
1TOK

自動車補修関連自動車補修関連

本日▶4月末日 迄

期間限定
自動車補修版

※本誌掲載価格は設置工事及び運送費等は含まれません。その他乾燥炉における別途工事（1次側電気・1次側ガス・ダクト関係・その他追加工事）も含まれておりませんので予めご了承ください。
※本誌掲載価格は全て税抜き価格となっております。消費税は別途申し受けます。　※本誌に掲載されている商品は、お近くのT特約販売店でお求めください。
※商品数には限りがございますので、予めご了承ください。

PARTⅡPARTⅡ

■SATAスプレーガン■SATAスプレーガン
人と地球にやさしい塗装機器・HVLP低圧スプレーガン。人と地球にやさしい塗装機器・HVLP低圧スプレーガン。
厳しい法規制にある欧米の鈑金塗装業界で販売実績を上げています。厳しい法規制にある欧米の鈑金塗装業界で販売実績を上げています。
弊社は日本輸入代理店として、SATAスプレーガンシリーズのお取り扱いを弊社は日本輸入代理店として、SATAスプレーガンシリーズのお取り扱いを
開始いたします。開始いたします。

注目商品注目商品

●�パターンが広い�●�パターンが広い�
小型タイプの定番。�小型タイプの定番。�
HVLPとRPより選択可能。HVLPとRPより選択可能。

●小型サイドカップタイプ。●小型サイドカップタイプ。
　左右に接続可能。　左右に接続可能。

●�IパターンとOパターンの�● �IパターンとOパターンの�
2種類のパターンを�2種類のパターンを�
選択可能。選択可能。

取り扱い取り扱い
　スタート！！　スタート！！

パネルボンディング用接着剤パネルボンディング用接着剤
ペンギンセメント1040Ｊペンギンセメント1040Ｊ504

常温硬化タイプの高強度パネルボンディング用接着剤。常温硬化タイプの高強度パネルボンディング用接着剤。
パネルの貼り合わせ時間や溶接可能時間を長く確保でパネルの貼り合わせ時間や溶接可能時間を長く確保で
きる硬化性で、作業性向上。日本自動車車体補修協会きる硬化性で、作業性向上。日本自動車車体補修協会
(JARWA) 推奨材です。(JARWA) 推奨材です。

（340510 0200）（340510 0200）

SATA jetSATA jet
X5500X5500

501

SATA jetSATA jet
1400S1400S

503

SATA mini jetSATA mini jet
4400B4400B

502

サンスター

¥¥6,0006,000/ 本/ 本

容量：200ml　色：黒
可視時間：240分（23℃）
成分：2液エポキシ系高強度接着剤

溶接までの作業時間を溶接までの作業時間を
大幅に延長！！大幅に延長！！

注目注目
商品商品

キャンペーン特別企画
豪華景品が豪華景品が
 当たる！ 当たる！

ユーザー様対象

マスケット

高速弁当箱

プラスチックマスク

オゾン除菌消臭器

iRobot ロボットクリーナー

バルミューダ トースター

VR Pico G2 4K

11回の発注で回の発注で1010 万円万円 をを
お買い上げ頂くとお買い上げ頂くと11回分の回分の
抽選にエントリーされ抽選にエントリーされますます！！
ご当選者は、後日発表ご当選者は、後日発表
いたしますのでお楽しみにいたしますのでお楽しみに！！

※�景品の画像はイメージです。実際の景品と機種・色等が異なる場合が�※�景品の画像はイメージです。実際の景品と機種・色等が異なる場合が�
ございますので予めご了承くださいございますので予めご了承ください

ドローン
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2 ※本誌掲載価格は全て税抜き価格となっております。消費税は別途申し受けます。　※商品またはご注文数量により、別途運賃が発生する場合があります。

■ ■ TTオリジナル塗装ブースオリジナル塗装ブース  
イオンシャワーブースイオンシャワーブース

¥¥3,100,0003,100,000/ 台/ 台 ¥¥3,500,0003,500,000/ 台/ 台

自動車補修関連自動車補修関連

＋
508 ギアサンダー + 集塵機限定特別セット ギアサンダー + 集塵機限定特別セット 507

515

充電式ギアアクション 充電式ギアアクション 
ポリッシャーポリッシャー
DPEG11XRDPEG11XR

ドアリフト ドアリフト DL-100DL-100

¥¥52,50052,500/ 台/ 台

¥¥120,000120,000/ 台/ 台

513 OT-300（温風仕様）
（650306 0300）（650306 0300）

514 OT-300J（熱風循環仕様）
（650306 0301）（650306 0301）

一台で3タイプのドアに対応。一台で3タイプのドアに対応。
使い易く、作業性アップ！！使い易く、作業性アップ！！
大型キャスターで移動も大型キャスターで移動も
ラクラク。ラクラク。

φ80の小型バフに対応。φ80の小型バフに対応。
高トルクで回転も安定。高トルクで回転も安定。

AutorobotAutorobot
ベンチ式フレーム修正機 C2ベンチ式フレーム修正機 C2516

最小固定幅787mm最小固定幅787mm
　　軽自動車等車幅の　　軽自動車等車幅の
　　　　狭い車種にも対応！！　　　　狭い車種にも対応！！

修理前・修理後の修理前・修理後の
車体寸法検査に最適！車体寸法検査に最適！
正しい診断、確かな修理を実現！！正しい診断、確かな修理を実現！！

究極のドア脱着究極のドア脱着
　　サポートツール！　　サポートツール！

¥¥3,500,0003,500,000/ 台/ 台 ¥¥4,200,0004,200,000/ 台/ 台

SPANESI 3次元マルチアライメント計測システムSPANESI 3次元マルチアライメント計測システム
TOUCH PORTABLE TOUCH PORTABLE 
90TOUCH-Ｐ90TOUCH-Ｐ

