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本日▶4月末日迄
期 間 限 定

建築版

豪華景品が豪華景品が
 当たる！ 当たる！

キャンペーン特別企画

ユーザー様対象

マスケット

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

PARTⅡPARTⅡ

ドローン

めでたい刷毛

プラスチックマスク

VR Pico G2 4K

バルミューダ トースター 高速弁当箱

古来から馬毛は「幸福を呼び戻す」古来から馬毛は「幸福を呼び戻す」
「願い事がかなう」など幸福の象徴「願い事がかなう」など幸福の象徴
でありました。でありました。
そんな馬毛をふんだんに使用したそんな馬毛をふんだんに使用した
マルテー大塚の一級品に日本有数マルテー大塚の一級品に日本有数
の漆芸の産地である会津塗りの伝の漆芸の産地である会津塗りの伝
統技法を施しました。統技法を施しました。

11回の発注で回の発注で 刷毛刷毛11万円万円
もしくは、もしくは、ローラーローラー33万円万円
もしくは、もしくは、その他の商品その他の商品1010万円万円 をを
それぞれお買い上げ頂くとそれぞれお買い上げ頂くと11回分の抽選にエントリーされます！回分の抽選にエントリーされます！
ご当選者は、後日発表いたしますのでお楽しみに！ご当選者は、後日発表いたしますのでお楽しみに！

20212021

オゾン除菌
消臭器

iRobot ロボットクリーナー



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。

か みし ら

ウェーブ化繊刷毛同等の含み性能を

持つ特殊ストレート化繊刷毛
ウェーブ化繊刷毛同等の含み性能を

持つ特殊ストレート化繊刷毛

10号10号 …  … ¥¥1,2201,220
15号15号 …  … ¥¥1,4101,410
20号20号 …  … ¥¥1,7301,730

耐溶剤性抜群耐溶剤性抜群！！！！

■■��プラグレプラグレⓇⓇ

　ハード　ハード

30mm30mm …  … ¥¥400400
40mm40mm …  … ¥¥500500
50mm50mm …  … ¥¥600600

■■��プラグレプラグレⓇⓇ

30mm30mm …  … ¥¥470470
40mm40mm …  … ¥¥570570
50mm50mm …  … ¥¥680680

23
24
25

筋�違

20
21
22

筋�違

筋�違

8
9
10

24mm24mm …  … ¥¥150150
30mm30mm …  … ¥¥160160

24mm24mm …  … ¥¥140140
30mm30mm …  … ¥¥150150

か みし ら

ウェーブ化繊刷毛同等の含み性能を

持つ特殊ストレート化繊刷毛
ウェーブ化繊刷毛同等の含み性能を

持つ特殊ストレート化繊刷毛

41
42

39
40

目地�筋違

目地�平

30mm30mm …  … ¥¥300300
40mm40mm …  … ¥¥360360
50mm50mm …  … ¥¥440440

32
33
34

筋�違

1 15号15号 …  … ¥¥910910
筋�違

ダメ込み

※同一商品・同サイズに限ります　※同一商品・同サイズに限ります　※※「団結Ⅱ」「団結Ⅱ」「GY化繊」「特売金具トジ刷毛」は対象外となります「GY化繊」「特売金具トジ刷毛」は対象外となります

1,0001,000 本本限定限定！！

水性塗料用刷毛水性塗料用刷毛

全て樹脂製の全て樹脂製の
　画期的な刷毛！！　画期的な刷毛！！

し  ろ ぼ  し

●�バランスの良い�
滑らかな塗り感
●�優れた塗料含み
●�均一な塗料の吐出し
●�耐溶剤性抜群

■■��プラグレプラグレⓇⓇ

　スーパーハード　スーパーハード

30mm30mm …  … ¥¥470470
40mm40mm …  … ¥¥570570
50mm50mm …  … ¥¥680680

26
27
28

筋�違

伯 爵
ニス・ステインにもニス・ステインにも！！

10号10号 …  … ¥¥1,2401,240
15号15号 …  … ¥¥1,5201,520
20号20号 …  … ¥¥1,9601,960

17
18
19

筋�違 （103530 0010～）（103530 0010～）

（102741 0030～）（102741 0030～）

（104505 0024～）（104505 0024～）

（104509 0024～）（104509 0024～）

（102001 0030～）（102001 0030～） （102002 0030～）（102002 0030～） （102003 0030～）（102003 0030～）

（103563 0010～）（103563 0010～）

ⅡⅡ

10＋1刷 毛刷 毛 下記掲載の刷毛どれでも一括下記掲載の刷毛どれでも一括1010本本
お買い上げに付きお買い上げに付き、、11本本 サービスサービス！！！！

10号10号 …  … ¥¥1,6201,620
15号15号 …  … ¥¥1,8801,880
20号20号 …  … ¥¥2,1602,160

筋�違

2
3
4

（102721 0010～）（102721 0010～）

水性速乾塗料が水性速乾塗料が
塗れる獣毛刷毛塗れる獣毛刷毛！！

特殊製法による特殊製法による
優れたダメ込み性優れたダメ込み性！！！！

15号15号 …  … ¥¥1,8501,850
20号20号 …  … ¥¥2,0602,060

11
12

筋�違 （102761 0015～）（102761 0015～）

24mm24mm …  … ¥¥300300
30mm30mm …  … ¥¥340340
40mm40mm …  … ¥¥420420
50mm50mm …  … ¥¥480480

銅�巻 （102745 0024～）（102745 0024～）

36
37
38

35

塗料含みに優れた塗料含みに優れた

　耐久性抜群の化繊刷毛
　耐久性抜群の化繊刷毛！！

（107918 0015）（107918 0015）

▲商品説明の動画を▲商品説明の動画を
　ご覧頂けます。　ご覧頂けます。

弱溶剤塗料に最適弱溶剤塗料に最適

10号10号 …  … ¥¥360360
15号15号 …  … ¥¥440440
20号20号 …  … ¥¥490490

筋�違

29
30
31

（101755 0010～）（101755 0010～）

ダメ込み用�

ダメ込み用�

溶剤塗料用�

溶剤塗料用�

溶剤塗料用�

溶剤塗料用�溶剤塗料用�

水性塗料用�

水性塗料用�

水性塗料用�

水性塗料用�水性塗料用�

大好評、団結刷毛シリーズに
大好評、団結刷毛シリーズに

ウェーブ繊維の水性刷毛が登場
ウェーブ繊維の水性刷毛が登場！！！！

かぶりのかぶりの
 良さなど 良さなど
  性能抜群  性能抜群！！！！

黄金黄金GPGP 水性塗料用�

筋�違 （102739 0015～）（102739 0015～）

15mm15mm …      …     ¥ ¥ 395395
30mm30mm …      …     ¥ ¥ 735735
40mm40mm …      …     ¥ ¥ 975975
50mm50mm …  … ¥¥1,1401,140

14

13

15
16

10号10号 …  … ¥¥1,4201,420
15号15号 …  … ¥¥1,6401,640
20号20号 …  … ¥¥1,8501,850

5
6
7

筋�違

ウェーブ化繊ウェーブ化繊
同等の含み性能同等の含み性能！！！！

●�ストレート化繊刷毛ながら、●�ストレート化繊刷毛ながら、
ウェーブ化繊刷毛と�ウェーブ化繊刷毛と�
同等の含み性能同等の含み性能
●�均一な塗料の吐き出しと�●�均一な塗料の吐き出しと�
毛のまとまりにより、ダメ込み・毛のまとまりにより、ダメ込み・
隅切り作業に高い性能を発揮隅切り作業に高い性能を発揮

（102746 0010～）（102746 0010～）

水性塗料用�



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。

二液君二液君

筑�波�ダメ込み はやて

30mm30mm …  … ¥¥420420
40mm40mm …  … ¥¥550550
50mm50mm …  … ¥¥740740

61
62
63

筋�違

30mm30mm …  … ¥¥230230
40mm40mm …  … ¥¥280280
50mm50mm …  … ¥¥340340

43
44
45

筋�違

筋�違

大好評につき再登場！大好評につき再登場！

塗料含みバツグン塗料含みバツグン！！

手摺・Cチャン鋼手摺・Cチャン鋼

にも塗りやすいにも塗りやすい！！
使いやすい使いやすい
長柄タイプ長柄タイプ！！ 入り隅など入り隅など

細かいところも細かいところも

きちっと塗れるきちっと塗れる！！

まとまり・まとまり・
塗料含みバツグン塗料含みバツグン！！ 驚異の塗り味驚異の塗り味！！

10号10号 …  … ¥¥1,4701,470
15号15号 …  … ¥¥1,8301,830
20号20号 …  … ¥¥2,2202,220

52
53
54

筋�違

10号10号 …  … ¥¥370370
15号15号 …  … ¥¥460460
20号20号 …  … ¥¥570570

55
56
57

筋�違

8号8号 …  … ¥¥1,1201,12068
目地�筋違30mm30mm …  … ¥¥330330

40mm40mm …  … ¥¥380380
64
65

筋�違

兼 続兼 続

30mm30mm …  … ¥¥330330
40mm40mm …  … ¥¥380380

66
67

筋�違

2インチ2インチ …  … ¥¥220220
3インチ3インチ …  … ¥¥280280

69
70

短�柄

10本入/袋
10本入/袋

■■��GY化繊GY化繊

30mm30mm …  … ¥¥1,9801,980// 袋袋

40mm40mm …  … ¥¥2,3002,300 // 袋袋

50mm50mm …  … ¥¥2,6002,600 // 袋袋

8号8号 …  … ¥¥1,0001,000 // 袋袋

10号10号 …  … ¥¥1,2001,200 // 袋袋

30mm30mm …  … ¥¥2,3002,300 // 袋袋

40mm40mm …  … ¥¥2,8002,800 // 袋袋

50mm50mm …  … ¥¥3,4003,400 // 袋袋

71
72
73

74
75

76
77
78

筋違�金具型 目地�平
筋違�金具型

10本入り！超お買い得刷毛！10本入り！超お買い得刷毛！ TTマルチカバー�マルチカバー�下げ缶用下げ缶用

¥¥510510// 袋袋

容器の容器の持ち手を立てた持ち手を立てた
まままま、簡単にカバーが、簡単にカバーが
できます。できます。

79

被せるだけで被せるだけで
　らくらく養生！　らくらく養生！

※イメージ※イメージ

20枚入/袋

ハンドルは1本でOK!
ヘッド部を交換して使用
できる新時代の刷毛。
丈夫で長持ちのアルミ
ハンドルに「伯爵」

「伝翔」のヘッドをご用意！

WEBフェア限定商品

（101727 0010～）（101727 0010～）（103526 0010～）（103526 0010～）

（100946 0030～）（100946 0030～）

（107919 0010～）（107919 0010～）

（101761 0030～）（101761 0030～）

（101866 0030～）（101866 0030～） （101867 0030～）（101867 0030～） （105503 0020～）（105503 0020～）

（104016 0008）（104016 0008）

（107910 0030～）（107910 0030～） （107912 0008～）（107912 0008～） （107916 0030～）（107916 0030～）

（247901 0002）（247901 0002）

告 知

■■特売金具トジ刷毛特売金具トジ刷毛

10号10号   …… ……  ¥¥295295
15号15号   …… ……  ¥¥355355
20号20号   …… ……  ¥¥445445

47

46

48

団結団結
8号8号   …… ……  ¥¥30530549

10号10号   …… ……  ¥¥14514550

10号10号   …… ……  ¥¥19019051

隅�切

目地�平

目地�筋

豊富なカラーバリエーション！豊富なカラーバリエーション！

ヘッド交換式で経済的！ヘッド交換式で経済的！

滑らかな腰で作業性抜群
滑らかな腰で作業性抜群！！

ヘッドを交換ヘッドを交換
できる新時代の刷毛！できる新時代の刷毛！ WEBフェア開催期間：

4/1～4/30
本商品はWEBフェア限定
商品となります。
WEBフェアへのアクセス
についてはP20をご覧
ください。

（107922 0010）（107922 0010）

（107921 0010）（107921 0010）

（107920 0008）（107920 0008）

ダメ込み用�

隅切用�

溶剤塗料用�

溶剤塗料用�溶剤塗料用�

溶剤塗料用�溶剤塗料用�

溶剤塗料用�

溶剤塗料用� 溶剤塗料用�溶剤塗料用�

塗料含み・吐き出しを塗料含み・吐き出しを

重視した滑らかな塗り感
重視した滑らかな塗り感！！

筋�違 （100950 1030～）（100950 1030～）

溶剤塗料用�

30mm30mm …      …     ¥ ¥ 835835
40mm40mm …      …     ¥ ¥ 970970
50mm50mm …  … ¥¥1,1101,110

58
59
60

OSOS金駒金駒

水性塗料用�

BKBKラスターラスターNN
溶剤塗料用�
水性塗料用�



6inch6inch …… ……  ¥¥300300805,000 本限定！

膜厚の確保・塗料の伸びが良く
膜厚の確保・塗料の伸びが良く

飛散や毛抜けが少ない！
飛散や毛抜けが少ない！

毛丈13mm

※同一商品・同サイズに限ります※同一商品・同サイズに限ります　　※※「団結ローラー」「「団結ローラー」「団結ミニローラー団結ミニローラー」は対象外となります」は対象外となります

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。

毛羽が出にくく作業性抜群！毛羽が出にくく作業性抜群！

4inch4inch … …¥¥460460
6inch6inch …  … ¥¥510510 6inch6inch …  … ¥¥510510

6inch6inch …  … ¥¥510510

6inch6inch …  … ¥¥540540
4inch4inch … …¥¥480480
6inch6inch …  … ¥¥540540

83
84 88

87

89

6inch6inch    ¥¥270270101

6inch6inch    ¥¥24024099

6inch6inch    ¥¥240240100

6inch6inch    ¥¥24024098

85
86

毛丈15mm

毛丈13mm

毛丈8mm

毛丈14mm

毛丈20mm

毛丈20mm

毛丈30mm毛丈25mm

ピーチ外装用

塗料の飛散が驚異的に少ない！塗料の飛散が驚異的に少ない！

6inch6inch …  … ¥¥240240

6inch6inch …  … ¥¥240240 6inch6inch …  … ¥¥240240

6inch6inch …  … ¥¥240240

6inch6inch …  … ¥¥340340105

103 104

102

106

毛丈10mm

毛丈25mm毛丈18mm

毛丈13mm

毛丈7mm

なじみが速くなじみが速く
低飛散！低飛散！

ピーチ外装用

ピーチ外装用

▲商品説明の動画を▲商品説明の動画を
　ご覧頂けます。　ご覧頂けます。

3inch3inch …… ……  ¥¥600600/袋/袋

4inch4inch …… ……  ¥¥600600/袋/袋

81

82毛丈13mm

団結団結
ミニローラーミニローラー

5本入/袋

泡・抜け毛の少ない特殊加工泡・抜け毛の少ない特殊加工

内装・外装、内装・外装、
幅広く使える！幅広く使える！

スモールローラー Bスモールローラー B

毛丈12mm

4inch4inch …  … ¥¥300300
6inch6inch …  … ¥¥320320

4inch4inch …  … ¥¥300300
6inch6inch …  … ¥¥320320

114
115

110
111

4inch4inch … …¥¥460460
6inch6inch …  … ¥¥510510

112
113

毛丈13mm

特許取得済

（140330 0004～）（140330 0004～） （143131 0004～）（143131 0004～）（144130 0004～）（144130 0004～）

