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TOK

��床式修正機床式修正機��
オリジナルクイックリペアオリジナルクイックリペア��
OTXOTX--100100

■�■�TTオリジナルオリジナル��
イオンシャワーブースイオンシャワーブース

¥¥158,000158,000/ 台/ 台

¥¥3,100,0003,100,000/ 台/ 台

¥¥250,000250,000/ 台/ 台

¥¥1,150,0001,150,000/ セット/ セット

コストパフォーコストパフォー
マンス重視のマンス重視の
スタンダードスタンダード
半自動溶接機。半自動溶接機。

※掲載写真は OT-300J です。※掲載写真は OT-300J です。

※サービス品は数量に限りがございます。予めご了承ください。※サービス品は数量に限りがございます。予めご了承ください。

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

車体固定の基礎となるサイドシル車体固定の基礎となるサイドシル
固定をスピーディーにセット。固定をスピーディーにセット。

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

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

504

513

501

ヤシマヤシマ

ヤシマ

アルゴンガス＆アルゴンガス＆
アース不要。アース不要。
多彩なビットを多彩なビットを
使用可能。使用可能。

ドローンアーク方式アルミスタッド溶接機ドローンアーク方式アルミスタッド溶接機
アルアーク200アルアーク200 ■�■�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�
EC-YGW16【5kg】EC-YGW16【5kg】

ウエルグローブ�ウエルグローブ�
EC-5002K5EC-5002K5

505
508

■�KBワッシャー■�KBワッシャー
500g/袋

¥¥85,00085,000//セットセット

¥¥95,00095,000//セットセット¥¥1,4001,400//袋袋
¥¥1,1001,100//袋袋

¥¥4,0004,000//双双

509 18φ 510 22φ

511 本体のみ

512 ワゴンセット

■�■�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

自動車補修関連自動車補修関連

ヤシマ

¥¥6,8006,800/ 巻/ 巻 ¥¥5,5005,500/ 巻/ 巻

506 0.6mm 507 0.8mm

設置費・送料別途

設置費・送料別途

・スチールワイヤー
　0.6mm（5kg）付
・アルゴン流量計付

33セットセット

            限定限定!!!!

本日▶10月末日迄

期間限定

ユーザー様対象
豪華景品が豪華景品が
100100名様に当たる名様に当たる！！

キャンペーン特別企画

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！！

4Kテレビ

ドローン

空気清浄機

ブリーズブロンズ
4点セット

旅行券
オリジナル
エコバック

オリジナルジャンパー

※イメージです※イメージです ※イメージです※イメージです

※イメージです※イメージです
※イメージです※イメージです

※イメージです※イメージです
※イメージです※イメージです

自動車補修・工業塗装版

小型・軽量小型・軽量
　エコノミー！　エコノミー！

・静電気除去�発電ガン
　G-9（3ｍチューブセット）

新製品新製品

今なら対象ブースを今なら対象ブースを
ご成約いただいたお客様限定ご成約いただいたお客様限定

11 セットサービス！！セットサービス！！

※��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
ありますので、予めご了承下さい。

¥¥3,500,0003,500,000/ 台/ 台

502 OT-300（温風仕様）

503OT-300J（熱風循環仕様）



自動車補修関連自動車補修関連

2 ※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。

■Polymix�■Polymix�万能成型接着剤万能成型接着剤
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

515 専用ガン

516 ミキシングノズル�50ml用
514 POLYMIX-REDライン�50ml

�AQUA�eco�AQUA�eco527

¥¥18,70018,700//丁丁

各各¥¥18,20018,200//セットセット

コグニセブン、アセスプロⅡと連動可能。必要最低限コグニセブン、アセスプロⅡと連動可能。必要最低限
の機能で価格を抑えた 、「ミニマムプラン 」が登場！！の機能で価格を抑えた 、「ミニマムプラン 」が登場！！

顧客・車輛総合管理システム�顧客・車輛総合管理システム�
GATCH�GATCH�ミニマムプランミニマムプラン

ソフトプランナー525

524

炭素純度の高いフィラメ炭素純度の高いフィラメ
ントを発熱体に使用した、ントを発熱体に使用した、
高 効 率 カ ー ボ ン ラ ン プ高 効 率 カ ー ボ ン ラ ン プ
ヒーター。ヒーター。
放射率85％で赤外線放射放射率85％で赤外線放射
性に優れ、加熱の省エネに性に優れ、加熱の省エネに
貢献します。貢献します。