517

ネキスト

¥¥75,00075,000/ セット/ セット

コンパクト

EKC-100Ｓ914GE-MPS
（504687 0011）（504687 0011）

（652354 0100）（652354 0100）

（652213 0002）（652213 0002）

低回転高トルクな低回転高トルクな
ギアサンダー！ギアサンダー！

小型な軽量小型な軽量
集塵機！集塵機！

独自の固定方法により、クイックセット、独自の固定方法により、クイックセット、
リセットが可能な多用途ベンチ式修正機。リセットが可能な多用途ベンチ式修正機。
サイドシルがない車種でもロッカーパネル上部をサイドシルがない車種でもロッカーパネル上部を
固定する事が可能。固定する事が可能。

アンダーボディはもちろん、アッパーボディやホイールアアンダーボディはもちろん、アッパーボディやホイールア
ライメントの測定も可能。修理前と修理後の計測データをライメントの測定も可能。修理前と修理後の計測データを
印刷して、正確な修理の証明書として利用。印刷して、正確な修理の証明書として利用。
アングル計測もでき、パーツ取り付け角度の確認も可能。アングル計測もでき、パーツ取り付け角度の確認も可能。

京セラ

■ ■ ポリッシャーポリッシャー  
ビックフットビックフットLHRシリーズLHRシリーズ

505 LHR21MarkⅢ
（504774 0021）（504774 0021）

506 LHR15MarkⅢ
（504774 0015）（504774 0015）

¥¥63,00063,000/ 台/ 台

¥¥60,00060,000/ 台/ 台
2020セットセット

                    限定限定!!!!

22台台限定限定!!!!

2020台台

                    限定限定!!!!

509 Aセット
（343174 0001）（343174 0001）

■■CJ・LIGHTスタンドシリーズCJ・LIGHTスタンドシリーズ

移動式バンパースタンド
＋

W伸縮式パネルスタンド

・�剛性があり、バンパーエッジ乾燥時の�・�剛性があり、バンパーエッジ乾燥時の�
垂れや曲りも安心垂れや曲りも安心

510 Dセット
（343174 0004）（343174 0004）

X バンパー塗装スタンド
＋

アタッチメントスタンド

¥¥43,75043,750//セットセット

設置費・送料別途

設置費・送料別途

・�・�色々なサイズのバンパー塗装に使用可能色々なサイズのバンパー塗装に使用可能
・�・��パネル物や重量物の大物パーツにも対応する��パネル物や重量物の大物パーツにも対応する�
屈強な塗装台屈強な塗装台

¥¥38,75038,750//セットセット

ハンガー塗装台
＋

3段ツールワゴン

¥¥39,50039,500//セットセット

・�・�簡単に引っ掛けられる塗装スタンド簡単に引っ掛けられる塗装スタンド
・�・�ちょうどいいサイズ感のキャスター付きラックちょうどいいサイズ感のキャスター付きラック

512 Hセット
（343174 0008）（343174 0008）

511 Eセット
（343174 0005）（343174 0005）

・�・�パネル鈑金用で高さ調節が可能パネル鈑金用で高さ調節が可能
・�・�脱着したバンパーをまとめて整理＆管理脱着したバンパーをまとめて整理＆管理

¥¥52,50052,500//セットセット

ハンガー組付け台
＋

バンパー＆小物入れラック

送料別途

商品説明動画商品説明動画

限定の特別セット！！限定の特別セット！！

栗田工業

送料別途

ルぺス

取説費・送料別途

（502661 0914）（502661 0914） （508603 0100）（508603 0100）



3※本誌掲載価格は全て税抜き価格となっております。消費税は別途申し受けます。　※商品またはご注文数量により、別途運賃が発生する場合があります。

■ KBワッシャー■ KBワッシャー
500g/袋

¥¥95,00095,000//セットセット

¥¥110,000110,000//セットセット

¥¥1,4001,400//袋袋
¥¥1,1001,100//袋袋

523 18φ
524 22φ

525 本体のみ

526ワゴン付セット

■ ブルドックスタッド溶接機■ ブルドックスタッド溶接機
BDBD--Y30Y30

530 531

■ ■ スパッタシートスパッタシート  
♯400 ハトメ無　黒♯400 ハトメ無　黒

調色時のコンプライアンスを調色時のコンプライアンスを
これ一台で解消。これ一台で解消。
コンパクトでリーズナブル、コンパクトでリーズナブル、
ミスト対策の決定版！！ミスト対策の決定版！！

調色コンパクトブース 調色コンパクトブース 
OT-51OT-51  

¥¥158,000158,000/ 台/ 台 ¥¥98,00098,000/ 台/ 台

ヨーロッパの自動車メーヨーロッパの自動車メー
カーが認めた高性能機！！カーが認めた高性能機！！
鉄・ステンレス・アルミ、鉄・ステンレス・アルミ、
薄板から中厚板まで対応。薄板から中厚板まで対応。