（143435 0006）（143435 0006）

（143434 0006）（143434 0006）

（155529 0006）（155529 0006） （155530 0006）（155530 0006）

（155528 0006）（155528 0006）

（155531 0006）（155531 0006） （155532 0006）（155532 0006）

（143433 0006）（143433 0006）

（144230 0004～）（144230 0004～） （144231 0004～）（144231 0004～）

（157903 0003～）（157903 0003～）

（1本あたり￥120）（1本あたり￥120）

（1本あたり￥120）（1本あたり￥120）

（157901 0001）（157901 0001）

10＋1ローラーローラー 下記掲載のローラーどれでも一括下記掲載のローラーどれでも一括 1010本本

お買い上げに付きお買い上げに付き、、11本本 サービスサービス！！！！

9inch9inch …  … ¥¥540540
107

108

毛丈13mm
ワンタッチウーローラーワンタッチウーローラー

ワンタッチ Wonderワンタッチ Wonder

レギュラー

レギュラー

（140350 0009）（140350 0009）

（144215 0009）（144215 0009）

9inch9inch …  … ¥¥540540
  ¥¥300300

完全密封構造で、完全密封構造で、
  塗料モレを防止!  塗料モレを防止!

毛丈20mm
（152030 1406～）（152030 1406～）

抜群の耐久性を誇る外装用ローラー！抜群の耐久性を誇る外装用ローラー！
（155629 0006～）（155629 0006～）

ピーチ外装用

耐久性に優れヘタリにくい！耐久性に優れヘタリにくい！

6inch6inch    ¥¥27027097

6inch6inch    ¥¥24024095

6inch6inch    ¥¥24024096

6inch6inch    ¥¥24024094
毛丈14mm

毛丈30mm毛丈25mm

毛丈20mm

4inch4inch    ¥¥460460
6inch6inch    ¥¥510510

4inch4inch    ¥¥460460
6inch6inch    ¥¥510510

90
91

92
93

毛丈6mm 毛丈11mm
（143830 0004～）（143830 0004～）

キメ細かく最上級の仕上がり！キメ細かく最上級の仕上がり！

109 ワンタッチワンタッチ
ローラーハンドルローラーハンドル

（163135 0000）（163135 0000）

毛丈15mm

外壁凹凸面に最外壁凹凸面に最適適！！
微弾性塗材、微弾性塗材、
上塗り塗料に最適！上塗り塗料に最適！

早い者勝ち！早い者勝ち！



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。

1010パックパック
お買い上げに付きお買い上げに付き、、
 1 1パックパックサービスサービス！！！！

2本入/パック樋と外壁の隙間や入隅など、通常のローラーでは入りづらい狭い場所
にもスイッと入る、大好評の細口径小型ローラーシリーズ。

WEBフェア限定商品
WEBフェア開催期間：
4/1～4/30

衝撃価格衝撃価格！！！！
WEB限定WEB限定
 特売ローラー 特売ローラー

6inch 毛丈15mm

TTマルチカバー�マルチカバー�バケット用バケット用

容器の容器の持ち手を立てた持ち手を立てた
まままま、簡単にカバーが、簡単にカバーが
できます。できます。

136

被せるだけで被せるだけで
　らくらく養生！　らくらく養生！

※イメージ※イメージ¥¥640640// 袋袋

マルテー品質が、、、マルテー品質が、、、
本商品はWEBフェア限定商品
となります。
WEBフェアへのアクセスにつ
いてはP20をご覧ください。

軸部分の強度をアップ、ぐらつきや曲りを抑え
耐久性も向上、ハードな作業にも安心です。

ローラーをしごいてもネット目がローラーをしごいてもネット目が
残らず、泡を出しません。残らず、泡を出しません。
短毛ローラーの作業性を向上、短毛ローラーの作業性を向上、
仕上がりに差が付きます。仕上がりに差が付きます。

ハンドルの角度は 3段階でハンドルの角度は 3段階で
固定できフリーでも使用可能！！固定できフリーでも使用可能！！

数量数量限定限定！！

■■タフミニローラーハンドルタフミニローラーハンドル

コテバケPROコテバケPRO ローラー板ネット�4"用ローラー板ネット�4"用133 135

伸長3690〜縮長1450mm●4〜12FT

4inch用4inch用
短柄短柄128

4inch用4inch用
長柄長柄131

2・32・3inch用inch用
短柄短柄129

2・32・3inch用inch用
長柄長柄130

ナナメナナメ132

塗料の含みが良く、広い面積でもス塗料の含みが良く、広い面積でもス
ムーズ且つキレイに塗装可能。ムーズ且つキレイに塗装可能。
パットの着脱、洗浄もラクラク。パットの着脱、洗浄もラクラク。

スライド継柄エバーロック�3段140

告 知

  ¥¥720720

  ¥¥720720
  ¥¥720720

  ¥¥720720

  ¥¥720720

  ¥¥540540
125124 3inch3inch 4inch4inch

■■WonderWonder
中�毛 （160256 0003～）（160256 0003～）

中長毛

中短毛

  ¥¥470470

  ¥¥470470

■■ツイストツイスト

中�毛

短�毛

121

117

122

118

3inch3inch

3inch3inch

4inch4inch

4inch4inch

123

119

120

116

3inch3inch

3inch3inch

4inch4inch

4inch4inch

  ¥¥470470

  ¥¥470470

（160248 2003～）（160248 2003～）

（160248 0003～）（160248 0003～）

（160248 1003～）（160248 1003～）

（160249 0003～）（160249 0003～）

■■スカーレットEXスカーレットEX
毛丈20mm

  ¥¥510510
126 3inch3inch 4inch4inch127

（160257 0003～）（160257 0003～）

（161402 0007）（161402 0007）

（163630 0130～）（163630 0130～）

（163156 1004）（163156 1004） （163156 1002）（163156 1002）

（163156 0002）（163156 0002）

（163156 0004）（163156 0004）
（163156 2000）（163156 2000）

（164105 0004）（164105 0004）

（163623 0412）（163623 0412）

（163604 0510）（163604 0510）

（247901 0004）（247901 0004）

¥¥240240// 枚枚

伸長5100〜縮長1940mm

アルミスライド継柄�EX-510139
¥¥15,20015,200/ 本/ 本

■■スライド継柄エバーロック�2段

伸長610〜縮長390mm

伸長1220〜縮長690mm

伸長2380〜縮長1310mm

1〜2FT141
2〜4FT142

4〜8FT143
¥¥1,6801,680/ 本/ 本

¥¥2,0302,030/ 本/ 本

¥¥2,9402,940/ 本/ 本

¥¥5,3405,340/ 本/ 本

■■ワンタッチスライド継柄

伸長1300〜縮長795mm

伸長2400〜縮長1345mm

1.3M137

2.4M138

¥¥1,4701,470/ 本/ 本

¥¥1,7401,740/ 本/ 本

¥¥870870//セットセット ¥¥420420/ 枚/ 枚

替パット134

セット内容：ハンドル・パット

洗浄性抜群！洗浄性抜群！
（161403 0007）（161403 0007） 20 枚入/袋

（163622 0012～）（163622 0012～）

10＋1



さげっとⓇ本体

■防水不織布
���自動車カバー ¥¥1,9501,950 / 枚/ 枚

¥¥1,7001,700 / 枚/ 枚

¥¥1,9501,950 / 枚/ 枚

¥¥2,2602,260 / 枚/ 枚
■�アジャスト付不織布カーカバー■�アジャスト付不織布カーカバー

6 ※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。

側面が4種の側面が4種の
パターンパターン

自動車カバーシリーズ自動車カバーシリーズ

158

146 148 149

161 162

¥¥2,0002,000// 小箱小箱

¥¥310310// 個個

徳用SXカートリッジ

150 徳用カートリッジ1型

T一斗缶内容器18L TTペール缶内容器ペール缶内容器

30枚入/小箱

¥¥2,4002,400// 小箱小箱 ¥¥4,3004,300// 袋袋
¥¥3,6003,600// 袋袋

20枚入/小箱

ネット代わりにネット代わりに
使える内容器使える内容器

10枚入/袋
10枚入/袋

容 器容 器

166【L】3900×6800

167【LL】4900×7500
163普通車用【青】

164ワゴン車用【白】

165軽自動車用【緑】
¥¥680680 / 枚/ 枚

さげっと®本体：1個
セパレート容器：12個

（ハーフサイズ：4個/ 
 クォーターサイズ：8個）

タッチアップセパレート容器セットタッチアップセパレート容器セット

¥¥1,4001,400//セットセット

内容器が独立しているので、内容器が独立しているので、

個々に取り換えられる個々に取り換えられる

¥¥2,4002,400// 小箱小箱

30枚入/小箱

¥¥1,3001,300// 小箱小箱

20枚入/小箱

159 クォータークォーター

147 凹凸内容器凹凸内容器
カートリッジSX型カートリッジSX型

¥¥1,0001,000/ 小箱/ 小箱

¥¥1,6001,600/ 小箱/ 小箱

10枚入160 ハーフハーフ
内容器1小箱お買い上げに付き内容器1小箱お買い上げに付き、、
さげっと本体1個さげっと本体1個サービスサービス！！！！

¥¥2,0002,000// 小箱小箱

20枚入/小箱

さげっとさげっとⓇ用内容器凹凸用内容器凹凸

20枚入

156 無印らくらくカートリッジ無印らくらくカートリッジ
3型�3型�缶無し缶無し

¥¥2,0502,050// 小箱小箱

Made in JAPAN 応援企画

151 無印らくらくカートリッジ無印らくらくカートリッジ
2型�2型�缶無し缶無し

155 らくらくカートリッジらくらくカートリッジ
5型�5型�缶無し缶無し

¥¥960960 / 枚/ 枚169【RV】4800×7500¥¥1,5801,580 / 枚/ 枚

¥¥2,0002,000// 小箱小箱

50枚入/小箱

（320313 0000）（320313 0000）（321236 0018）（321236 0018）
（163842 0001）（163842 0001）

（163842 0030）（163842 0030）

（240634 0000～）

（240608 0000～）

（240633 0004～）

（163812 0000）（163812 0000） （163812 0010）（163812 0010）

（320201 0005）（320201 0005）

（320202 0011）（320202 0011）

（320202 0033）（320202 0033）

■■TT保存容器G保存容器G

（163813 0000～）（163813 0000～）

（321631 0500～）（321631 0500～）

¥¥5,3005,300// 袋袋

154 T筆付塗料
保存容器�30ml

100個入/袋

157 缶キャップ�缶キャップ�耐溶剤型耐溶剤型

¥¥580580// 枚枚

¥¥150150/ 個/ 個

152 500cc

1000cc153

（321844 0030）（321844 0030）

（321253 0000）（321253 0000）

■�アジャスト付ポリカーカバー■�アジャスト付ポリカーカバー
168【L】3600×6500

＋＋

144 ローラーバケットローラーバケット
SXカートリッジSXカートリッジ

（320201 0001）（320201 0001）

50枚入/箱信頼の国内生産品！信頼の国内生産品！
145 らくらくカートリッジ1型らくらくカートリッジ1型

（163842 0000）（163842 0000）

30枚入/箱

（320202 0022）（320202 0022）

¥¥220220/ 個/ 個

50枚入/小箱

1箱サービス！！
5箱お買い上げにつき

大特価大特価大特価大特価



��エアコン室外機養生カバー�エアコン室外機養生カバー�
【据置用】【据置用】  

¥¥600600/ 枚/ 枚

繰り返し使用でき経済的。繰り返し使用でき経済的。
側面がメッシュ素材なので、側面がメッシュ素材なので、
一時的なエアコン運転が可能。一時的なエアコン運転が可能。

7※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。

177

養生用品養生用品
170

塗装用マスキングテープ塗装用マスキングテープ��No.2020TNo.2020T

大特価大特価長さ：18m

幅：9・12・15・18・20・24・30・40・50mm

174 1100mm×25m ¥¥6,8006,800/ 箱/ 箱

20巻入/箱

■■EXPPマスカーEXPPマスカー 基材が強く切れにくい基材が強く切れにくい
マスキングテープ「EXPP」マスキングテープ「EXPP」
を採用。薄く伸縮性もあるを採用。薄く伸縮性もある
ので良く馴染み、見切りがので良く馴染み、見切りが
シャープで仕上がりもシャープで仕上がりも
きれいです。きれいです。

¥¥5,3005,300/ 箱/ 箱

173 550mm×25m

�網戸保管袋

10枚入×3袋
取り外した網戸の取り外した網戸の
保管に便利な網戸保管に便利な網戸
保管用収納袋。保管用収納袋。
間口が広く容易に間口が広く容易に
収納が可能。収納が可能。