¥¥36,00036,000/ 台/ 台

¥¥65,00065,000/ 台/ 台
¥¥270,000270,000/ 台/ 台

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シリーズシリーズ

532 ����1灯式�アルファ1灯式�アルファ��
OT1BOT1B--600Ⅰ600Ⅰ

533 ����2灯式��2灯式��
NEWベータマックスNEWベータマックス��
OT2BOT2B--600Ⅱ600Ⅱ

534 ����3灯式�ガンマファースト3灯式�ガンマファースト��
OT3BOT3B--1200Ⅱ1200Ⅱ

520 ����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��
813C813C--OTOT

523 ����ミニポリッシャーミニポリッシャー��
723723--OTOT��

519 ����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��
914LDT914LDT--MPSMPS

522 ����ベルトサンダーベルトサンダー��
212212--OTOT

デビルビス　デビルビス　LUNA2i-RLUNA2i-R
カップセット付　254/255カップセット付　254/255

526 WSWS--400400--S28S28--ATHATH
カップ・圧力計セットカップ・圧力計セット

529

¥¥22,60022,600//台台

¥¥25,90025,900//台台

¥¥22,80022,800//台台

¥¥17,00017,000//台台

¥¥17,00017,000//台台 ¥¥600,000600,000/ 式/ 式

¥¥120,000120,000/ 台/ 台

530 1.3φ
531 1.5φ

アネスト岩田
アネスト岩田

CFTランズバーグ

ドアリフト�ドアリフト�
DLDL--100100

ネキスト

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。

521 ����非吸塵式ダブルアクションサンダー非吸塵式ダブルアクションサンダー��
914LT914LT--MPSMPS

¥¥24,00024,000//台台

518 ����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��
813CD813CD--OTOT��

セット内容
・�ガン本体�・�ガン本体�（（口径φ1.3/1.5）口径φ1.3/1.5）
・特注カップ・特注カップ��（（ブルー）ブルー）

・マルチリッド・マルチリッド

・手元圧力計・手元圧力計

・・ニードルツマミ�ニードルツマミ�※※44色色

各各2020セットセット

                    限定限定!!!!

2020セットセット

                    限定限定!!!!

10th10th記念モデル記念モデル（特別セット）（特別セット）

※掲載写真は ※掲載写真は 
　254です。　254です。

KIWAMI-1シリーズKIWAMI-1シリーズ528

各種大特価各種大特価

KIWAMI-1シリーズKIWAMI-1シリーズ
お買い上げの方にお買い上げの方に
樹脂フタをサービス！！ 樹脂フタをサービス！！ 

アネスト岩田

長さ：18m

幅：9・12・15・18・20・24・30・40・50mm

塗装用マスキングテープ塗装用マスキングテープ��No.2020TNo.2020T517

手切れ性が良い！手切れ性が良い！

巻き戻しが軽い！巻き戻しが軽い！

接着力が強い！接着力が強い！

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！

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！

大特価大特価

圧力ゲージ＆圧力ゲージ＆
樹脂フタを樹脂フタを
サービス！！ サービス！！ 

※フタ装着イメージ※フタ装着イメージ
各各¥¥21,00021,000//セットセット

口径：�1.0/1.3�
1.5/1.8

送料別途

¥¥60,00060,000//セットセット



3※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。

■キャノンコロナシート■キャノンコロナシート ■�ソフトニューフレックスホース 

E-SNF-6.5

■�床ガラスフィルター�2巻セット■�床ガラスフィルター�2巻セット����PA-50PA-50■�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

¥¥18,00018,000// セットセット

¥¥12,00012,000/ 枚/ 枚

¥¥22,00022,000/ 枚/ 枚

¥¥21,00021,000// セットセット

¥¥22,00022,000// セットセット

¥¥23,00023,000// セットセット

¥¥28,00028,000// セットセット

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！！

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、除電効果が大幅にアップし、
作業効率が向上しました。作業効率が向上しました。