・スチールワイヤー
　0.6mm（5kg）付
・アルゴン流量計付

半自動溶接機半自動溶接機  
コンパクトミグコンパクトミグ  C201C201

コストパフォーマンスコストパフォーマンス
重視のスタンダード重視のスタンダード
半自動溶接機。半自動溶接機。

半自動溶接機半自動溶接機  
キューシーミグ190スマート キューシーミグ190スマート 
YMIYMI--190S190S

527

539 QH600-2B2H
（541578 0602）（541578 0602）

■ ■ 自動車補修用自動車補修用  
半自動溶接ワイヤ 半自動溶接ワイヤ 
ECEC--YGW16 【5kg】YGW16 【5kg】

（535316 1805）（535316 1805）

（535316 2205）（535316 2205）

（532151 1030）（532151 1030）

（532156 0000）（532156 0000）

ヤシマ ヤシマ

TTオリジナルカーボンヒーターオリジナルカーボンヒーター

¥¥6,8006,800//巻巻

¥¥5,5005,500//巻巻

528 0.6mm
（535325 0016）（535325 0016）

529 0.8mm
（535325 0017）（535325 0017）

¥¥250,000250,000/ 台/ 台

¥¥12,00012,000//枚枚

¥¥22,00022,000//枚枚 ¥¥6,0006,000// セットセット

小型・軽量小型・軽量
　エコノミー！　エコノミー！

■ ■ クイックヒーター（近赤短波） クイックヒーター（近赤短波） 
600600シリーズシリーズ

大都産業

名古屋マルヤマ

（530325 0190）（530325 0190）

（530802 0201）（530802 0201） （322453 0051）（322453 0051）

534 スパッタマスカースパッタマスカー  
YSM-114YSM-114  

（536112 0000）（536112 0000）

1000×1400mm

2枚入

テープで貼れるテープで貼れる
　火花養生用シート！　火花養生用シート！

炭素純度の高いフィラメントを発熱体に使用した、炭素純度の高いフィラメントを発熱体に使用した、
高効率カーボンランプヒーター。高効率カーボンランプヒーター。
放射率85％で赤外線放射性に優れ、放射率85％で赤外線放射性に優れ、
加熱の省エネに貢献します。加熱の省エネに貢献します。 536 2灯式  2灯式  

NEWベータマックスNEWベータマックス  
OT2B-600ⅡOT2B-600Ⅱ（541108 0201）（541108 0201）  

535 1灯式アルファ1灯式アルファ  
OT1B-600Ⅰ OT1B-600Ⅰ 

（541109 0000）（541109 0000）  

537 3灯式  3灯式  
ガンマファーストガンマファースト  
OT3B-1200ⅡOT3B-1200Ⅱ（541106 3120）（541106 3120）

¥¥65,00065,000/ 台/ 台

¥¥270,000270,000/ 台/ 台

1200ｍｍの1200ｍｍの
　超ワイドバンク！　超ワイドバンク！

独立スイッチ独立スイッチ
　200Ｖ仕様！　200Ｖ仕様！

移動が楽な移動が楽な
　後部キャスター！　後部キャスター！

シリーズシリーズ

533 1900×1920mm
（536127 1920）（536127 1920）

532 920×1920mm
（536126 1920）（536126 1920）

521 FINERⅡ-PLUS-G14FINERⅡ-PLUS-G14
（421125 0014）（421125 0014）

522 FINER-SPOT-G12 FINER-SPOT-G12 
カップ付カップ付（421126 0000）（421126 0000）

各各 ¥¥20,00020,000// セットセット

各各 ¥¥19,00019,000// セットセット

519 デビルビスデビルビス  LUNA2-RLUNA2-R
244/245/246244/245/246（421430 1010 ～）（421430 1010 ～）

明治機械

明治機械

CFTランズ

4ＧＦ-Ｕカップ4ＧＦ-Ｕカップ
サービス！！サービス！！

レギュレーターMARレギュレーターMAR
サービス！！サービス！！

カップ、樹脂フタ、カップ、樹脂フタ、
　　圧力ゲージ付き！！　　圧力ゲージ付き！！

140140丁丁

                    限定限定!!!! 6060丁丁

                    限定限定!!!!大特価大特価 大特価大特価

※掲載写真は、※掲載写真は、
　254です。　254です。

口径： 1.0/1.3 
1.5/1.8mm

口径： 1.4mm

口径： 1.2mm

¥¥36,00036,000/ 台/ 台

¥¥31,80031,800/ 台/ 台
¥¥59,80059,800/ 台/ 台

　各　各55台台

                    限定限定!!!!

送料別途

520 デビルビスデビルビス  LUNA2i-RLUNA2i-R
254/255254/255（421493 0001 ～）（421493 0001 ～）

2020台台

                    限定限定!!!!

518 AQUA ecoAQUA eco
（422167 0013）（422167 0013）

アネスト岩田

口径： 1.3mm

¥¥18,70018,700/ 丁/ 丁

手元圧力計サービス！！手元圧力計サービス！！

水性塗料・高粘度塗料水性塗料・高粘度塗料
対応スプレーガン！対応スプレーガン！

スプレーガン

538 QH600-1B1H-100V
（541578 0600）（541578 0600）



4 ※本誌掲載価格は全て税抜き価格となっております。消費税は別途申し受けます。　※商品またはご注文数量により、別途運賃が発生する場合があります。

自動車補修関連自動車補修関連

専用のガンとノズルで自動的に専用のガンとノズルで自動的に
2液が混ざって出てきます。2液が混ざって出てきます。

12本入

¥¥1,8001,800/ 本/ 本 ¥¥1,4001,400/ 袋/ 袋

¥¥4,3004,300/ 丁/ 丁

546 専用ガン

547 ミキシングノズル 50ml用
545 POLYMIX-REDライン 50ml

540 ジェットフローガン3ジェットフローガン3  シャーピー モービルシーラーシャーピー モービルシーラー
919 NEO919 NEO  ホワイトホワイト  

541

A007 際貼りテープA007 際貼りテープ
イーチャン40イーチャン40

551

■ POLYMIX■ POLYMIX

■ シャーピー ■ シャーピー 
スプレイアブルスプレイアブルⓇⓇＭＭ  

（370164 0050）（370164 0050）

（370165 0050）（370165 0050）

（370166 0050）（370166 0050）

40mm×20ｍ

※ご注文の際には、※ご注文の際には、
　サイズを　サイズを
　ご明記ください。　ご明記ください。

■ ■ TTオリジナルオリジナル  
ブルドックスポットカッターシリーズブルドックスポットカッターシリーズ

562 BD-8.2×150（1本入）
（536009 0082）（536009 0082）

563 BD-8.2×80（3本入）
（536010 0082）（536010 0082）

561 BD-10.0×100（2本入）
（536008 0010）（536008 0010）

560 BD-6.5×80（2本入）
（536007 0065）（536007 0065）

ハンダコテに取付けるだけで簡単溶着。ハンダコテに取付けるだけで簡単溶着。
クリップ・金属メッシュ・ファイバーテープ等をクリップ・金属メッシュ・ファイバーテープ等を
樹脂パーツ・バンパー等に溶着補強。樹脂パーツ・バンパー等に溶着補強。