176

2600×1500mm

ニチバン

◀お買い得商品の詳細は
　専用チラシをご覧ください。

◀お買い得商品の詳細は
　専用チラシをご覧ください。

◀お買い得商品の詳細は
　専用チラシをご覧ください。

◀お買い得商品の詳細は
　専用チラシをご覧ください。

◀お買い得商品の詳細は
　専用チラシをご覧ください。

◀お買い得商品の詳細は
　専用チラシをご覧ください。

寺岡製作所 ダイヤテックス
■■Pカットテープ各種Pカットテープ各種

カモ井 スリーエム

171

175

養生テープ各種養生テープ各種

（253408 0009～）（253408 0009～）

（200408 0550～）（200408 0550～）

（240906 2615）（240906 2615）（240403 0000）（240403 0000）

¥¥1,1001,100/ 枚/ 枚

中綿入り厚口タイプ！中綿入り厚口タイプ！

接着力が強い！接着力が強い！

巻き戻しが軽い！巻き戻しが軽い！
Ｒが取りやすい！Ｒが取りやすい！

手切れ性が良い！手切れ性が良い！

（627903 0060～）（627903 0060～）

換気、仮排水、簡易ホー換気、仮排水、簡易ホー
ス等にお好みの長さにス等にお好みの長さに
カットして使用可能。カットして使用可能。
改修工事時、竪樋の代わ改修工事時、竪樋の代わ
りにも使用できます。りにも使用できます。

��■�■�ポリチューブポリチューブ 厚さ：0.1mm 長さ：50m

水系接着剤とポリエチレ水系接着剤とポリエチレ
ン系フィルムをベースとン系フィルムをベースと
した表面保護材。した表面保護材。

※イメージ※イメージ

手すり養生テープ手すり養生テープ SPV SPV--205 白205 白
（254609 0150）（254609 0150）

¥¥3,6003,600/ 巻/ 巻¥¥4,0204,020/ 箱/ 箱

1.8×2.7ｍ
（240138 1827）（240138 1827） （635601 0000）（635601 0000）

5×5m

色：白

¥¥5,9005,900/ 枚/ 枚

��安全ネット安全ネット
目合：100mm菱目

日東電工
■■飛躍�さんご飛躍�さんご

172

150mm×50m

¥¥1,9801,980/ 巻/ 巻〜120φ

¥¥2,3202,320/ 巻/ 巻〜150φ

¥¥2,9402,940/ 巻/ 巻¥¥1,0001,000/ 巻/ 巻
178 折径100mm折径100mm

〜180φ〜60φ

¥¥3,3603,360/ 巻/ 巻¥¥1,5001,500/ 巻/ 巻179 折径15150mm
〜210φ〜90φ

■正�宗■正�宗
■■EXPPEXPP

■■パイオランテープパイオランテープ■■布テープ各種布テープ各種

数量限定

青のテープより青のテープより
　厚手タイプ！　厚手タイプ！

落下防止や、落下防止や、
資材のカバーなどに資材のカバーなどに
ご使用頂けます。ご使用頂けます。

183 折径35350mm

180 折径200mm

181 折径250mm

182 折径300mm

※�商品の色が変更する場合がござい※�商品の色が変更する場合がござい
ますので予めご了承ください。ますので予めご了承ください。

（2巻単位（2巻単位出荷出荷））

��不織布塗装用養生シート不織布塗装用養生シート



8 ※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。

196 197

立ったままの姿勢で立ったままの姿勢で
　　　安全楽々作業！！　　　安全楽々作業！！

屈まずに立ったまま作業が出来屈まずに立ったまま作業が出来
るケレン作業機。軽量で背負いるケレン作業機。軽量で背負い
式なので体への負担が少ない。式なので体への負担が少ない。

¥¥131,000131,000/ 台/ 台

¥¥149,500149,500/ 台/ 台

185 OT-E26 排気量：25.4cc

排気量：41.5cc

18L溶剤塗料固化材溶剤塗料固化材

処理後処理前

処理する塗料に対して適量を投入し、混ぜるだけ。処理する塗料に対して適量を投入し、混ぜるだけ。
時間の経過と共に水分が抜け、パラパラの状態に時間の経過と共に水分が抜け、パラパラの状態に
なります。処理後の固形物は廃プラスチックとしなります。処理後の固形物は廃プラスチックとし
て廃棄可能です。て廃棄可能です。

■ペンキ屋さんセットⅡ

■圧送式タンク�塗装セット4.5L

187 13P仕様

189 13P仕様

188 15P仕様

●O-LightⅡ 13P or 15P×1丁
●加圧タンク KB-555×1台
●ツインホースセット（2m）×1セット

¥¥45,60045,600//セットセット

¥¥69,50069,500//セットセット

手さばきラクラク手さばきラクラク
　圧送タイプ付き！　圧送タイプ付き！

4.5L大型加圧タンク付！4.5L大型加圧タンク付！
●O-LightⅡ 13P or 15P×1丁
●ツインホースセット（3m）×1セット
●圧送タンク 4.5L×1台

18L水性塗料固化材水性塗料固化材

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

ネジ径：M10 P=1.5

折れない！飛ばない！刺さらない！折れない！飛ばない！刺さらない！
耐久性、研削力が大幅にアップ！耐久性、研削力が大幅にアップ！

193 ベタあて君�ベタあて君�5インチ用5インチ用

※イメージ※イメージ¥¥2,1502,150//セットセット

10ｍｍネジのサンダーで10ｍｍネジのサンダーで
5インチのディスクが使える。5インチのディスクが使える。

●ベタあて君×1
●ホイルナット×1
●スペーサー×1

作業効率大幅作業効率大幅
　アップツール！　アップツール！

商品説明動画商品説明動画

186 OT-E46

195

※特許出願中※特許出願中

アンカー穴埋めパッチアンカー穴埋めパッチ

サイズ：φ18mm�

アンカーボルトの穴の表面をアンカーボルトの穴の表面を
補修処理するためのパッチ。補修処理するためのパッチ。
微弾性塗材をパターン付けし微弾性塗材をパターン付けし
てあり、トップコートを施工てあり、トップコートを施工
するだけで、アンカー跡がするだけで、アンカー跡が
目立たずに簡単補修。目立たずに簡単補修。

アンカー跡が目立たない！アンカー跡が目立たない！

¥¥3,0003,000/ 袋/ 袋

100個入/袋

マルテー特選機器・用品マルテー特選機器・用品

¥¥ 1,8201,820/ 個/ 個

¥¥ 2,7502,750/ 個/ 個

191 PN-095P0

194 TT水性ペイント水性ペイント
キャッチャーキャッチャー

■NEWT弾だんホイールシリーズ

¥¥7,7007,700/ 枚/ 枚

外径：92mm

外径：92mm

¥¥5,3405,340/ 枚/ 枚

202 鋼板用�ミニ
¥¥10,34010,340/ 枚/ 枚

外径31φ、作業が困難外径31φ、作業が困難
だった、細かく入り組んだった、細かく入り組ん
だ部位にも届きます。だ部位にも届きます。

¥¥9,0009,000/ 枚/ 枚

200 鋼板用�静音タイプ

外径：92mm

外径：60mm

外径：92mm

外径：31mm

199 WT�厚膜タイプ

作業音を低減した作業音を低減した
上記厚膜用の上記厚膜用の
静音タイプ。静音タイプ。

¥¥7,0007,000/ 枚/ 枚

直径60φで狭小部直径60φで狭小部
に対応。に対応。

203 鋼板用�スモール

（421295 0013～）（421295 0013～）

（316608 0020～）（316608 0020～）（508564 0000）（508564 0000）

（364102 0018）（364102 0018）

（561133 0001）（561133 0001）

（421294 2013～）（421294 2013～）

（506154 0058）（506154 0058）

（506152 0026～）（506152 0026～）

タンク容量：2000mlタンク容量：2000ml

■■ビーケン�ルーフサンダービーケン�ルーフサンダー

¥¥173,500173,500/ 台/ 台

■プライムグリット�♯60�粗目

¥¥450,000450,000/ 台/ 台

（561139 1018）（561139 1018） （561138 0018）（561138 0018）

198 WT

¥¥9,3409,340/ 枚/ 枚

充電式バッテリー充電式バッテリー
タイプ新登場！タイプ新登場！

184 OT-B58

●●ガソリンエンジンタイプガソリンエンジンタイプ

●●充電式バッテリー充電式バッテリー
　タイプ　タイプ

190 15P仕様

塗装作業後の洗浄廃液を、�塗装作業後の洗浄廃液を、�
廃棄物と再利用水に分離する廃棄物と再利用水に分離する
水性塗料洗浄分離システム。水性塗料洗浄分離システム。

一度に大量の一度に大量の
　洗浄水処理が可能！　洗浄水処理が可能！

201 WT�厚膜静音タイプ

（315528 0095～）（315528 0095～）

192 PN-125P0
弾性塗膜のはく離が驚く弾性塗膜のはく離が驚く
ほど早い・簡単・きれい。ほど早い・簡単・きれい。

鋼板の塗膜を鋼板の塗膜を
スムースにはく離。スムースにはく離。
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安全用品安全用品

215 216酸素濃度計�酸素濃度計�
XOXO--326Ⅱ SA326Ⅱ SA

¥¥88,00088,000/ 台/ 台

単3形アルカリ電池単3形アルカリ電池
2本で約15,000時間2本で約15,000時間
の連続使用が可能。の連続使用が可能。
ExiaⅡBT3本質安全ExiaⅡBT3本質安全
防爆構造です。防爆構造です。

ポケッタブルポケッタブル
酸素モニター�酸素モニター�OXOX--0404

長い連続使用時間の長い連続使用時間の
単成分/2成分のポー単成分/2成分のポー
タブルガスモニタータブルガスモニター

¥¥43,00043,000/ 台/ 台

216

215

商品説明サイト商品説明サイト

207204

質量：19.5kg質量：19.5kg

定格出力：900VA定格出力：900VA

発電機�ENEPO�発電機�ENEPO�
EU9IGB JNTEU9IGB JNT

¥¥110,000110,000/ 台/ 台

HONDA

作業中の危険から作業中の危険から
手を守る。手を守る。

使う時だけカチッと使う時だけカチッと
腰へ、腰周りの腰へ、腰周りの
組み換えが簡単な組み換えが簡単な
「着脱式」。「着脱式」。

¥¥1,8001,800/ 双/ 双

¥¥2,8002,800/ 双/ 双

サイズ：M・L

サイズ：M

■■コンフォートグリップコンフォートグリップ
　�耐切創手袋　�耐切創手袋

■■ダイローブダイローブ

�温湿度センサー付�温湿度センサー付
IPカメラ�IPカメラ�IPC-02THIPC-02TH

温湿度センサー温湿度センサー
を搭載し、映像やを搭載し、映像や
音声だけでなく、音声だけでなく、
温度・湿度・熱中温度・湿度・熱中
症指数の確認が症指数の確認が
可能。可能。

ポケットサイズ風速計ポケットサイズ風速計
TA411RBTA411RB

スポットクーラースポットクーラー
KES251SMFBKES251SMFB

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。�
設置場所に困らない設置場所に困らない
コンパクト設計。コンパクト設計。

あったか木綿100％。あったか木綿100％。
化繊にはないやさしい化繊にはないやさしい
肌ざわりが気持ちいい。肌ざわりが気持ちいい。
遠赤効果でじんわり遠赤効果でじんわり
あたたまりずっとあたたまりずっと
着ていたい着心地。着ていたい着心地。

スタイリッシュなスタイリッシュな
デザインのデザインのセーフセーフ
ティシューズ。ティシューズ。

保温・保湿性に優れ、抗酸化機能保温・保湿性に優れ、抗酸化機能
加工生地でさらに高機能。加工生地でさらに高機能。

ARGO�木綿�ARGO�木綿�
アンダーシャツ�HOTアンダーシャツ�HOT

ARGO遠赤保温マスクARGO遠赤保温マスク

■PUMA�ヴェロシティ2.0■PUMA�ヴェロシティ2.0

裏面に蓄熱効果の裏面に蓄熱効果の
高い人工鉱石高い人工鉱石
プリント加工！プリント加工！

一台で温度・湿度・風速一台で温度・湿度・風速
が測定可能。露点温度が測定可能。露点温度
やヒートストレスも表やヒートストレスも表
示できる、ポケットサ示できる、ポケットサ
イズの風速計。イズの風速計。

パソコン不要！パソコン不要！

厚さ0.2mm、厚さ0.2mm、
パウダーフリー極薄タイプパウダーフリー極薄タイプ

にじみ、変色の少ないにじみ、変色の少ない
ノンブリードタイプノンブリードタイプ

●5500●5500

●20●20

●550●550

腰袋�腰袋�SFKBN-KG2SSFKBN-KG2S227

¥¥5,4805,480/ 個/ 個¥¥1,2001,200// 双双

（604617 0002 〜）（604617 0002 〜）

（611853 0000 〜）（611853 0000 〜）

レベル3

（604712 5003）（604712 5003）

¥¥2,6002,600// 双双 ¥¥1,2301,230// 個個¥¥2,2002,200// 双双

¥¥2,8002,800// 双双

225 5000
223 20

224 5500
耐摩耗性に優れ耐久性耐摩耗性に優れ耐久性
抜群の重作業用抜群の重作業用

226 �550
（604615 0004）（604615 0004）

（604611 0004）（604611 0004）

（604613 0004）（604613 0004）

3B220

¥¥2,8002,800/ 双/ 双

サイズ：L

レベル5

（604712 4004）（604712 4004）

4D222レベル5221

（552360 0004）（552360 0004）

（552807 0411）（552807 0411）

（552342 0326）（552342 0326）

（711172 0002）（711172 0002）

210

¥¥24,30024,300// 台台

211

¥¥39,30039,300/ 台/ 台

209208
（601604 0903～）（601604 0903～）

（604549 0002～）（604549 0002～）

（605290 0250～）（605290 0250～）
（405340 0009）（405340 0009）

（542601 0000）（542601 0000）

¥¥62,00062,000/ 台/ 台¥¥1,0801,080/ 枚/ 枚

色：黒・グレー色：黒・グレー

サイズ：S・M・L・LLサイズ：S・M・L・LL

¥¥5,4005,400/ 枚/ 枚

重松製作所 新コスモス

スリーエム

イチネンTASCO

TJM デザインダイヤゴム

理研計器

カスタム

防じん・防毒マスク�TW01SC WH M212

¥¥490490//個個

¥¥340340//個個¥¥1,8501,850/ 個/ 個

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。

長さ：26cm

長さ：33cm

長さ：30cm 長さ：33cm

ワキタ

工具差し工具差し
SFKSN-P1SFKSN-P1

228

（603151 0103）（603151 0103）

（602232 0002）（602232 0002）

（603235 0000）（603235 0000）

サイズ：S・M・L

T塗装ゴーグル�
YG-700�

保護めがね�
YS-70� 218217

¥¥1,1501,150/ 個/ 個

耐溶剤レンズなので、付着した耐溶剤レンズなので、付着した
塗料をシンナーで拭けます。塗料をシンナーで拭けます。

耐溶剤レンズなので、付着した耐溶剤レンズなので、付着した
塗料をシンナーで拭けます。塗料をシンナーで拭けます。

¥¥550550//個個219 替レンズ

サイズ:ふつう

鉱石プリントで鉱石プリントで
蓄熱・保温蓄熱・保温！！

¥¥11,00011,000// 足足

ブラック205

レッド206

JSAA�A種�[普通作業用]JSAA�A種�[普通作業用]

サイズ:25.0〜28.0cm

（600601 0700 〜）（600601 0700 〜）

山本光学

（600642 0070）（600642 0070）

¥¥2,5202,520/ 個/ 個

カセットボンベで電気をつくる
!