■■電ドラボール電ドラボール

■■��DIADORA�安全作業靴DIADORA�安全作業靴��
��ピピットピピット

543 W4000mm

548 920×1920mm

551 600mm

552 700mm

553 750mm

554 800mm

555 1000mm
549 1900×1920mm

544 W5450mm

排気フィルター�排気フィルター�
AD-2000フィルタAD-2000フィルタ

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

EXフィット手袋�EXフィット手袋�
B0620�ブルーB0620�ブルー

調色コンパクトブース�調色コンパクトブース�
OT-51OT-51

赤外放射温度計�赤外放射温度計�
830-T2830-T2

UV紫外線LEDライト�UV紫外線LEDライト�
UV-NOVA-UVS�UV-NOVA-UVS�
SGP-UVNSSGP-UVNS

550

537

560

536

542

538 539

長さ：100ｍ

t50mm×21m

500×500mm

各各¥¥10,50010,500//足足

ビック・ツール

ショーワグローブ

ベッセルイスコ

558 PP-228

559 PP-728

2点レーザーで測定スポットの上下2点レーザーで測定スポットの上下
を照射。測定範囲が視覚的に認識、を照射。測定範囲が視覚的に認識、
より正しい測定が可能。より正しい測定が可能。

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。

UV対応型パテやUV対応型パテや
サフェイサー、サフェイサー、
ガラス補修用レジン、ガラス補修用レジン、
コーティング等の紫外コーティング等の紫外
線に関わる材料の硬化線に関わる材料の硬化
に対応。コンパクトなに対応。コンパクトな
がら広範囲に照射可能。がら広範囲に照射可能。

ジェントス

テストー

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

※別途送料がかかる場合も※別途送料がかかる場合も
　ございます。　ございます。

¥¥98,00098,000/ 台/ 台

¥¥92,60092,600/ 台/ 台

¥¥18,00018,000/ 台/ 台

¥¥6,8006,800/ セット/ セット

¥¥1,9001,900/ 袋/ 袋

¥¥29,80029,800/ 台/ 台

サイズ：S/M/L各種サイズ：24.5～29.0cm

早締め時には早締め時には
モーターで、モーターで、
本締め時には本締め時には
手動のドライバー手動のドライバー
として使えます。として使えます。

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！！ 

大特価大特価

545 10m ¥¥3,0003,000//本本

546 20m ¥¥6,0006,000//本本

547 30m ¥¥9,0009,000//本本

¥¥3,9803,980/ 本/ 本

¥¥4,8004,800/ 本/ 本

20枚入

ハイエースやキャラバンクラスもハイエースやキャラバンクラスも

ラクラク養生可能！ラクラク養生可能！

使い捨て手袋の下に装着、使い捨て手袋の下に装着、
汗のムレ・不快感を軽減！汗のムレ・不快感を軽減！

ビット×1・USBケーブル
540 220USB-1

¥¥3,5003,500/ セット/ セット

¥¥4,5004,500/ セット/ セット

ビット×5・USBケーブル・ACアダプター
541 220USB-5

送料別途

ネキスト

¥¥59,80059,800// セットセット

535 ハイドリックパワーセットハイドリックパワーセット��4トン�HP-4S4トン�HP-4S

送料別途

狭い場所での作業を考慮、狭い場所での作業を考慮、
柔らかなホースを採用。柔らかなホースを採用。
チューブセットもワンタッチ、チューブセットもワンタッチ、
素早い作業性で経済的。素早い作業性で経済的。

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】

556
かがまずに立ったまま上部操作で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」、「脚部伸縮 + 天場スライド式」、
業界初の足場台。業界初の足場台。
ワイドに使えて収納はコンパクト！ワイドに使えて収納はコンパクト！

ピカ

¥¥36,80036,800//台台

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！

557 PP-114



工業塗装関連工業塗装関連

4 ※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 http://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

※本誌掲載価格は設置工事及び運送費等は含まれません。その他塗装ブースにおける別途工事
　（1次側電気・ダクト関係・ピット・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。