各種エーミング対応はもちろん、各種エーミング対応はもちろん、
VIN（車体番号）コード読取、VIN（車体番号）コード読取、
自動診断ソフト起動、メーカーや自動診断ソフト起動、メーカーや
車種選択なく診断項目へ車種選択なく診断項目へ
ジャンプ可能な機能を装備。ジャンプ可能な機能を装備。

タイヤハウス廻り・アンダータイヤハウス廻り・アンダー
コート・ロッカーパネルに最適。コート・ロッカーパネルに最適。

シーラーの吹付もシーラーの吹付も
できるエアー圧式できるエアー圧式
コーキングガン。コーキングガン。

4種のノズルと5in14種のノズルと5in1
スクレーパーをスクレーパーを
標準装備！標準装備！

国産乗用車・国産トラック、国産乗用車・国産トラック、
輸入車の診断をこの一台に集約！！輸入車の診断をこの一台に集約！！

ドア廻り・インナーボディードア廻り・インナーボディー
エンジンルーム内に最適！！エンジンルーム内に最適！！

■月光金太郎■月光金太郎シリーズシリーズ
564 GK-KIN

（536038 0000）（536038 0000）

565 GK-KIN150
（536038 0150）（536038 0150）

切削油 月光切削油 月光  
GK-SUGK-SU

566

¥¥4,8804,880/ パック/ パック

¥¥8,3008,300/ パック/ パック

¥¥9,6009,600/ パック/ パック

¥¥4,3004,300/ パック/ パック

¥¥11,00011,000/ 足/ 足¥¥10,00010,000/ 足/ 足

¥¥10,00010,000/ 足/ 足
¥¥9,4009,400/ 足/ 足

¥¥9,7509,750/ 足/ 足

¥¥12,00012,000/ 足/ 足

¥¥9,1009,100// 本本

¥¥14,00014,000// 本本

¥¥12,00012,000/ セット/ セット

¥¥145,000145,000/ 台/ 台

¥¥27,00027,000/ 丁/ 丁 ¥¥4,8004,800/ 小箱/ 小箱

シャープ化学

シャープ化学

シャープ化学

日本ワグナー

（363421 0003）（363421 0003）
（340545 0001）（340545 0001）

（542378 0750）（542378 0750）
パートナー

¥¥2,9502,950/ 小箱/ 小箱

（536037 0000）（536037 0000）

553 特定整備認証スキャンツール特定整備認証スキャンツール
TPM-5TPM-5（557902 0005）（557902 0005）

ＹＢＣ

8巻入

パートナー

¥¥9,8009,800/ セット/ セット

破損箇所に最適！！破損箇所に最適！！

期間限定の期間限定の
　特別セット！！　特別セット！！

※イメージ※イメージ

ヒートガンヒートガン
フーノ750フーノ750549

使用例動画使用例動画

FX-601-1
S-MT10S

555     MIZUNO MIZUNO オールマイティオールマイティ  
HW22LHW22L

（605295 0250 ～）（605295 0250 ～）

557    PUMA  PUMA FuseMotion2.0FuseMotion2.0  
REDRED（605292 0250 ～）（605292 0250 ～）

558     PUMA PUMA FuseMotion2.0FuseMotion2.0  
BLUEBLUE（605293 0250 ～）（605293 0250 ～）

25.0～28.0cm
25.0～28.0cm

25.0～28.0cm

556     MIZUNO MIZUNO オールマイティオールマイティ  
LSLS

（605296 0250 ～）（605296 0250 ～）

25.0～28.0cm

25.0～28.0cm
25.0～28.0cm

559     PUMA  PUMA  
VELOCITY2.0 VELOCITY2.0 
ブラック×ホワイトブラック×ホワイト

（605290 0250 ～）（605290 0250 ～）

554     MIZUNOMIZUNO  オールマイティオールマイティ  
LSⅡ11LLSⅡ11L

（605294 0250 ～）（605294 0250 ～）

5本入

5本入
320ml

320ml

542 ホワイト
（340555 0001）（340555 0001） ¥¥5,7505,750/ 小箱/ 小箱

543 ブラック
（340555 0009）（340555 0009） ¥¥5,7505,750/ 小箱/ 小箱

544 グレー
（340555 0012）（340555 0012） ¥¥5,7505,750/ 小箱/ 小箱

メルトチップセットメルトチップセット  S-MT10S S-MT10S ＆＆
ＦＸ-601-1セットＦＸ-601-1セット

548
送料別途

各種送料別途

※イメージ※イメージ

¥¥4,3004,300/ 個/ 個

ドリルの先端に付けるだけで、切削力・ドリルの先端に付けるだけで、切削力・
耐久性・仕上がりが大幅にアップ！！耐久性・仕上がりが大幅にアップ！！
便利なペーストタイプ。便利なペーストタイプ。