カセットボンベで電気をつくる
!

非常用電源にも最適！非常用電源にも最適！
あったか

いんだからぁ～♪
あったか

いんだからぁ～♪

213 防じん用T2フィルタ

214 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

耐溶剤手袋シリーズ！耐溶剤手袋シリーズ！

ワンタッチワンタッチ
脱着！脱着！

（604712 3103 〜）（604712 3103 〜）

数量限定数量限定

数量限定

（５双単位（５双単位出荷出荷））
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環境対策工事用品環境対策工事用品

前方への張り出しを抑えた接顔体前方への張り出しを抑えた接顔体
で密着性・作業性・広視野を確保で密着性・作業性・広視野を確保

●会話ができる●会話ができる
���スピーカー付���スピーカー付
●●耐久性に優れる耐久性に優れる
���シリコーン面体���シリコーン面体

※フィルタガードを必ず装着
  して下さい。

■難燃シートマスカー

●布テープ ●パイオラン

フィルム部分に酸素指数26以上【JIS-K-7201】の難燃フィルムをフィルム部分に酸素指数26以上【JIS-K-7201】の難燃フィルムを
採用することで、自己消火機能を発揮します。採用することで、自己消火機能を発揮します。

250 550mm×25m 252 550mm×25m

251 1100mm×25m

258

254

245

256255 257

¥¥220,000220,000/ 台/ 台

¥¥1,0801,080/着/着

¥¥2,0002,000/着/着

¥¥115,560115,560/個/個

¥¥101,000101,000/個/個 ¥¥92,40092,400/台/台

¥¥12,70012,700/足/足¥¥2,6402,640/個/個¥¥480480/双/双

VOCガスモニターVOCガスモニター
ToxiRAE Pro 【PID】ToxiRAE Pro 【PID】

ファインガードプロファインガードプロ
A01 白A01 白
シューズカバー付シューズカバー付

バリアーマンバリアーマン
OT4712OT4712

保護メガネ
SP-19F-1

ニトリル防護手袋
37-176

化学防護長靴化学防護長靴
ケミテックケミテックⓇⓇブーツブーツ

（552336 0000）（552336 0000）

（600713 0019）（600713 0019）

（604720 0004）（604720 0004） （605162 0250 〜）（605162 0250 〜）

（604239 0005 〜）（604239 0005 〜）

（204172 0550 〜）（204172 0550 〜） （204173 0550 〜）（204173 0550 〜）

（604280 0005 〜）（604280 0005 〜）

※テープ部分は※テープ部分は、、
　難燃性ではありません。　難燃性ではありません。

¥¥1,4001,400/本/本 ¥¥1,5501,550/本/本

¥¥2,8002,800/本/本 ¥¥3,1003,100/本/本

247 X3フィルタ

240 定置式ろ過筒TR-02

241 視野カバーHV用

232 フィルタ�フィルタ�
RDG-82RDG-82 236 フィルタV3/OVフィルタV3/OV

237 フィルタガードV3用フィルタガードV3用

238 フィルタガードB用

235 フィルタV3フィルタV3

■エアラインホース

230 アルファリングアルファリング
フィルタ�BRD-82フィルタ�BRD-82

231 アルファリングアルファリング
フィルタ�BRD-72フィルタ�BRD-72

防じん・防毒マスク�TW02S 

エアラインマスク�エアラインマスク�
17号HVG-Z型 17号HVG-Z型 

電動ファン付き呼吸用保護具電動ファン付き呼吸用保護具��
Sy185Sy185  

電動ファン付き呼吸用保護具電動ファン付き呼吸用保護具��
BL-711H-03BL-711H-03

防じんマスク�7121R-03 246

239

234229

248

¥¥790790//個個¥¥2,4702,470/個/個 ¥¥3,3403,340/個/個

（602313 0003）（602313 0003）（603154 0003）（603154 0003）

（601369 0003）（601369 0003）

（601350 0017）（601350 0017）

（601230 0000）（601230 0000）

¥¥54,11054,110/個/個

¥¥6,8006,800/本/本
¥¥11,77011,770/本/本
¥¥16,63016,630/本/本¥¥2,5702,570/組/組

242 10m

243 20m

244 30m

¥¥1,6001,600//個個

¥¥2,1002,100//個個

¥¥1,6401,640//個個

¥¥2,2702,270//個個

¥¥900900//個個

¥¥900900//個個

¥¥1,6301,630//個個

¥¥260260//個個

シューズカバーシューズカバー
ロング付！ロング付！

●プレッシャデマンド形●プレッシャデマンド形
���エアラインマスク���エアラインマスク

●JIS�T�8115：●JIS�T�8115：
　2015【化学防護服】　2015【化学防護服】
　適合品（タイプ4・5・6）　適合品（タイプ4・5・6）
●EN1149-5●EN1149-5
　（静電気防止加工）　（静電気防止加工）
●優れた耐水性●優れた耐水性
　（耐水圧2,000mm以上）　（耐水圧2,000mm以上）

253 1100mm×25m

●●つま先先芯入つま先先芯入
●●踏み抜き防止板入踏み抜き防止板入

サイズ:L

適合規格:JIS T 8116
適合規格: JIS T 8147:2016 

EN 166:2002

サイズ:25.0〜28.0cm

次世代型PIDセン次世代型PIDセン
サー(光イオン化セサー(光イオン化セ
ンサー)を搭載したンサー)を搭載した
世界最小クラスの世界最小クラスの
VOCモニター。VOCモニター。

●�●�呼吸連動スイッチ�呼吸連動スイッチ�
レス仕様レス仕様
●�●�安心のコード�安心のコード�
レスタイプレスタイプ

●��●��摩擦に強い4層構造摩擦に強い4層構造
不織布を基本素材と不織布を基本素材と
して使用して使用
●●帯電防止加工済み帯電防止加工済み
●JIS�T�8115��●JIS�T�8115��
　タイプ5�適合品　タイプ5�適合品

興 研

興 研

興 研

重松製作所

重松製作所

重松製作所

重松製作所

日本ハネウェル

アゼアス

サイズ：LL・3L

サイズ：LL・3L
¥¥1,6001,600//個個

RL3クラスRL3クラス
最軽量178g最軽量178g 249 アルファリング

フィルタ�RD-6

5枚入

（601379 0082）（601379 0082）
（601379 0072）（601379 0072） （601219 0001）（601219 0001）

（601222 0000）（601222 0000）

（601222 3129）（601222 3129）

（602233 0001）（602233 0001）（602701 2183）（602701 2183）
（601386 0082）（601386 0082）

（601358 0002）（601358 0002）

（602235 0003）（602235 0003） （602418 0000）（602418 0000）

（601359 0010 〜）（601359 0010 〜）

（601355 0000）（601355 0000）

【参考価格【参考価格】】

【参考価格【参考価格】】
【参考価格【参考価格】】

【参考価格【参考価格】】 【参考価格【参考価格】】

233 吸気口キャップ吸気口キャップ
C型C型

【参考価格【参考価格】】

【参考価格【参考価格】】

【参考価格【参考価格】】

【参考価格【参考価格】】

【参考価格【参考価格】】

【参考価格【参考価格】】

【参考価格【参考価格】】

【参考価格【参考価格】】

【参考価格【参考価格】】

【参考価格【参考価格】】

【参考価格【参考価格】】 【参考価格【参考価格】】 【参考価格【参考価格】】 【参考価格【参考価格】】

【参考価格【参考価格】】

【参考価格【参考価格】】 【参考価格【参考価格】】

【参考価格【参考価格】】 【参考価格【参考価格】】

【参考価格【参考価格】】

【参考価格【参考価格】】

【参考価格【参考価格】】

※参考価格商品はお取次販売店様へお問い合わせください。※参考価格商品はお取次販売店様へお問い合わせください。

（20本単位出荷）（20本単位出荷）

（20本単位出荷）（20本単位出荷）

（20本単位出荷）（20本単位出荷）

（20本単位出荷）（20本単位出荷）
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273 充電式背負集じん機�充電式背負集じん機�VC665DZVC665DZ
充電式ディスクグラインダ�充電式ディスクグラインダ�GA412DZGA412DZ
パワーソースキット�パワーソースキット�A-67094A-67094

マキタ マキタ

¥¥160,000160,000//セットセット

●VC665DZ●VC665DZ
（HEPAフィルタ付）（HEPAフィルタ付）

●GA412DZ●GA412DZ

●A-67094●A-67094

●集じんカバー●集じんカバー

超音波振動を利用超音波振動を利用
した塗膜剥離装置。した塗膜剥離装置。

簡易型セキュリティールーム簡易型セキュリティールーム��
 帯電仕様 シート・フレームセット 帯電仕様 シート・フレームセット

■■�アスベスト用フレコンバック�アスベスト用フレコンバック

275

272 274ソノスプリッターソノスプリッター��
SS-270SS-270

集じん機付充電式�集じん機付充電式�
ハンマードリルハンマードリル��
HR244DRGXVHR244DRGXV

（505383 0244）（505383 0244）
（507614 0000）（507614 0000）

（331195 0930）（331195 0930）（331195 1080）（331195 1080）（560195 0002）（560195 0002）

（560195 0001）（560195 0001）

（506130 0270）（506130 0270）

QRコードより
デジタルカタログを
ご覧いただけます。

石綿処理機材
総合カタログ vol.4

鉛・PCB 等
有害物質対策
鋼構造物資機材
カタログ vol.6

¥¥81,00081,000/ 台/ 台

¥¥148,000148,000/ 台/ 台
¥¥180,000180,000/ 台/ 台

¥¥179,000179,000/ 台/ 台

¥¥24,00024,000/ 缶/ 缶¥¥50,00050,000/ 缶/ 缶

¥¥487,500487,500/ 台/ 台

271

267

261259

262

270269268 真空掃除機真空掃除機��
GD930S2-HEPAGD930S2-HEPA

集じん機集じん機��CTH26ECTH26E

負圧集じん機�負圧集じん機�BULLDOGBULLDOG��BD2KMABD2KMA

グローブシートグローブシート
 マチあり マチあり

真空掃除機真空掃除機��
GM80P-HEPAGM80P-HEPA

アステクターCアステクターC��
ホワイトホワイト

アステクターSアステクターS

（331194 0026）（331194 0026）

（560157 0001 〜）（560157 0001 〜）

¥¥5,8005,800/ 枚/ 枚¥¥2,8002,800/ 枚/ 枚

¥¥6,4606,460/ 枚/ 枚¥¥3,3003,300/ 枚/ 枚
¥¥12,48012,480/ 枚/ 枚

¥¥156,000156,000/ 箱/ 箱

優れた強度と耐久性、重量物も安心して運搬できる、優れた強度と耐久性、重量物も安心して運搬できる、
ワンウエイタイプのポリプロピレン製コンテナー。ワンウエイタイプのポリプロピレン製コンテナー。

（560114 0002）（560114 0002）

（560130 0100 〜）（560130 0100 〜）

¥¥450,000450,000/ 台/ 台

¥¥330,000330,000/ 式/ 式

（560156 0000 〜）（560156 0000 〜）

¥¥90,00090,000/ 枚/ 枚

浮遊粉じんをしっかり静電吸着、浮遊粉じんをしっかり静電吸着、
クリーンな空間を生み出す、粉じん吸着型クリーンな空間を生み出す、粉じん吸着型
帯電シート仕様のセキュリティールーム。帯電シート仕様のセキュリティールーム。

有害なホコリや粉じんを除去し、有害なホコリや粉じんを除去し、
作業環境が、非常にクリーンな作業環境が、非常にクリーンな
空気に包まれます。空気に包まれます。

外側より手を差し入れ、安全・効率的に除外側より手を差し入れ、安全・効率的に除
去作業が可能。難燃性塩化ビニール使用。去作業が可能。難燃性塩化ビニール使用。

二人で10分程度の二人で10分程度の
時間で組立簡単！時間で組立簡単！

Ｗ900×Ｈ700×Ｄ500mm

サイズ ： 724×1004×804mm

最大風量 ：  60Hz：55.2㎥(高)/36.8㎥(低)/分 
50Hz：46.0㎥(高)/30.7㎥(低)/分

HEPAフィルタをHEPAフィルタを
搭載した真空掃除機。搭載した真空掃除機。

浸透性に優れ、浸透性に優れ、
吹き付けるだけ吹き付けるだけ
で石綿繊維を結で石綿繊維を結
束し、内部まで束し、内部まで
固化･封じ込め固化･封じ込め
ます。ます。

除去した面の残除去した面の残
存繊維を固化･封存繊維を固化･封
じ込め、粉じんのじ込め、粉じんの
飛散を防止する飛散を防止する
下地用塗料。下地用塗料。

●�4段階フィルトレー●�4段階フィルトレー
ションシステムションシステム
●�●�HEPAフィルターHEPAフィルター
(0.3μmの粉じん�(0.3μmの粉じん�
捕集率99.995%)�捕集率99.995%)�
を採用を採用