■■�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

■■��タンクマウント式スクリューコンプレッサタンクマウント式スクリューコンプレッサ��
LRSTシリーズLRSTシリーズ

湿式塗装ブース�湿式塗装ブース�
ベンチュリーブースベンチュリーブース562

乾式塗装ブース�乾式塗装ブース�
バッフルブースバッフルブース563

アネスト岩田

アネスト岩田テラル

570 ダイアフラムポンプ�ダイアフラムポンプ�
DPSDPS--90E90E 571 粉体静電ハンドスプレー�粉体静電ハンドスプレー�

OptiFlex�ProBOptiFlex�ProB

573 静電除去発電ガン�静電除去発電ガン�
No.G-9�No.G-9�（3mチューブセット）（3mチューブセット）

569 ダイアフラムポンプ�ダイアフラムポンプ�
PDPD--4040

72枚入

572 C-MIXC-MIXⓇⓇ搭載搭載
エアーモータ型ドラム缶�エアーモータ型ドラム缶�
撹拌装置撹拌装置��DAF007ADAF007A

羽根がない遠心羽根がない遠心
撹拌体「C-MIX撹拌体「C-MIXⓇⓇ」」
を採用した、ドラを採用した、ドラ
ム缶の懸架台。ム缶の懸架台。

¥¥350,000350,000/ 台/ 台

マルテーオリジナルマルテーオリジナル
乾式塗装ブース乾式塗装ブース��561

¥¥700700

¥¥560560¥¥3,3603,360/ 缶/ 缶

2本入

2個入
※掲載写真のフタは※掲載写真のフタは
　オプションです。　オプションです。

¥¥120,000120,000/ 台/ 台 ¥¥85,00085,000/ 台/ 台 ¥¥1,100,0001,100,000/ 台/ 台

¥¥54,00054,000/ セット/ セット

グラコ

ベッセル

アネスト岩田旭サナック

565 HTW-30LA3（ダブルタンク）

¥¥910,000910,000/ 台/ 台

各機種本体大特価！！各機種本体大特価！！

¥¥1,710,0001,710,000/ 台/ 台

564 HTS-10LA2-RE（シングルタンク）

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

アクアテックス

業界初の業界初の
タンクマウント方式！タンクマウント方式！

塗料ボックスから塗料ボックスから
直接吸引するタイプで直接吸引するタイプで
多色色替え作業に最適！！多色色替え作業に最適！！

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！！

塗料滞留部をなくして塗料滞留部をなくして
流動性アップ！流動性アップ！
VOC排出削減＆VOC排出削減＆
コスト低減に貢献！！コスト低減に貢献！！

大好評！大好評！
便利なチューブセット！！便利なチューブセット！！

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！！

各機種本体大特価！！各機種本体大特価！！各機種本体大特価！！各機種本体大特価！！

ルーチ・テソラルーチ・テソラ��
LTS-SET-B-NDLTS-SET-B-ND

574 バングリップバングリップ��BGR-25BGR-25576

ハンドガードハンドガード��
HGHG--1002834RE1002834RE

577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72575

ロールフィルターでロールフィルターで
塗料ミストの捕集効率アップ！！塗料ミストの捕集効率アップ！！

ハンドガード ▼ハンドガード ▼

▲バングリップ▲バングリップ

全機種インバータ制御で省エネ効果を発揮。全機種インバータ制御で省エネ効果を発揮。
省メンテナンスで高効率な油冷永久磁石モータを搭省メンテナンスで高効率な油冷永久磁石モータを搭
載し使い勝手が向上。温度耐久性を高めた新設計で、載し使い勝手が向上。温度耐久性を高めた新設計で、
周囲温度45度まで運転可能なニューモデル。周囲温度45度まで運転可能なニューモデル。

¥¥640,000640,000/ 台/ 台566 LRST-751

¥¥780,000780,000/ 台/ 台567 LRST-1101

¥¥820,000820,000/ 台/ 台568 LRST-1501

¥¥30,00030,000/ セット/ セット
※ご注文の際には、カラーを ※ご注文の際には、カラーを 
　ご指定してください。　ご指定してください。

カラー：�グリーン�
イエロー�
ブラック

内径：25mm

内径：28～34mm

持ち運びが可能な持ち運びが可能な
検査照明 LED ライト。検査照明 LED ライト。