120ｇ

550

イオン発生量が従来品の約2倍。イオン発生量が従来品の約2倍。
除電効果が大幅にアップし、作業効率が除電効果が大幅にアップし、作業効率が
向上。向上。

隙間からのゴミの吹き隙間からのゴミの吹き
出しやミストの入り込出しやミストの入り込
みを防ぐ！！みを防ぐ！！

イオンシャワーマグナム イオンシャワーマグナム 
MG-3000MG-3000  

¥¥29,80029,800/ 台/ 台

（653562 3000）（653562 3000）
（253751 0040）（253751 0040） 200mm×50ｍ

2巻入

（241145 0200）（241145 0200）

¥¥5,4805,480/ パック/ パック

D039 マルチマスカーD039 マルチマスカー552

（537901 0601）（537901 0601）

（537902 0010）（537902 0010）

送料別途

ツールプラネット

ビック・ツール

ビック・ツール

ビック・ツール



5※本誌掲載価格は全て税抜き価格となっております。消費税は別途申し受けます。　※商品またはご注文数量により、別途運賃が発生する場合があります。

580ミニアースキット ミニアースキット S-10S-10  
（536034 0010）（536034 0010）

579

お手持ちのアースクリップに端子を挟お手持ちのアースクリップに端子を挟
むだけ！ワッシャーの近くやラウンドむだけ！ワッシャーの近くやラウンド
面にもアース取りが可能。面にもアース取りが可能。

充電式ホットエアガン 充電式ホットエアガン 
DHAG180（本体）DHAG180（本体）

取替え式防じんマスクと直結式小型取替え式防じんマスクと直結式小型
防毒マスクの国家検定に合格。防毒マスクの国家検定に合格。
フィルタ又は吸収缶のどちらもフィルタ又は吸収缶のどちらも
取付可能。取付可能。

同心同軸上に3つのエレメントを同心同軸上に3つのエレメントを
持ち、これ一台でクリーンな持ち、これ一台でクリーンな
乾燥エアーを供給します。乾燥エアーを供給します。

防じん・防毒マスク 防じん・防毒マスク TW01SC WH MTW01SC WH M  
（603151 0103）（603151 0103）

583

LED充電式ワークライト LED充電式ワークライト 
OTGZ-213セットOTGZ-213セット（GZ-213+SH-131D）（GZ-213+SH-131D）

明るさ最大550ルー明るさ最大550ルー
メンで照射角自在のメンで照射角自在の
2軸可動式ライト。2軸可動式ライト。

¥¥6,8006,800/ セット/ セット ¥¥21,00021,000/ セット/ セット

¥¥6,2006,200/ 丁/ 丁

キーライトキーライト（SH-131D）（SH-131D）

1本サービス！！ 1本サービス！！ 

ローケン S-2000 ローケン S-2000 
（536041 2000）（536041 2000）

567 ポンプアップスプレー ポンプアップスプレー 
PUS-1000PUS-1000

569

NEWパワーガン NEWパワーガン 
（317820 0001）（317820 0001）

572 フラットコットンバフR150 フラットコットンバフR150 
（317366 0150）（317366 0150）

573

ストライプコットンバフR150 ストライプコットンバフR150 
（317367 0150）（317367 0150）

574

水性塗料温風式乾燥機水性塗料温風式乾燥機
QUICKQUICK--D AQUAⅢ D AQUAⅢ 570

アエロドライナミックス アエロドライナミックス 
DMG-620K(スタンドシステム仕様)DMG-620K(スタンドシステム仕様)

571

・スタンドシステム一式 
・DMG ガン× 2 台 
・延長ホース及びエアホース× 2 点

高演色ヘッドライト高演色ヘッドライト  
OTSDH-333HOTSDH-333H

LED投光器 LED投光器 
OTGZ-314セットOTGZ-314セット（GZ-314+TTR-06SV）（GZ-314+TTR-06SV）

576575 577

小型トーチ小型トーチ（TTR-06SV）（TTR-06SV）

1本サービス！！ 1本サービス！！ 

大型ワゴン車の大型ワゴン車の
天井面作業も楽々！！天井面作業も楽々！！

¥¥80,00080,000// セットセット

¥¥1,8501,850/ 個/ 個 ¥¥340340/ 個/ 個

¥¥490490/ 個/ 個

¥¥8,5008,500/ 個/ 個

¥¥8,5008,500/ 台/ 台

¥¥12,00012,000/ 個/ 個

¥¥36,80036,800/ 台/ 台

¥¥2,1602,160/ 枚/ 枚

¥¥4,5004,500/ 個/ 個

¥¥2,1602,160/ 枚/ 枚

ウエス・溶剤を大幅にウエス・溶剤を大幅に
削減できる加圧ポンプ削減できる加圧ポンプ
スプレー。スプレー。

¥¥85,00085,000/ 台/ 台 ¥¥750,000750,000/ 台/ 台

かがまずに立ったまま上部操作で「脚部伸縮+天場スライかがまずに立ったまま上部操作で「脚部伸縮+天場スライ
ド式」、業界初の足場台。ワイドに使えて収納はコンパクト！ド式」、業界初の足場台。ワイドに使えて収納はコンパクト！

ビック・ツール
（652205 1000）（652205 1000） （652210 0007）（652210 0007） 気高電機

CFTランズ ウジケ

ウジケ
（422261 0620）（422261 0620）

ジェントス
（544028 0213）（544028 0213）

（544030 0333）（544030 0333） （544071 0314）（544071 0314）

ジェントス ジェントス

（411140 0000）（411140 0000）

アース取付時間の短縮、アース取付時間の短縮、
移動もラクラク移動もラクラク！！！！

（542372 0180）（542372 0180）

京セラ

重松製作所 ピ  カ

（643327 0027）（643327 0027）

商品説明動画商品説明動画
暖色LED・白色LED搭暖色LED・白色LED搭
載で15通りの光を作載で15通りの光を作
りだせる。りだせる。

¥¥63,00063,000/ 台/ 台

オイルミストやオイルミストや
水滴・不純物を除去！！水滴・不純物を除去！！

電荷中和剤電荷中和剤
パーティクルコントロールパーティクルコントロール  
PC-1943PC-1943

568

マルチドライフィルターマルチドライフィルター
T-105A-1000T-105A-1000

578

1000ml
18.92ℓ

散布することで、散布することで、
ホコリとミスト等の電荷を中和。ホコリとミスト等の電荷を中和。

¥¥15,00015,000/ 本/ 本

大風量の大風量の
　温風乾燥を実現！！　温風乾燥を実現！！

トルネード効果でトルネード効果で
ホコリやゴミを掻きだす！！ホコリやゴミを掻きだす！！

150φ×27φ×t15mm

150φ×27φ×t15mm

最も速く、効率の良い、究極のエアー最も速く、効率の良い、究極のエアー
乾燥技術を用いた水性塗料乾燥用乾燥技術を用いた水性塗料乾燥用
エアードライヤーガン。エアードライヤーガン。