HEPAフィルターをHEPAフィルターを
標準装備した超静音標準装備した超静音
タイプのクリーナータイプのクリーナー

0.3μmで99.97％0.3μmで99.97％
以上の捕集効率！以上の捕集効率！

HEPAフィルタ付HEPAフィルタ付！！
99.97％以上の捕集率！99.97％以上の捕集率！

内容量 ： 18kg
内容量 ： 18kg

ニルフィスクニルフィスク

多賀電気

100～125mmコンクリート平面100～125mmコンクリート平面
研削ディスク用集塵カバー研削ディスク用集塵カバー

¥¥9,0009,000/ 個/ 個

集塵カバー集塵カバー��NKC-125NKC-125
（504013 0125）（504013 0125）

●●丸型丸型 ●●角型角型

角型角型

丸型丸型

265 260415　260415　

266 310720310720264 300815300815

263 190615190615

15枚入/箱

（10枚単位出荷）（10枚単位出荷）

（バラ出荷時）（バラ出荷時）

（5枚単位出荷）（5枚単位出荷）

（5枚単位出荷）（5枚単位出荷）（10枚単位出荷）（10枚単位出荷）

900φ×H800mm 1000×2100×H500mm

1000×2600×H500mm1100φ×H1050mm

260 シートのみ



12 ※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。

■タスペーサー�01/02�黒

防水関連用品防水関連用品

294

285

282

289

281

278

284

295あげぞうくん エアコン室外機
スタンド

¥¥5,3505,350/ 台/ 台

¥¥2,7002,700/ 本/ 本

279 グリーン

280 オレンジ（逆向き刃）

スマートフォン・スマートフォン・
タブレットなどのモバイルタブレットなどのモバイル
機器と無線接続が可能。機器と無線接続が可能。

赤外線赤外線
サーモグラフィー�サーモグラフィー�
872872

ハンディタイプのハンディタイプの
高周波式水分計。高周波式水分計。

コンクリート・コンクリート・
モルタル水分計�モルタル水分計�
HI-520-2HI-520-2

¥¥139,000139,000/ 台/ 台

¥¥9,0009,000/ 箱/ 箱

かくはん君�かくはん君�
KK-6NKK-6N

¥¥82,00082,000/ 台/ 台

¥¥11,500,00011,500,000/ 台/ 台

リアクター2�H40�
防水 90m 仕様

¥¥1,2001,200/ 台/ 台

シート防水施工のシート防水施工の
チェッカー！！チェッカー！！

施工面への影響を施工面への影響を
　抑える極細脚部！　抑える極細脚部！

防水工事の必需品！防水工事の必需品！
室外機の仮置台に最適！室外機の仮置台に最適！

¥¥2,7002,700/ 本/ 本

ルーフィー
チェッカー

コーナー部のコーナー部の
シーリング撤去やシーリング撤去や
はがし作業に最適はがし作業に最適！！！！¥¥2,7002,700/ 本/ 本

最小表示：0.01kg

秤　量：20kg

質量：0.39kg

¥¥13,90013,900/ 台/ 台

Tペイントスケール�
SL-20K ステンレス皿付

296

グラコ

精和産業

テストー

高容量のフォームの吹き付け高容量のフォームの吹き付け
および屋根材プロジェクト用に。および屋根材プロジェクト用に。

※発電機、コンプレッサー、搭載用 ※発電機、コンプレッサー、搭載用 
　車両はお客様手配。要事前確認。　車両はお客様手配。要事前確認。

屋根塗装(塗替え)屋根塗装(塗替え)
時の縁切り作業に。時の縁切り作業に。
下地への通気性を下地への通気性を
確保します。確保します。

撹拌効率の良い撹拌効率の良い
自動反転方式を自動反転方式を
採用！現場での採用！現場での
シーリングシーリング
混合に最適。混合に最適。

防水工事の際の防水工事の際の
エアコン室外機移動エアコン室外機移動
作業を省力化。作業を省力化。

塩ビシートの張り合わせ、塩ビシートの張り合わせ、
重ねしろの幅をチェック！重ねしろの幅をチェック！

重量 ： 12kg

¥¥7,6007,600/ 箱/ 箱277 02

276 01

500枚入

商品説明動画商品説明動画

商品説明動画商品説明動画

SC-22GM
SP-60L
JC-1513DPN+
JC-1513SLN
KK-6N

カタログ 動　画 これは SC-22GR の動画で一つ前の型です。
※現在 SC-22GMはエンジンが三菱です

¥¥395,000395,000/ 台/ 台

■ルーフィーコーナー
　�シールカッター

外壁診断用外壁診断用
赤外線カメラ�赤外線カメラ�TiX580TiX580

外壁診断に最適な高画外壁診断に最適な高画
質・大画面ディスプレ質・大画面ディスプレ
イで、はく離や漏水をイで、はく離や漏水を
見逃しません。見逃しません。

外壁弾性塗膜、外壁弾性塗膜、
屋上樹脂防水塗膜屋上樹脂防水塗膜
などの軟質塗膜などの軟質塗膜
厚を、ワンタッチ厚を、ワンタッチ
操作で瞬時に測定。操作で瞬時に測定。
凹凸仕上げ面用。凹凸仕上げ面用。

アラミド繊維・炭素繊維をアラミド繊維・炭素繊維を
逃がすことなく確実に切断、逃がすことなく確実に切断、
耐摩耗性に優れ、長期間耐摩耗性に優れ、長期間
切れ味が持続。切れ味が持続。

■■アラミド繊維用はさみアラミド繊維用はさみ

297 防水アルミテープ

¥¥1,0001,000/ 巻/ 巻

50mm×5m

水性塗料も油性塗料も水性塗料も油性塗料も
両方塗れる！粗面接着両方塗れる！粗面接着
性、防水シール性に優れ、性、防水シール性に優れ、
長期耐久性も抜群です。長期耐久性も抜群です。

（254608 0050）（254608 0050）

¥¥670670/ 本/ 本

ノズルをたたんだ状態ノズルをたたんだ状態
でも、吹き付け可能なでも、吹き付け可能な
２WAYタイプ。２WAYタイプ。

2WAYエアダスター

350ml

（364017 0000）（364017 0000）

（550761 0000）（550761 0000）

（551201 0002）（551201 0002）

（364294 0000）（364294 0000）（553050 0020）（553050 0020）（364173 0000）（364173 0000）

（603308 0008）（603308 0008）

（603428 0000）（603428 0000）

（551587 0580）（551587 0580）

（551559 8720）（551559 8720）

（364430 0260）（364430 0260）

（364431 0370）（364431 0370）

（364237 0001）（364237 0001）（364237 0000）（364237 0000）

293 マックゲイジマックゲイジ

¥¥65,00065,000/ 台/ 台

¥¥66,70066,700/ 丁/ 丁

¥¥2,0802,080 / 個/ 個

¥¥27,80027,800/ 丁/ 丁

291 アルスーパー
526H

290 アルスーパーアルスーパー
クラフト370クラフト370

¥¥400400//個個

287 防毒マスク防毒マスク��
R-5-08R-5-08

288 吸収缶�KGC-1L�硫化水素用

286

¥¥1,250,0001,250,000/ 台/ 台

283

（364294 0001 〜）（364294 0001 〜）

（364501 0001 〜）（364501 0001 〜）

¥¥16,00016,000/ 台/ 台

（553086 0020）（553086 0020）

（365020 0000）（365020 0000）

上皿はかり上皿はかり��
SD-20SD-20  ガラス仕様ガラス仕様

秤　量：20kg

TFFフルーク ケット科学興 研

292

¥¥430,000430,000// 台台

スクイズポンプスクイズポンプ
MM081MM081

（364618 0081）（364618 0081）

粘性物の移送に威力を発揮。粘性物の移送に威力を発揮。
軽量コンパクトな軽量コンパクトな
スクイズポンプ。スクイズポンプ。

最大吐出量：8.0L/min最大吐出量：8.0L/min

重量：19kg重量：19kg
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■タフ刷毛

■■TTループローラーループローラー

■■TTWonderWonder

321

317 318

コーキングシールカッター�
FSC1.7Q-4

4inch4inch …  … ¥¥750750// 本本

7inch7inch …  … ¥¥960960// 本本

300
301

毛丈
13mm

毛丈
13mm

毛丈
6mm

毛丈
6mm

毛丈15mm

2inch2inch …  … ¥¥800800 // 本本

3inch3inch …  … ¥¥800800 // 本本

304
305

中�毛

4inch4inch …  … ¥¥750750// 本本

7inch7inch …  … ¥¥960960// 本本

298
299

4inch4inch …  … ¥¥460460 // 本本

6inch6inch …  … ¥¥510510 // 本本

83
84

2inch2inch …  … ¥¥800800 // 本本

3inch3inch …  … ¥¥800800 // 本本

302
303

2本入/パック

12,000回/分の超12,000回/分の超
振動により、塗膜・振動により、塗膜・
床材等を高スピー床材等を高スピー
ドで強力にはがす。ドで強力にはがす。

チーゼルワイス�
CH-80

¥¥47,80047,800/ 台/ 台¥¥57,00057,000/ 台/ 台

●スモール●スモール

¥¥333,000333,000/ 台/ 台

323 NEWターボNEWターボ
ストリッパーミニストリッパーミニ

電動スクレーパー電動スクレーパー��
SM-9520NSM-9520N

2inch2inch …  … ¥¥370370// 本本

3inch3inch …  … ¥¥560560// 本本

313
314

●ライトファインカット●ライトファインカット

●平

■タフラスター

含み・肉持ちが良く含み・肉持ちが良く
毛羽が出にくい毛羽が出にくい

驚異の耐久性・耐溶剤性！驚異の耐久性・耐溶剤性！
外装・防水作業に最適！！外装・防水作業に最適！！

軟質フロアー材など軟質フロアー材など
のはく離・削り作業のはく離・削り作業
に最適。電動・幅広刃に最適。電動・幅広刃
先で作業効率抜群！先で作業効率抜群！

高速振り子振動により、高速振り子振動により、
切断しにくいシーリング材を切断しにくいシーリング材を
早く、安全に切断できます。早く、安全に切断できます。

驚異の耐久性・耐溶剤性！驚異の耐久性・耐溶剤性！
外装・防水作業に最適！！外装・防水作業に最適！！

7inch7inch …  … ¥¥640640 // 本本308
●ミドル●ミドル

重量 ： 1.65kg

重量 ： 2.8kg

重量 ： 2.2kg

322 NEWターボストリッパー

¥¥1,850,0001,850,000/ 台/ 台

¥¥4,450,0004,450,000/ 台/ 台

貼り床材の撤去や、防水材の撤貼り床材の撤去や、防水材の撤
去などに。去などに。自走式でパワフルな自走式でパワフルな
剥がし能力を発揮！剥がし能力を発揮！

作業巾： 366mm
重量 ： 16kg

軽量＆コンパクトで運搬やとりまわしが軽量＆コンパクトで運搬やとりまわしが
容易です。�狭いスペースで威力を発揮。容易です。�狭いスペースで威力を発揮。

■■TTミニローラー�ループミニローラー�ループ

【標準付属品】
9mmL字形ブレード×2枚
標準ストレートブレード×5枚

10パック10パック お買い上げに付き、お買い上げに付き、
1パック1パックサービス！サービス！

10本10本 お買い上げに付き、お買い上げに付き、1本1本サービス！サービス！

■■TTミニローラー�ミニローラー�
WonderWonder

2inch2inch …  … ¥¥540540 / パック/ パック

3inch3inch …  … ¥¥540540 / パック/ パック

4inch4inch …  … ¥¥540540 / パック/ パック125

309
124 30mm30mm …  … ¥¥280280// 本本

50mm50mm …  … ¥¥350350// 本本

70mm70mm …  … ¥¥400400// 本本

310
311
312

●筋�違●筋�違

商品説明動画商品説明動画

¥¥88,00088,000/ 台/ 台

耐久性に優れ、粉じん耐久性に優れ、粉じん
を強力回収します。を強力回収します。
鋼板の素地調整にも鋼板の素地調整にも
使用可能。使用可能。

集じん機を使用せずに集じん機を使用せずに

粉じん回収可能!!粉じん回収可能!!
※鎬鋼板等の凹凸面には、※鎬鋼板等の凹凸面には、
　　ご使用頂けません。　　ご使用頂けません。
※基材は金属製です。※基材は金属製です。

■スプリングネック式■スプリングネック式
　打診棒スティック　打診棒スティック

（506313 0001）（506313 0001）

（506326 0001）（506326 0001）

（506140 0080）（506140 0080）

（151232 0004 〜）（151232 0004 〜）

（105534 0020 〜）（105534 0020 〜）（122047 0030 〜）（122047 0030 〜）

（160162 0004 〜）（160162 0004 〜）
（160260 0002 〜）（160260 0002 〜）

（522171 9520）（522171 9520）（506325 0001）（506325 0001）

（316680 0081）（316680 0081）

（506326 0000）（506326 0000）

（506234 0000）（506234 0000）

（506327 0100）（506327 0100）

（551487 0050 〜）（551487 0050 〜）

¥¥286,000286,000// セットセット

324 ミニローダーシェルパミニローダーシェルパ
100ECO バッテリー式 本体100ECO バッテリー式 本体

¥¥4,1504,150/ 本/ 本 ¥¥5,1505,150/ 本/ 本

320 75
319 50

315 NEWアートサンダーFNEWアートサンダーF

¥¥51,50051,500/ 台/ 台 ¥¥18,50018,500/ 枚/ 枚

316 アートカップ
サクラ・ハーフ

■■タフローラータフローラー

中�毛

4inch4inch …  … ¥¥230230// 本本

6inch6inch …  … ¥¥240240// 本本

306
307

●スモール●スモール

（160256 0002 〜）（160256 0002 〜）

（144220 0007 〜）（144220 0007 〜）

325 NEWNEWTT研た研た
本体・プレートセット本体・プレートセット

全長： 525mm 全長： 760mm

球径： 19φ

10本10本お買い上げに付き、お買い上げに付き、
1本1本 サービス！サービス！

塗膜はく離塗膜はく離
専用カップ。専用カップ。
厚膜のはく離厚膜のはく離
作業に優れた作業に優れた
効果を発揮。効果を発揮。

100V電源仕様で、100V電源仕様で、
現場を選ばず使用現場を選ばず使用
できる床面研磨機。できる床面研磨機。
ダイヤチップを配ダイヤチップを配
合したバーカッ合したバーカッ
ターが強力な研削ターが強力な研削
力を発揮。力を発揮。

バッテリー式で、バッテリー式で、
室内作業に最適。室内作業に最適。
床材などの剥がし、床材などの剥がし、
Pタイルなどのはつりに。Pタイルなどのはつりに。

1010 本本
お買い上げに付き、お買い上げに付き、

  22本本サービスサービス！！！！

10本10本お買い上げに付き、お買い上げに付き、1本1本 サービス！サービス！

トルエン・アセトンにトルエン・アセトンに
バッチリ対応！バッチリ対応！

※ 専用アタッチメント他 ※ 専用アタッチメント他 
オプションあり。要事前確認。オプションあり。要事前確認。
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洗浄機洗浄機

フルテック

精和産業精和産業

フルテック

330

327326

328

¥¥280,000280,000/ セット/ セット

メンテナンス性能がアップ！
メンテナンス性能がアップ！

工具なしで、前後左右の工具なしで、前後左右の

　全トビラ簡単オープン　全トビラ簡単オープン!!

