーソケットセットヘックスローブボトルリムーバーソケットセット ヘックスボトルリムーバーソケットセットヘックスボトルリムーバーソケットセット

1/4
DR

1/4
DR

3/8
DR

7pcs 8pcs

￥2,800
税込定価￥3,08021877品番

￥3,800
税込定価￥4,18021898品番

先端口幅
6mm
6mm
10mm
10mm

軸長 x軸径 x全長
130x6x240mm
60x6x115mm
130x8x240mm
70x8x115mm

定価
￥1,600
￥1,300
￥1,700
￥1,400

税込定価
￥1,760
￥1,430
￥1,870
￥1,540

品番
46726
46727
46728
46729

●サイズ (mm)：149x20x50 ( ソケットレール含む）
●質量 (g)：279 （ソケットレール含む )
●材質：ソケット部・クロムバナジウム、ビット部・特殊合金鋼 (S2)

●サイズ (mm)：149x20x50 ( ソケットレール含む）
●質量 (g)：279 （ソケットレール含む )
●材質：ソケット部・クロムバナジウム、ビット部・特殊合金鋼 (S2)

●サイズ (mm)：106x20x40 ( ソケットレール含む）
●質量 (g)：120 （ソケットレール含む )
●材質：ソケット部・クロムバナジウム、ビット部・特殊合金鋼 (S2)

●サイズ (mm)：106x20x40 ( ソケットレール含む）
●質量 (g)：120 （ソケットレール含む )
●材質：ソケット部・クロムバナジウム、ビット部・特殊合金鋼 (S2)

破損したヘックスローブボルト外しに破損したヘックスローブボルト外しに

破損したヘックスローブボルトにしっかり食い込む
サビやペイントされたボルトにも使用可能
左ねじ・右ねじOK

【セット内容】T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40【セット内容】T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40

回転するについれてしっかり食い込む
ツイストデザイン
回転するについれてしっかり食い込む
ツイストデザイン

85％まで角が丸くなったヘックスボルトの取り外しが可能！
ヘックス部の角が丸く削れるのを防ぐ
左ねじ・右ねじOK

【セット内容】1/4DR ：H3・H4・H5・H6
       3/8DR：H7・H8・H9・H10
【セット内容】1/4DR ：H3・H4・H5・H6
       3/8DR：H7・H8・H9・H10

　月中旬
発売予定
12

　月中旬
発売予定
12