586 四脚アジャスト式足場台 四脚アジャスト式足場台 
DXPDXP--SX120A 【上部操作タイプ】SX120A 【上部操作タイプ】

送料別途
（652357 1943）（652357 1943）

581 充電池 B-1860LA
（507904 1860）（507904 1860）

582 充電器 UBC-1802L
（542373 1802）（542373 1802）

¥¥19,55019,550/ 個/ 個

¥¥8,4008,400/ 個/ 個

イスコ

ネキスト

1010セットセット

                    限定限定!!!!

（602232 0002）（602232 0002）

（603235 0000）（603235 0000）

584 防じん用
T2フィルタ

585 防毒用防毒用
吸収缶 X/OV有機ガス用吸収缶 X/OV有機ガス用
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マルテー特選機器・用品マルテー特選機器・用品

工業塗装関連工業塗装関連

使用前

使用後940mm×30ｍ

t4mm×800mm×10m

598 緑
（653133 0004）（653133 0004）

594 100（60～120℃）
（653135 0100）（653135 0100）

599 黒
（653133 0009）（653133 0009）

595 150（120～180℃）
（653135 0150）（653135 0150）

■■ スーパーダストキャッチネット スーパーダストキャッチネット  
SM-66【粘着付】SM-66【粘着付】

■  耐熱ダストキャッチシート■  耐熱ダストキャッチシート
メイテック

メイテック■ 保水マット N■ 保水マット N

スポットクーラー スポットクーラー 
KES251SMFBKES251SMFB

601

604 ダイアフラムポンプ ダイアフラムポンプ 
DPSDPS--90E90E

605 液体塗装機 液体塗装機 AIRMIXポンプ・ガンセットAIRMIXポンプ・ガンセット
（XCITE120+EOS10-C18）（XCITE120+EOS10-C18）

■■ 溶接ヒュームコレクター  溶接ヒュームコレクター すいとろー君すいとろー君

※掲載写真は※掲載写真は
　HTW-30LA3です。　HTW-30LA3です。

工場扇用装着ミスト工場扇用装着ミスト
スピードキットスピードキット602

■■     ウイルス・抗菌フィルムウイルス・抗菌フィルム  
リケガードVリケガードV

587    吸塵式ダブルアクションサンダー  吸塵式ダブルアクションサンダー 
914LDT-MPS914LDT-MPS

（502652 0914）（502652 0914）

600 ポータブル電動バキュームリフターポータブル電動バキュームリフター
GRABOGRABO 603 ハンドペール缶ポンプ ハンドペール缶ポンプ 

CH070905CH070905(有機溶剤対応)(有機溶剤対応)

各各 ¥¥65,00065,000/ 本/ 本各各 ¥¥53,00053,000/ 本/ 本

¥¥42,00042,000/ 個/ 個

¥¥85,00085,000/ 台/ 台 ¥¥350,000350,000/ 台/ 台

¥¥62,00062,000/ 台/ 台 ¥¥4,8004,800/ セット/ セット ¥¥13,00013,000/ 本/ 本

¥¥56,00056,000/ 本/ 本 ¥¥69,00069,000/ 組/ 組

596 2m×30ｍ
（653132 0066）（653132 0066）

597 1m×30ｍ（2本）
（653132 1066）（653132 1066）

¥¥910,000910,000/ 台/ 台

¥¥1,710,0001,710,000/ 台/ 台

607 HTS-10LA2-RE（シングルタンク）
（331207 0001）（331207 0001）

608 HTW-30LA3（ダブルタンク）
（331207 0002）（331207 0002）

¥¥5,8005,800/ 巻/ 巻

¥¥800800/ 枚/ 枚

609 10cm×3m巻
（607907 0100）（607907 0100）

610 A4サイズ
（607907 0004）（607907 0004）

自在クリップで自在クリップで
工場扇とホース挟むだけ！工場扇とホース挟むだけ！

塗料室内面を鏡面加工、塗料室内面を鏡面加工、
短時間での色替え・短時間での色替え・
洗浄が可能！！洗浄が可能！！

溶接ヒュームを溶接ヒュームを
逃さずに強力吸引！！逃さずに強力吸引！！

安心安全のSIAA安心安全のSIAA
(抗菌製品技術協議会)(抗菌製品技術協議会)
認定フィルム！！認定フィルム！！

有機溶剤対応！有機溶剤対応！
一斗缶からドラム缶まで一斗缶からドラム缶まで！！！！

エアの接続だけで使えるエアの接続だけで使える
オールインワンモデル。オールインワンモデル。
吹き返しが少なく、吹き返しが少なく、
高塗着効率を実現、高塗着効率を実現、
操作性も抜群。操作性も抜群。

オール板金筐体をオール板金筐体を
採用した堅牢性の採用した堅牢性の
高いスポットクーラー。高いスポットクーラー。

明治機械

（562206 0000）（562206 0000） （542601 0000）（542601 0000） （542709 0000）（542709 0000） （321114 0000）（321114 0000）