小型・軽量タイプ小型・軽量タイプ!!

⼤開⼝扉により、⼤開⼝扉により、
　メンテナンス性が⼤幅向上
　メンテナンス性が⼤幅向上 !!

防音洗浄機�JC-1513DPN+ 特別セット特別セット

¥¥186,000186,000/ セット/ セット

防音洗浄機�GBX1513 団結Ⅱ特別Ⅱ特別セット

¥¥339,000339,000/ セット/ セット

防音洗浄機�WZ13-150NEO S 特別セット特別セット

¥¥339,000339,000/ セット/ セット

防音洗浄機�防音洗浄機�JCJC--1513SLN 特別セット1513SLN 特別セット

最大使用圧力：14.7MPa

最大使用圧力：14.7MPa
総水量：13L/min

総水量：13L/min
重量：41.5kg

重量：49kg

吐出圧力：15.0MPa

吸水量：13L/min

重量：44kg

吐出圧力：15.0MPa

最大吐出量：13L/min

重量：46kg

吐出圧力：15.0MPa

最大吐出量：13L/min

重量：28kg

329

商品説明動画商品説明動画

SC-22GM
SP-60L
JC-1513DPN+
JC-1513SLN
KK-6N

カタログ 動　画 これは SC-22GR の動画で一つ前の型です。
※現在 SC-22GMはエンジンが三菱です

商品説明動画商品説明動画

SC-22GM
SP-60L
JC-1513DPN+
JC-1513SLN
KK-6N

カタログ 動　画 これは SC-22GR の動画で一つ前の型です。
※現在 SC-22GMはエンジンが三菱です

ワキタ

洗浄機

（510317 0001）（510317 0001）

（510478 0001）（510478 0001）

（510223 0001）（510223 0001） （510223 0002）（510223 0002）

（513739 0030）（513739 0030）

¥¥22,00022,000/ 本/ 本

334 洗浄ホース�洗浄ホース�WJ-9
30m カプラ付 210K耐圧30m カプラ付 210K耐圧

ワグナー

ワキタ

フルテック

332

331

防音型高圧洗浄機防音型高圧洗浄機�HPW1513ES

¥¥215,000215,000// 台台

ワグナー

開放型セル付洗浄機�開放型セル付洗浄機�GFS3012GFS3012 標準セット 標準セット

¥¥488,000488,000/ セット/ セット

（510318 0000）（510318 0000）

防音洗浄機防音洗浄機
WZ16-200NSSPⅡWZ16-200NSSPⅡ 特別セット特別セット

¥¥560,000560,000/ セット/ セット

（510477 0000）（510477 0000）

本体のみの本体のみの⼤特価⼤特価!!

¥¥280,000280,000/ セット/ セット

・フローレギュレーター
・ランス LC-1
・強力ターボノズル TN-02
・手元ホース 1m　
・フロート式付属品収納ケース   付

標準セット＋標準セット＋
・フローレギュレーター
・ランス LC-1
・強力ターボノズル TN-02
・手元ホース 1m　
・フロート式付属品収納ケース   付

標準セット＋標準セット＋

・バリオアダプター
・ランス LC-1
・トルネードノズル MS041 型
・止水フロート付 RV ボックス　付

標準セット＋標準セット＋

・バリオアダプター
・ランス LC-1
・トルネードノズル MS041 型
・止水フロート付 RVボックス  付

標準セット＋標準セット＋

30MPaの30MPaの
　超高圧洗浄機！　超高圧洗浄機！

新開発排気システムで新開発排気システムで
　優れた防音性！　優れた防音性！

・フローレギュレーター
・ランス 5cm ノズル付
・リニアフィルター
・回転ノズル040　 付

標準セット＋標準セット＋

・ランス70C(ノズル1556付）
・フローレギュレター
・リニアフィルター
・止水フロート　 付

標準セット＋標準セット＋

吐出圧力：30MPa

最大吐出量：12L/min

重量：95kg

吐出圧力：19.6MPa

吸水量：16L/min

重量：92kg

吐出圧力：15.0MPa

吸水量：13L/min

重量：52kg

軽量・コンパクト!軽量・コンパクト!

低速回転の耐久型低速回転の耐久型!!

洗浄機�洗浄機�JA1513LJA1513LAL AL 団結Ⅱ特別Ⅱ特別セット
（510478 0002）（510478 0002）

333

（510426 0000）（510426 0000）

小型・最軽量の小型・最軽量の
　  防音洗浄機！　  防音洗浄機！
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塗装機器/塗装機器/コンプレッサーコンプレッサー

コンプレッサー�
SC-22GM

コンプレッサー�
PLUE22CB-10

339

335 336

342

340

343

346
精和産業

ABAC

アネスト岩田

¥¥220,000220,000/ 台/ 台

エアレス�エアレス�
スーパー60L Cセットスーパー60L Cセット

¥¥170,000170,000// セットセット

精和産業

¥¥195,000195,000// セットセット

¥¥220,000220,000/ 台/ 台

¥¥261,000261,000/ 台/ 台

TNEWマルチガン�固定

¥¥28,60028,600/ 丁/ 丁

¥¥32,00032,000/ 丁/ 丁

TTアルミ吹付ガン�アルミ吹付ガン�
SG-50SG-50

344 TTNEWマルチガン�NEWマルチガン�
自在自在

¥¥18,80018,800/ 丁/ 丁

¥¥24,30024,300/ 丁/ 丁

制御圧力：0.8～1.0MPa制御圧力：0.8～1.0MPa

圧力：0.7MPa圧力：0.7MPa

吐出空気量：265L/min吐出空気量：265L/min空気量：330L/min空気量：330L/min

スーパーエアコンプレッサ�スーパーエアコンプレッサ�
AK-HL1270E3（27L） ブラックAK-HL1270E3（27L） ブラック

１種類のノズルでスタッ１種類のノズルでスタッ
コの中玉からトップコーコの中玉からトップコー
トまで対応。トまで対応。

345 リシンガン�2型
自在

エアー量クラス最⼤！エアー量クラス最⼤！

耐久性も抜群！耐久性も抜群！ 出張作業用軽便タイプ！出張作業用軽便タイプ！

タンク容量可変式！タンク容量可変式！
27L・22L・16Lの27L・22L・16Lの
3段階に切替可能！3段階に切替可能！

高出力モーターと高出力モーターと
　⼤きな油圧室で　⼤きな油圧室で
　　作業効率向上！　　作業効率向上！

柔軟性に優れ、柔軟性に優れ、
軽量なソフトホース仕様軽量なソフトホース仕様常用最大圧力：22MPa常用最大圧力：22MPa

最大吐出量：6.0L/min最大吐出量：6.0L/min

温風低圧塗装機
SG-91 ソフトホース仕様

吹付角度が自在吹付角度が自在
商品説明動画商品説明動画

商品説明資料商品説明資料

商品説明動画商品説明動画

SC-22GM
SP-60L
JC-1513DPN+
JC-1513SLN
KK-6N

カタログ 動　画 これは SC-22GR の動画で一つ前の型です。
※現在 SC-22GMはエンジンが三菱です

商品説明サイト商品説明サイト

SC-22GM
SP-60L
JC-1513DPN+
JC-1513SLN
KK-6N

カタログ 動　画 これは SC-22GR の動画で一つ前の型です。
※現在 SC-22GMはエンジンが三菱です

（400311 0022）（400311 0022）

（441101 0500）（441101 0500）

（445301 1091）（445301 1091）（442413 0000）（442413 0000）

（445142 0000）（445142 0000）

（400335 0022）（400335 0022）

（440110 0000）（440110 0000）

（440111 0000）（440111 0000）

（440212 0000）（440212 0000）

（440101 0000）（440101 0000）

（400163 1270）（400163 1270）

（413620 0630）（413620 0630）

（440462 0000）（440462 0000）

※画像は商品シリーズの代表イメージ※画像は商品シリーズの代表イメージ

（403112 0001）（403112 0001）

HiKOKI341 コンプレッサー�コンプレッサー�
EC1445H3 CTNEC1445H3 CTN

¥¥158,000158,000/ 台/ 台

348

347

ヒットランドラムヒットランドラム��
HD-630B-SBHD-630B-SB

タッチアップタッチアップ��
タイル・リシン両用タイル・リシン両用

¥¥25,50025,500/ セット/ セット

¥¥4,8004,800/ セット/ セット

タイルエースタイルエース�
TA-500GX 標準セット

338 精和産業

¥¥785,000785,000// セットセット¥¥60,30060,300// セットセット

温風低圧塗装機温風低圧塗装機
フレキシオPRO

337 ワグナー

低粘度塗料からエマル低粘度塗料からエマル
ション系内壁用塗料まション系内壁用塗料ま
で、スプレーアタッチで、スプレーアタッチ
メントにより、幅広いメントにより、幅広い
塗料に対応。塗料に対応。

さまざまな塗料にさまざまな塗料に
自在に対応！自在に対応！

常用最大圧力：18MPa常用最大圧力：18MPa

最大吐出量：6.0L/min最大吐出量：6.0L/min

⼤容量100Lホッパー！⼤容量100Lホッパー！

取り出し可能圧力：取り出し可能圧力：
【一般圧【一般圧】】0～約0.8MPa0～約0.8MPa
【高圧【高圧】】0～約2.5MPa0～約2.5MPa

低騒音！高耐久！低騒音！高耐久！
⼤容量！⼤容量！

使用圧力：0～1.5MPa使用圧力：0～1.5MPa

長さ：30m長さ：30m

内径：6.3φ内径：6.3φ

外径：10φ外径：10φ

コンプレッサーなしでできる
コンプレッサーなしでできる

玉吹き・リシン吹き玉吹き・リシン吹き補修用補修用！！

精和産業

トヨックス

一般圧・高圧両用一般圧・高圧両用

マックス

減圧弁の圧力調整範囲：減圧弁の圧力調整範囲：
【【高圧高圧】】0.1～2.45MPa0.1～2.45MPa
【常圧【常圧】】0.1～0.83MPa0.1～0.83MPa
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発電機/運搬機器発電機/運搬機器
349 351

357

350ワキタ HONDA

¥¥169,000169,000/ 台/ 台¥¥148,000148,000/ 台/ 台

「大容量」「高出力」「高速充電」の「大容量」「高出力」「高速充電」の
次世代ポータブル電源。次世代ポータブル電源。
大容量・大出力でほとんどの大容量・大出力でほとんどの
電化製品、電気工具、投光器など電化製品、電気工具、投光器など
に使用できます。に使用できます。

容量：1260Wh

出力：1600W

¥¥145,000145,000/ 台/ 台

インバータ発電機�
HPG2300is

ハイパワー・小型・軽量化、ハイパワー・小型・軽量化、

静音化を兼ね備えた⼤容量モデル！
静音化を兼ね備えた⼤容量モデル！

コンパクトボディに⼤排気量
コンパクトボディに⼤排気量

120ccエンジンを搭載!120ccエンジンを搭載!
質量：27kg質量：27kg

質量：21kg質量：21kg

定格出力：2.3KVA定格出力：2.3KVA

定格出力：1.8KVA定格出力：1.8KVA

インバータ発電機インバータ発電機
EU18iTJNEU18iTJN

ポータブル電源�
EFDELTA1300-JP

EcoFlow

商品説明サイト商品説明サイト

■缶キャリー

¥¥6,8506,850/ 個/ 個

¥¥4,6004,600/ 個/ 個

防雨型ドラム�NPW-EB33354

361 362360

電線長さ：30m

防雨・防じん構造で、屋外での防雨・防じん構造で、屋外での
作業や粉じんが多い場所での作業や粉じんが多い場所での
使用に最適。使用に最適。

¥¥19,40019,400/ 台/ 台

日動工業

¥¥8,0008,000/ 本/ 本

電線長さ：1m

防雨ポッキン防雨ポッキン
延長ブレーカー�延長ブレーカー�
PBW-EK-TPBW-EK-T

355

強度抜群の材強度抜群の材
質・形状！質・形状！
ルーフィングルーフィング
材を安全に荷材を安全に荷
揚げするため揚げするため
のバッグ。のバッグ。

走行時のキャスター部走行時のキャスター部
からの金属音をカットからの金属音をカット
した低騒音樹脂台車。した低騒音樹脂台車。

¥¥3,9103,910/ 個/ 個

¥¥22,40022,400/ 台/ 台 ¥¥9,6009,600/ 個/ 個

356 ビリビリガードビリビリガード
GR-XBGR-XB

しずキャリーしずキャリー
NP-300DXL ブレーキ付NP-300DXL ブレーキ付

ルーフィングルーフィング
バックバック

（407903 1300）（407903 1300）（405338 0018）（405338 0018）（405471 2300）（405471 2300）

353 京セラインバータ発電機インバータ発電機
EGI200EGI200 （405404 0200）（405404 0200）

（405852 0033）（405852 0033）

（405841 0002）（405841 0002）

（407904 0000）（407904 0000）

（562343 0300）（562343 0300）

（321211 0000）（321211 0000）

（321211 0001）（321211 0001）

（321212 0000）（321212 0000）

（321215 0000）（321215 0000）

（562117 0000）（562117 0000）

¥¥136,000136,000/ 台/ 台

¥¥16,00016,000/ 台/ 台

フラットカートフラットカート
2×42×4 （562359 0000）（562359 0000）

使用例動画使用例動画

※納期要確認※納期要確認

φ300×H1200mm

積載荷重：300kg

2輪にも4輪にも変身！2輪にも4輪にも変身！
�収納時はわずか130mm！�収納時はわずか130mm！

負荷に応じてエンジン回転数
負荷に応じてエンジン回転数

を制御する省エネモードを制御する省エネモード!!