（424114 0090）（424114 0090） （445450 0000）（445450 0000） （331118 6010）（331118 6010）

乾燥炉やプレヒート乾燥炉やプレヒート
ゾーンで再飛散をゾーンで再飛散を
防げます。防げます。

スイッチ1つでスイッチ1つで
瞬時に吸着＆リリース！瞬時に吸着＆リリース！

工場内に浮遊する工場内に浮遊する
粉じんや糸くず等を粉じんや糸くず等を
付着・捕集可能。付着・捕集可能。

マットに散水、保水させて床面に落下した粉塵の舞いマットに散水、保水させて床面に落下した粉塵の舞い
上がりを防止。蒸発した水が空中の粉じんを減少。上がりを防止。蒸発した水が空中の粉じんを減少。

ワキタ

乾湿同時吸引クリーナー 乾湿同時吸引クリーナー 
JX-6010HEPA+袋詰JX-6010HEPA+袋詰

606

¥¥514,000514,000/ 台/ 台

溶接作業場向けクリーナー。溶接作業場向けクリーナー。
粉塵も水もそのままパワフル吸引。粉塵も水もそのままパワフル吸引。
HEPAフィルター（2次側）付。HEPAフィルター（2次側）付。

591     ミニポリッシャーミニポリッシャー  
723-OT723-OT

（504642 0723）（504642 0723）

590     ベルトサンダーベルトサンダー  
212-OT212-OT

（503755 0212）（503755 0212）

¥¥24,00024,000/ 台/ 台 ¥¥17,00017,000/ 台/ 台

¥¥22,80022,800/ 台/ 台

5050台台

                    限定限定!!!!

送料別途
送料別途

送料別途

送料別途

アバント

送料別途

テラル

送料別途

リケンテクノス

※製造元：リケンテクノス株式会社※製造元：リケンテクノス株式会社

三立機器

数量限定

アネスト岩田

ハーフェレ

メイテック

588     吸塵式ミニオービタルサンダー吸塵式ミニオービタルサンダー  
813CD-OT813CD-OT

（502136 0813）（502136 0813）

¥¥25,90025,900/ 台/ 台

589     非吸塵式ミニオービタルサンダー 非吸塵式ミニオービタルサンダー 
813C-OT813C-OT

（502137 0813）（502137 0813）

¥¥22,60022,600/ 台/ 台
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 塗装用マスキングテープ 塗装用マスキングテープ  No.2020T No.2020T 
（253408 0009 ～）（253408 0009 ～）

照射後

照射前

10枚入/袋

TT一斗缶内容器一斗缶内容器612 TTペール缶内容器ペール缶内容器613
18L18L

素地が鉄でも素地が鉄でも
非鉄でも非鉄でも
測定できます。測定できます。

上下吸入による効率の良い撹拌を上下吸入による効率の良い撹拌を
実現する画期的な羽根のない撹拌機。実現する画期的な羽根のない撹拌機。

ポータブルなプローブポータブルなプローブ
一体型膜厚計。一体型膜厚計。
素地金属を自動で判別素地金属を自動で判別
し測定。バックライトでし測定。バックライトで
暗所での測定も可能。暗所での測定も可能。

鉄素地上の皮膜を鉄素地上の皮膜を
より迅速、より迅速、
正確に測定。正確に測定。

40mmのベーンセンサー40mmのベーンセンサー
内蔵。内蔵。
体感温度(Windchill)体感温度(Windchill)
演算機能付。演算機能付。

デュアルタイプ膜厚計デュアルタイプ膜厚計  
LZ-990LZ-990

622 デュアルタイプ膜厚計デュアルタイプ膜厚計  
SAMAC-FNSAMAC-FN

623 電磁式膜厚計電磁式膜厚計  
SAMAC-FSAMAC-F

624ポケットラインポケットライン
ベーン式風速計ベーン式風速計  410-2410-2

621

・一斗缶／ペール缶用・一斗缶／ペール缶用
・シャフト長さ：324mm・シャフト長さ：324mm

616 TTウルトラボールマザールウルトラボールマザール
MAMA--P（固定式）P（固定式）（507118 0001）（507118 0001）

617 TTウルトラボールラッカーマザールウルトラボールラッカーマザール  
ADR-65ADR-65（エアー式）（エアー式）（507118 0000）（507118 0000）

二段式缶スタンド二段式缶スタンド
角型角型

611

ハンドクリーナータオルハンドクリーナータオル
スクラブ72スクラブ72625

処理前 処理後

628 溶剤塗料固化剤溶剤塗料固化剤627 水性塗料固化剤 水性塗料固化剤 
18L18L

¥¥14,50014,500/ 台/ 台

¥¥113,000113,000/ 台/ 台 ¥¥99,00099,000/ 台/ 台¥¥128,000128,000/ 台/ 台¥¥23,00023,000/ 台/ 台

¥¥4,3004,300/ 袋/ 袋 ¥¥3,6003,600/ 袋/ 袋

¥¥56,00056,000/ 台/ 台

各各 ¥¥180,000180,000/ 台/ 台

10枚入/袋

¥¥3,3603,360/ 缶/ 缶 ¥¥1,6801,680/ 本/ 本

618 TTウルトラボールマザールミニウルトラボールマザールミニ
（エアー式）（エアー式）（507119 0000）（507119 0000）

・手持ち用・手持ち用
・シャフト長さ：550mm・シャフト長さ：550mm

・手持ち用・手持ち用
・シャフト長さ：564mm・シャフト長さ：564mm

350ml

肌に優しい植物オイル肌に優しい植物オイル
配合で、手にうるおいを。配合で、手にうるおいを。

処理する塗料に対して適量を投入して、混ぜるだけ。処理する塗料に対して適量を投入して、混ぜるだけ。
処理後の固形物は廃プラスチックとして廃棄可能。処理後の固形物は廃プラスチックとして廃棄可能。