HONDA

EU9i

352 ワキタインバータ発電機�
HPG3000i （405470 3000）（405470 3000）

¥¥120,000120,000/ 台/ 台

3kVAの高出力の3kVAの高出力の
インバータ発電機インバータ発電機

質量：19.8kg質量：19.8kg

定格出力：2.0KVA定格出力：2.0KVA

定格電流：15A

京セラ

ワイヤー径：4mm×21m

最大吊揚荷重：60kg

ウインチ�ウインチ�
AWI62 21m巻AWI62 21m巻

（562114 0021）（562114 0021）

¥¥86,00086,000/ 台/ 台

¥¥35,00035,000/ 台/ 台

359 AWI62・125
専用アーム

¥¥160,000160,000/ 台/ 台

ワイヤー径：5mm×21m

最大吊揚荷重：130kg

（562116 0021）（562116 0021）

358 ウインチ�ウインチ�
AWIAWI125B125B 21m巻 21m巻

質量：34kg質量：34kg

定格出力：3.0KVA定格出力：3.0KVA

缶の移動・持ち運びに便利、ウインチ用のキャリー缶の移動・持ち運びに便利、ウインチ用のキャリー
としても使える缶専用キャリー。としても使える缶専用キャリー。

¥¥2,7502,750/ 個/ 個

365 ペール缶・一斗缶兼用キャリーペール缶・一斗缶兼用キャリー

363 一斗缶用キャリー

プラグ形プラグ形
漏電遮断器漏電遮断器

364 一斗缶用キャリー�二缶用一斗缶用キャリー�二缶用

※�他にもサイズ※�他にもサイズ
ございますございます

※イメージ※イメージ
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コードレスコードレス
ロータリハンマドリルロータリハンマドリル
DH36DPBDH36DPB（2XP）（2XP）

372

コードレスコードレス
ディスクグラインダ�ディスクグラインダ�
G3610DAG3610DA（XP）（XP）

366

コードレスコードレス
振動ドライバドリル振動ドライバドリル��
DV36DADV36DA（2XP）（2XP）  

371

コードレスコードレス
インパクトインパクトドライバドライバ��
WH36DCWH36DC（2XP）（2XP）  

370

HiKOKI

373

ダクト長さ：5m

口径：φ320mm

¥¥27,50027,500// セットセット

ポータブル送風機�ポータブル送風機�
FB300＋ダクトFBD300SセットFB300＋ダクトFBD300Sセット

LEDヘッドライト�
OT-NRXOT-NRX--520H520H

LEDワークライト�
GZGZ--306306

380379

376374

¥¥7,5007,500/ 台/ 台¥¥9,4009,400/ 台/ 台

ジェントスジェフコム

ジェントス

（544092 0000）（544092 0000）

LED投光器LED投光器
LED30BZLED30BZ

（544091 0030）（544091 0030）

（500125 3610）（500125 3610）

（331306 0036）（331306 0036）

（507232 0036）（507232 0036）

（503837 0036）（503837 0036）

（505317 0036）（505317 0036）
（505318 0036）（505318 0036）

ワキタ ワキタ

（544073 0520）（544073 0520）

（544074 0306）（544074 0306）
■らくらくみるサーチミニくらくみるサーチミニ CNS-WC アルミポールセット CNS-WC アルミポールセット

375 LED投光器三脚セット

¥¥57,80057,800/ セット/ セット

¥¥40,00040,000/ セット/ セット

¥¥78,80078,800/ セット/ セット

36Vと18VどちらもOK! マルチボルトシリーズ

コードレスコードレスブロワブロワ��
RB36DA（2XP）RB36DA（2XP）367

コードレスコードレスかくはん機かくはん機��
UM36DAUM36DA（XP）（XP）  368

（542934 0001）（542934 0001）

¥¥18,30018,300/ 台/ 台

¥¥42,00042,000// セットセット

¥¥54,20054,200// セットセット

¥¥62,00062,000// セットセット

¥¥42,20042,200// セットセット

¥¥48,20048,200// セットセット

¥¥81,00081,000// セットセット

【付属品】
充電器1個
バッテリー1個

【付属品】
充電器1個
バッテリー2個 【付属品】

充電器1個
バッテリー2個

【セット内容】
投光器2台
三脚1台

【付属品】
充電器1個
バッテリー2個

【付属品】
充電器1個
バッテリー1個【付属品】

充電器1個
バッテリー2個

10 時間使用可能！10時間使用可能！

マルチボルトの説明マルチボルトの説明

ワイヤレスカメラシステム。録画・再生をスマホで操作。ワイヤレスカメラシステム。録画・再生をスマホで操作。
ポールセットなので高所の点検にも役立ちます。ポールセットなので高所の点検にも役立ちます。

●USB充電式●USB充電式
●3色調色&各色5段階調光可能●3色調色&各色5段階調光可能

スマホでスマホで
見る！録る！！見る！録る！！

（507905 0000）（507905 0000）

¥¥19,00019,000/ 個/ 個

バッテリー�バッテリー�
BSL36A18BSL36A18  369

（711118 0060 〜）（711118 0060 〜）

378 9.3mセット

¥¥164,000164,000/ 台/ 台

（544205 0000）（544205 0000）

LEDバルーンライトLEDバルーンライト��輝夜輝夜
BLBL--210210--FF  全光三脚スタンド全光三脚スタンド

28,000lmの強力な明28,000lmの強力な明
るさをバルーンで包るさをバルーンで包
み、周囲360度を優しみ、周囲360度を優し
い光で照らします。い光で照らします。
屋外でも安心のIP55屋外でも安心のIP55
防じん・防水仕様。防じん・防水仕様。

使用例動画使用例動画

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

382381

¥¥21,73021,730/ セット/ セット¥¥12,00012,000/ セット/ セット

ヒートガン�フーノ750 トランシーバー�トランシーバー�
充電器・イヤホンセット充電器・イヤホンセット（542378 0750）（542378 0750） （711413 0000）（711413 0000）

�IP67相当の耐塵・防浸、頑丈な�IP67相当の耐塵・防浸、頑丈な
ポリカーボネート製ボディポリカーボネート製ボディ

ワグナー アルインコ 383
（617902 0000）（617902 0000）

親綱（16ミリ三打の合親綱（16ミリ三打の合
成繊維ロープ）を緊張成繊維ロープ）を緊張
し固定する器具。し固定する器具。

¥¥17,40017,400/ 個/ 個

¥¥13,60013,600/ 本/ 本

¥¥12,50012,500/ 本/ 本

非常時にUSB機器へ非常時にUSB機器へ
給電可能！給電可能！

384 クレモナロープ�クレモナロープ�
16Φ20m片側フック付16Φ20m片側フック付

385 黄ニューテトロンロープ黄ニューテトロンロープ
16Φ16Φ20m20m片側フック付片側フック付

親綱緊張器親綱緊張器��

親綱緊張器親綱緊張器��JK-SUS05-MJK-SUS05-M

【セット内容】トランシーバー本体�
DJ-P321BM・耳掛け型イヤホンマイ
ク・バッテリーパック・充電器セット

【セット内容】らくらくみるサーチ
ミニ本体・アルミポール各種・
角度調節ヘッド

機器/工具用品機器/工具用品

377 6mセット

新時代36V! 単相100V相当のパワーを発揮！

HEPAフィルタ付！HEPAフィルタ付！

低粘度から高粘度まで低粘度から高粘度まで
撹拌可能！撹拌可能！

（611615 0020）（611615 0020）

（611614 0020）（611614 0020）

カバー付き！！カバー付き！！
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機器/工具用品機器/工具用品

¥¥24,00024,000/ 台/ 台

塗装面や素材を測色し、塗装面や素材を測色し、
無線で接続された無線で接続された
スマホへ転送。スマホへ転送。

簡易測色ツール簡易測色ツール
CUBECUBE

Too

商品説明動画商品説明動画

アルミ積荷レール
フルテック

折りたたみ式！！折りたたみ式！！

400

396

397

404

401

394393392

395

¥¥23,75023,750/ 組/ 組

¥¥120,000120,000/ 台/ 台¥¥368,000368,000/ 式/ 式

¥¥159,000159,000/ セット/ セット

ブラスト面形成動力工具ブラスト面形成動力工具
ブリストルブラスターW
電動式 MRX-4000X電動式 MRX-4000X

COLOR�EXPRESS 電動缶つぶし機電動缶つぶし機
AH-155AH-155兼六コンピュータ

充電式ドライウォールサンダー充電式ドライウォールサンダー��SL800DRGXSL800DRGX
充電式集じん機セット充電式集じん機セット

X-LOCK�グラインダーX-LOCK�グラインダー
GWX750-125SGWX750-125S

階段用作業台階段用作業台
TP1TP1

ローリングタワーローリングタワー
アルタウルスアルタウルス 3段 3段
ART-330S 布わく3枚仕様ART-330S 布わく3枚仕様

マキタ

（506583 4000）（506583 4000）

（620204 0000）（620204 0000）（500257 0750）（500257 0750）

（630680 0003）（630680 0003）

（350172 0000）（350172 0000）

（561187 0150）（561187 0150）
（550110 0000）（550110 0000）

（710251 0000）（710251 0000）

398 ラバーパッドラバーパッド�ミディアム�ミディアム

399 サンディングディスクサンディングディスク
（ジルコニア）（ジルコニア）

¥¥180180// 枚枚¥¥150150// 枚枚

¥¥2,7002,700// 枚枚

＃24/＃36＃60/＃80/＃100/＃120

コードレスコードレス
インパクトドライバ�インパクトドライバ�
WH7DL（2LCSK）WH7DL（2LCSK）

403

¥¥16,65016,650/ セット/ セット

¥¥15,50015,500/ 台/ 台

一斗缶（18L）・ペール缶一斗缶（18L）・ペール缶
（18L）の専用つぶし機。（18L）の専用つぶし機。

色やテクスチャを自在に色やテクスチャを自在に
シミュレーションして、シミュレーションして、
完成後のイメージをクリエイト。完成後のイメージをクリエイト。

18Vの充電式。サンディング面18Vの充電式。サンディング面
の可動範囲が広く、床からの天の可動範囲が広く、床からの天
井のサンディングも可能。井のサンディングも可能。

¥¥234,000234,000/ セット/ セット

●�強力モーターと巧みに配置され●�強力モーターと巧みに配置され
た2つのブラシで従来品に比べ、た2つのブラシで従来品に比べ、
40～90％の処理能率アップ40～90％の処理能率アップ
●�処理面は素地調整1種相当、●�処理面は素地調整1種相当、
���ISO�Sa2���ISO�Sa21/21/2相当の相当の
���ブラスト面を形成���ブラスト面を形成

持ち上げ困難な機械の持ち上げ困難な機械の
車載が1人でも可能車載が1人でも可能

全長：2000mm2本1組

ボッシュ

長谷川工業

アルインコ

●�ハイパワーモーターで、�●�ハイパワーモーターで、�
パワフルな力を発揮パワフルな力を発揮
●�X-LOCKシステムにより、�●�X-LOCKシステムにより、�
�アクセサリーを素早く交換可能�アクセサリーを素早く交換可能

脚部と天板を調整し、脚部と天板を調整し、
階段上で安定した階段上で安定した
作業スペースを作業スペースを
作れる作業台作れる作業台

高容量1.5Ah（7.2V）高容量1.5Ah（7.2V）
リチウムイオン電池リチウムイオン電池
を採用�を採用�

アルミと鋼のハイブリッド。アルミと鋼のハイブリッド。
軽さと安全性を両立させた軽さと安全性を両立させた
新しい移動式足場新しい移動式足場

作業床高さ：4.99〜5.11m

G-TOOL

HiKOKI

（503837 0007）（503837 0007）

（647903 0001）（647903 0001）

素地が鉄でも非鉄でも素地が鉄でも非鉄でも
測定できます。測定できます。

デュアルタイプ膜厚計デュアルタイプ膜厚計��SWT-9000SWT-9000387 サンコウ電子

388 鉄・非鉄両用プローブ�FN-325

386

¥¥94,50094,500/ 台/ 台

¥¥153,000153,000//個個

¥¥76,50076,500//個個¥¥128,000128,000/ 台/ 台

デュアルデュアル
タイプ膜厚計�タイプ膜厚計�LZ-990LZ-990 測定用途に合わせ接続プローブの選択が可能。測定用途に合わせ接続プローブの選択が可能。

スリムなボディによる抜群のグリップ感。スリムなボディによる抜群のグリップ感。

389 鉄素地用プローブ�Fe-2.5

（本体のみ）（本体のみ）

（550315 0990）（550315 0990）
（550527 9000）（550527 9000）

（550563 0325）（550563 0325）

（550561 0025）（550561 0025）

ケット科学

391

390

コンクリート探知機�コンクリート探知機�
D-TECTD-TECT
150CNT150CNT

ボッシュ

ボッシュ

レーザーレーザー
距離計�距離計�
GLM120CGLM120C

¥¥124,000124,000/ 台/ 台

¥¥41,50041,500/ 台/ 台

（551405 0150）（551405 0150）

（553012 0120）（553012 0120）

カメラ機能搭載！カメラ機能搭載！
測定画面を測定画面を
撮影・保存！！撮影・保存！！

鉄筋・非鉄金属・塩鉄筋・非鉄金属・塩
ビパイプ・CD管・ビパイプ・CD管・
電線・木材まで探知電線・木材まで探知
可能。最大探知深さ可能。最大探知深さ
150mm。150mm。

ディスク
グラインダ�G10SH6
サンダー仕様

¥¥14,50014,500/ 台/ 台

全長×高さ：
280×60mm

402 HiKOKI

（500124 0010）（500124 0010）

【セット内容】
充電式ドライウォールサンダー本体・充電式集じん機
VC867DZ本体・バッテリー6個・充電器1個・2個口充電
器1個・フロントカフス24（接続用）・ワイヤレスユニット

バッテリーが 6個付くバッテリーが 6個付く
お買い得なセット！！お買い得なセット！！

¥¥16,50016,500/ 台/ 台

（50枚単位（50枚単位出荷出荷）） （50枚単位（50枚単位出荷出荷））

（315547 0024～）（315547 0024～）

¥¥987,000987,000/ セット/ セット

【付属品】
充電器1個
バッテリー2個

（315130 0000）（315130 0000）



19※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。

コロナ対策用品コロナ対策用品

その他用品その他用品

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！

安定感に優れる自立式安定感に優れる自立式
で設置・移動も容易。で設置・移動も容易。
重ねてコンパクトに重ねてコンパクトに
収納できます。収納できます。

国内最速クラスの測国内最速クラスの測
定スピードを備えた定スピードを備えた
HESTAは、簡単な設HESTAは、簡単な設
置で「人手ゼロ」の非置で「人手ゼロ」の非
接触型検温システム。接触型検温システム。