¥¥17,60017,600/ 缶/ 缶 ¥¥26,40026,400/ 缶/ 缶

塗料・インク除去ハンドクリーナー塗料・インク除去ハンドクリーナー
CT CleanerCT Cleaner626

（321205 0000）（321205 0000）
（321236 0018）（321236 0018） （320313 0000）（320313 0000）

619 イエロー
（544006 0015）（544006 0015）

620 グリーン
（544007 0015）（544007 0015）

■■     ハンディHIDパーティクルライトハンディHIDパーティクルライト  
LM-PCL15LM-PCL15

■■     スーパー柔軟 スーパー柔軟 
フッ素ホースフッ素ホース

（552861 4102）（552861 4102） （550315 0990）（550315 0990） （550535 0000）（550535 0000） （550537 0000）（550537 0000）

（371347 0072）（371347 0072） （371341 0350）（371341 0350）
（561139 1018）（561139 1018） （561138 0018）（561138 0018）

シャフトとシャフトと
ボールが一体化！ボールが一体化！

¥¥89,60089,600/ 台/ 台

¥¥54,00054,000/ 台/ 台

小分けが楽にできる小分けが楽にできる
スイング式スタンド。スイング式スタンド。

付着したホコリや付着したホコリや
傷をチェック。傷をチェック。

サンコウ電子

サンコウ電子ケット化学

テストー

20m

592

大特価大特価長さ：18m

幅：9・12・15・18・20・24・30・40・50mm

安定感に優れる自安定感に優れる自
立式で設置・移動立式で設置・移動
も容易。重ねてコも容易。重ねてコ
ンパクトに収納。ンパクトに収納。

飛沫防止パーテーション飛沫防止パーテーション593
（607905 0000）（607905 0000）

W490×H652×D116mm

¥¥8,0008,000/ セット/ セット

高い透明度で高い透明度で
　圧迫感・違和感ナシ！！　圧迫感・違和感ナシ！！

30 ｍｍの注ぎ口へ30 ｍｍの注ぎ口へ
楽々入る。楽々入る。

72枚入

八興

614 E-SJ-4
（424609 0402）（424609 0402）

615 E-SJ-6
（424609 0602）（424609 0602）

¥¥11,00011,000/ 本/ 本

¥¥16,50016,500/ 本/ 本

5枚入

エバー商会

サンプル依頼サンプル依頼
　　　承ります！！　　　承ります！！

コンパクト
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工業塗装関連工業塗装関連

※本誌掲載価格は設置工事及び運送費等は含まれません。その他乾燥炉における別途工事（1次側電気・1次側ガス・ダクト関係・その他追加工事）も含まれておりませんので予めご了承ください。
※本誌掲載価格は全て税抜き価格となっております。消費税は別途申し受けます。　※本誌に掲載されている商品は、お近くのT特約販売店でお求めください。
※商品数には限りがございますので、予めご了承ください。

熱風循環式乾燥装置熱風循環式乾燥装置
ガス仕様ガス仕様  （657902 0000）（657902 0000）

629

■ ■ 乾式塗装ブース用排気フィルター 乾式塗装ブース用排気フィルター 
ヤシ繊維 EFフィルターヤシ繊維 EFフィルター

粉体塗装機粉体塗装機
スプリントXEAF標準セットスプリントXEAF標準セット

（445654 0000）（445654 0000）

631

¥¥3,980,0003,980,000/ 台/ 台

¥¥498,000498,000/ 台/ 台

¥¥810,000810,000// セットセット

632 25×500×500mm
（650716 0025）（650716 0025）

633 35×500×500mm
（650716 0035）（650716 0035）

小型移動式小型移動式
溶接作業用！！溶接作業用！！

粉体塗装のあらゆる粉体塗装のあらゆる
ニーズに対応！！ニーズに対応！！

各種安全回路を標準装備！各種安全回路を標準装備！
　　優れたメンテナンス性！　　優れたメンテナンス性！
　　　フリーサイズ設計＆施工！　　　フリーサイズ設計＆施工！！！

炉内寸法：W2000×H2000×L2000mm
温度：200℃ MAX

本日▶4月末日 迄

期間限定
工業塗装版

PARTⅡPARTⅡ

（本体のみ）（本体のみ）
634 50×500×500mm

（650716 0050）（650716 0050）

各種送料別途

日本ワグナー

運送費・設置費・ダクト工事別途

一次側電気工事・一次側ガス工事別途

  →1ケース  →1ケース（40枚)（40枚)をを
3737枚分枚分の価格でご提供の価格でご提供！！！！

    →1ケース→1ケース（30枚)（30枚)をを
2727枚分枚分の価格でご提供の価格でご提供！！！！

    →1ケース→1ケース（60枚)（60枚)をを
5757枚分枚分の価格でご提供の価格でご提供！！！！

各種大特価各種大特価

小型ヒューム 小型ヒューム 
コレクターコレクター  FD-10FD-10  

（657901 0000）（657901 0000）

630
燃えにくく、目詰まりもしに燃えにくく、目詰まりもしに
くく、漏れにくい。くく、漏れにくい。
火消し機構内蔵。火消し機構内蔵。

天然植物繊維で環境に優しい。天然植物繊維で環境に優しい。
抜群のコストパフォーマンスで、抜群のコストパフォーマンスで、
使い易い !使い易い !

アマノ

33台台限定限定!!!!

キャンペーン特別企画
豪華景品が豪華景品が
 当たる！ 当たる！

ユーザー様対象

マスケット

高速弁当箱

プラスチックマスク

オゾン除菌消臭器

iRobot ロボットクリーナー

バルミューダ トースター

ドローン

VR Pico G2 4K

11回の発注で回の発注で1010 万円万円 をを
お買い上げ頂くとお買い上げ頂くと11回分の回分の
抽選にエントリーされ抽選にエントリーされますます！！
ご当選者は、後日発表ご当選者は、後日発表
いたしますのでお楽しみにいたしますのでお楽しみに！！

※�景品の画像はイメージです。実際の景品と機種・色等が異なる場合が�※�景品の画像はイメージです。実際の景品と機種・色等が異なる場合が�
ございますので予めご了承くださいございますので予めご了承ください
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