ドローン�DJI�Mini�2
推奨セット

ランタン�
EX-418HEX-418H

SaniSpray�HP�20

418

412

408407

413

406405

411

421 422

415414

完全ワイヤレス完全ワイヤレス
イヤホン�イヤホン�
MS-TW21MS-TW21

¥¥9,0009,000/ セット/ セット

¥¥69,98069,980/ 台/ 台

¥¥10,70010,700//BOXBOX¥¥450,000450,000/ 台/ 台

¥¥128,000128,000/ 台/ 台

¥¥1,6001,600/ 枚/ 枚 ¥¥84,00084,000/ 台/ 台

¥¥110,000110,000/ 台/ 台

¥¥9,3509,350// 台台 ¥¥1,9501,950// 台台 ¥¥4,6504,650// 台台 ¥¥6,9806,980// 台台

¥¥48,60048,600/ セット/ セット
¥¥79,30079,300/ セット/ セット

重さわずか4gの重さわずか4gの
超軽量・小型設計。超軽量・小型設計。
装着しやすく耳の装着しやすく耳の
くぼみにフィットくぼみにフィット

●●USB機器にUSB機器に
　給電可能　給電可能

●専用充電池/●専用充電池/
　乾電池兼用　乾電池兼用

●専用充電池/●専用充電池/
　乾電池兼用　乾電池兼用

●専用充電池/●専用充電池/
　乾電池兼用　乾電池兼用●乾電池式●乾電池式

●●3色（白色・昼白3色（白色・昼白
色・暖色）調色可能色・暖色）調色可能

●●3色（白色・昼白3色（白色・昼白
色・暖色）調色可能色・暖色）調色可能

DJI

DJI

色：�ブラック×シルバー・ネイビー・�
シャンパンゴールド・ピンクゴールド

小型CO2モニタ
RI-600RI-600

溶かすだけタブレット型溶かすだけタブレット型��
塩素系除菌剤

飛沫防止飛沫防止
パーテーションパーテーション

（544072 0300）（544072 0300） （544072 0334）（544072 0334） （544072 0418）（544072 0418） （544072 0450）（544072 0450）

（561309 0065）（561309 0065）

（717907 0000）（717907 0000）

（446154 0000）（446154 0000）

（552337 0600）（552337 0600） （552672 0000）（552672 0000）（607905 0000）（607905 0000）

（607907 0004～）（607907 0004～）

（711119 0000）（711119 0000）
（557901 0000）（557901 0000）

（716101 0007～）（716101 0007～）

¥¥5,8005,800/ 巻/ 巻

409 A4サイズ 410 100mm×3mロール

¥¥800800/ 枚/ 枚

水道水を入れ、水道水を入れ、
ボタンを押すだけボタンを押すだけ
で高濃度のオゾンで高濃度のオゾン
水を生成水を生成

フィルム表面の特定ウイルスをフィルム表面の特定ウイルスを
99.99％減少、特定細菌の増殖99.99％減少、特定細菌の増殖
を1/100以下に抑制。を1/100以下に抑制。

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

DJI�Pocket2DJI�Pocket2
推奨セット推奨セット

マルチオゾンマルチオゾン
スプレープラススプレープラス
OY-FF65-PSOY-FF65-PS

業務用オゾン業務用オゾン
除菌消臭器除菌消臭器
MXAP-AE400MXAP-AE400

（561308 0400）（561308 0400）

417416
（717906 0001～）（717906 0001～）（717905 0000）（717905 0000）

ナインボットナインボット
キックスクーターキックスクーター
E25E25

¥¥80,00080,000/ 台/ 台

スマートモビリティ
ナインボット��S-PROS-PRO

¥¥88,00088,000/ 台/ 台

■■抗ウイルス・抗菌フィルム�抗ウイルス・抗菌フィルム�
　　リケガードVソフトリケガードVソフト

EPA登録済み！！EPA登録済み！！

理研計器

グラコ

スリーエム

非接触検温システム非接触検温システム��
HESTA

マスクしたまま顔認証＆マスクしたまま顔認証＆
ゼロ接触検温！！ゼロ接触検温！！

200錠入

水に溶かして水に溶かして
すぐに使えるすぐに使える
簡単除菌剤簡単除菌剤

リケンテクノス

SIAA認定フィルムSIAA認定フィルム！！！！ オゾンの持つ強いオゾンの持つ強い
酸化力で、菌やウイルス、酸化力で、菌やウイルス、
ニオイの元を分解！！ニオイの元を分解！！

手軽にオゾン水手軽にオゾン水
を生成！！を生成！！

超軽量199g！超軽量199g！

設定はスマートフォン設定はスマートフォン
操作対応！操作対応！

1充電で30kmの1充電で30kmの
長距離走行を可能！長距離走行を可能！

ランタンランタン
EX-300HEX-300H419 420 ランタンランタン

EX-334DEX-334D
ランタンランタン
EX-450HEX-450H

脚と身体の重心移動脚と身体の重心移動
だけで操作できる、新だけで操作できる、新
感覚の電動バランス感覚の電動バランス
スクータースクーター

ポケットサイズのジンポケットサイズのジン
バルカメラで、手ブレバルカメラで、手ブレ
のない鮮明な写真や滑のない鮮明な写真や滑
らかな動画を撮影らかな動画を撮影

サイズ：102.2φ×189mmサイズ：102.2φ×189mm サイズ：80.2φ×153.3mmサイズ：80.2φ×153.3mm サイズ：106.9φ×195.3mmサイズ：106.9φ×195.3mmサイズ：59φ×132mmサイズ：59φ×132mm

明るさ：約1300lm明るさ：約1300lm 明るさ：約500lm明るさ：約500lm 明るさ：約1100lm明るさ：約1100lm明るさ：約440lm明るさ：約440lm

M-SOUNDS

ジェントス

【セット内容】 【セット内容】 
・DJI Mini 2 Fly More Combo・DJI Mini 2 Fly More Combo
・DJI Care Refresh 1年版 ・DJI Care Refresh 1年版 
・プロペラガード・プロペラガード

【セット内容】 【セット内容】 
・OP2CP1本体・OP2CP1本体
・・OP2CA1CareRefresh1年版OP2CA1CareRefresh1年版

迅速かつ効果的な消毒、迅速かつ効果的な消毒、
除菌、抗菌、消臭作業の除菌、抗菌、消臭作業の
ための専用エアレススための専用エアレスス
プレーヤープレーヤー

※公道（歩道、車道を含む）での使用は禁止です。※公道（歩道、車道を含む）での使用は禁止です。 ※公道（歩道、車道を含む）での使用は禁止です。※公道（歩道、車道を含む）での使用は禁止です。
※�飛行空域や飛行方法によっては事前の申請と※�飛行空域や飛行方法によっては事前の申請と
承認が必要となります。承認が必要となります。

（5枚単位出荷）（5枚単位出荷）

快適環境の維持に、快適環境の維持に、
 二酸化炭素濃度を 二酸化炭素濃度を
  常時モニタリング！！  常時モニタリング！！

色：白・黒

サイズ：W490×H652mm

※納期要確認※納期要確認※納期要確認※納期要確認



20 ※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。予めご了承下さい。

世界をリードする刷毛・ローラー・塗装機器の総合メーカー

TOK
本社  〒160-8511 東京都新宿区四谷4-1  TEL 03（3357）4711 URL https://www.maru-t.co.jp

東�京�支�店� ☎ 03(3357)4316� Fax�03(3357)5557
大�阪�支�店� ☎ 06(6462)8011� Fax�06(6462)8014
九�州�支�店� ☎ 092(473)6511� Fax�092(473)6515
名古屋支店� ☎ 052(909)5255� Fax�052(909)5258
神奈川支店� ☎ 045(921)4711� Fax�045(921)3667
埼�玉�支�店� ☎ 048(297)6081� Fax�048(297)6080
千�葉�支�店� ☎ 047(433)1811� Fax�047(434)3202

仙�台�支�店� ☎ 022(390)0711� Fax�022(288)0876
沖縄営業所� ☎ 098(882)9690� Fax�098(944)2160
広島営業所� ☎ 082(234)4411� Fax�082(234)4166
四国営業所� ☎ 087(840)0388� Fax�087(840)0399
兵庫営業所� ☎ 078(924)8411� Fax�078(924)8415
京都営業所� ☎ 075(691)8511� Fax�075(691)8574
北陸営業所� ☎ 0761(73)8060� Fax�0761(73)8030

浜松営業所� ☎ 053(465)7952� Fax�053(465)7912
静岡営業所� ☎ 054(286)5622� Fax�054(283)6444
長野営業所� ☎ 0263(27)4781� Fax�0263(27)5039
城南営業所� ☎ 044(287)7100� Fax�044(287)7101
城西営業所� ☎ 03(3530)9891� Fax�03(3530)9890
城東営業所� ☎ 03(5242)8111� Fax�03(5242)1300
多摩営業所� ☎ 042(369)8611� Fax�042(369)8621

茨城営業所� ☎ 029(821)2571� Fax�029(821)2508
栃木営業所� ☎ 028(659)3391� Fax�028(659)3345
群馬営業所� ☎ 027(361)4311� Fax�027(361)4870
新潟営業所� ☎ 025(286)4891� Fax�025(286)8876
郡山営業所� ☎ 024(991)0222� Fax�024(991)0365
札幌営業所� ☎ 011(873)6600� Fax�011(873)6500

※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下さい。
※商品数には限りがございますので、あらかじめご了承ください。

脚立・はしご脚立・はしご
長谷川工業アルインコ

◀他にもお買い得商品がございます。
　詳細は専用チラシをご覧ください。

◀他にもお買い得商品がございます。
　詳細は専用チラシをご覧ください。

◀他にもお買い得商品がございます。
　詳細は専用チラシをご覧ください。

ピ カ 426423

¥¥14,80014,800// 台台

¥¥37,60037,600/ セット/ セット
¥¥19,80019,800// 台台

427

425

専用脚立専用脚立
RYZRYZ1.0-1.0-3030

天板高さ：1.02〜1.33m

天板高さ：2.82〜3.13m

片手で2脚の片手で2脚の
伸縮操作が可能!伸縮操作が可能!

＋＋
最⼤31cm最⼤31cm
高さ調整!高さ調整!

2021 年2021 年    44 月月11日日▶▶44 月月 末末 日日

部署  －  得意先コード

お取次店

東　京01 － 0001

団結キャンペーン PARTⅡ

4 / 1（木） ～ 4 / 30（金）

㈱マルテー塗装
大塚塗料㈱

開催期間

【ログイン用 QR】

★QR コードを読み取るか、下記 URL より WEBID でログインしてください

【URL】https://xxxxxx/xxx.maru-t .co. jp 【WEBID】1 0 0 0 0 0 0 0

WEBフェアのみの特典あり！WEBフェアのみの特典あり！

場所を問わず、パソコンやスマホよ
り

場所を問わず、パソコンやスマホよ
り

お買い得価格にてご購入頂けます！
！

お買い得価格にてご購入頂けます！
！

※ 本WEBフェアにアクセス頂くには招待券に
　記載されている「WEB ID」が必要となります。
　招待券は最寄りのT特約販売店までお申し込み下さい。

ご利用時間：6：00～22：00

WEB�IDWEB�ID

※都合により変更になる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

告 知

伸縮式脚立2台が伸縮式脚立2台が
セットで大特価！セットで大特価！

¥¥19,80019,800/ セット/ セット

3030セットセット

                        限定限定!!

伸縮脚付伸縮脚付
はしご兼用脚立セットはしご兼用脚立セット
GUS120＋GUS180GUS120＋GUS180

GUS180

GUS120

●●天板高さ：天板高さ：
  1.55〜1.85m  1.55〜1.85m
●●はしご時長さ：はしご時長さ：
  3.28〜3.90m  3.28〜3.90m

●●天板高さ：天板高さ：
 0.96〜1.26m 0.96〜1.26m
●●はしご時長さ：はしご時長さ：
 2.05〜2.67m 2.05〜2.67m

上部操作式上部操作式
   伸縮脚立!   伸縮脚立!

上でやるやつ!上でやるやつ!

〜毎週金曜日はWEBフェアでしか買えない大特価市〜〜毎週金曜日はWEBフェアでしか買えない大特価市〜

団結フライデー開催！団結フライデー開催！WEBフェア
限定企画

4月��2日（金）�洗浄機DAY4月��2日（金）�洗浄機DAY
4月��9日（金）�エアレス＆コンプレッサーDAY4月��9日（金）�エアレス＆コンプレッサーDAY
4月16日（金）�刷毛＆ローラーDAY4月16日（金）�刷毛＆ローラーDAY
4月23日（金）�発電機＆機器ＤＡＹ4月23日（金）�発電機＆機器ＤＡＹ
4月30日（金）�お楽しみDAY4月30日（金）�お楽しみDAY

●標準価格 ￥64,500●標準価格 ￥64,500

●標準価格 ￥31,000●標準価格 ￥31,000

●標準価格 ￥70,000●標準価格 ￥70,000

●参考価格●参考価格（最高値）（最高値） ￥160,800 ￥160,800

（641290 0001）（641290 0001）

（641290 0002）（641290 0002）

（647904 0001）（647904 0001）

（647904 0002）（647904 0002）

（642416 2080）（642416 2080）

WEBフェアにアクセス・ご登録頂いた方WEBフェアにアクセス・ご登録頂いた方
先着5,000名様に先着5,000名様に開催期間：開催期間：

マルテー刷毛型マルテー刷毛型
MEMO-PAPERMEMO-PAPER
プレゼント！プレゼント！

はしご兼用脚立はしご兼用脚立
RYH-12RYH-12

STGD-A4023×1枚セット��STGD-A4023×1枚セット��

在庫限り在庫限り
限定価格！限定価格！

在庫限り在庫限り
限定価格！限定価格！

¥¥35,60035,600/ セット/ セット

424

脚立 SCL-120A～210A脚立 SCL-120A～210A
お好きなサイズお好きなサイズ22台台

STGD-A3623×1枚セット��STGD-A3623×1枚セット��

■■四脚アジャスト式四脚アジャスト式
　はしご兼用脚立　はしご兼用脚立��SCLSCL
　　＋＋�伸縮足場板�伸縮足場板��STGD STGD セットセット

＋＋
●参考価格●参考価格（最高値）（最高値） ￥153,200 ￥153,200


