
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！！

TOK 九州支店

フェアオススメ出展商品フェアオススメ出展商品

オロシティーホールオロシティーホール
【住所】 鹿児島市卸本町6-12　【TEL】 099-260-2111【住所】 鹿児島市卸本町6-12　【TEL】 099-260-2111
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20232023自動車
補修関連

土 日

感染症対策について

諸般の状況により、延期または中止の場合は、弊社担当営業より別途ご案内申し上げます。

スタッフの手洗い・マスク着用を徹底しております。
会場内では、各所にアルコール消毒液を設置いたします。
来場時の検温・アルコール消毒など、お客様にもご協力お願い致します。

アンダーボディはもちろん、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ッパーボディやホイール
アライメントの測定も可能。アライメントの測定も可能。

▼▼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 PORTABLETOUCH PORTABLE  90TOUCH90TOUCH--ＰＰ

▲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

▲SATAスプレーガンシリーズ▲SATAスプレーガンシリーズ

◀AUTOROBOT◀AUTOROBOT
　スマートプーラー　スマートプーラー
      ゴールドセットゴールドセット

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！！

小型・軽量・エコノミー!!小型・軽量・エコノミー!!
　マルテーオリジナル　マルテーオリジナル
　　　　スタッド溶接機！　　　　スタッド溶接機！

▼▼ TTオリジナルオリジナル
　　　カーボンヒータシリーズ　　　カーボンヒータシリーズ

●1灯式アルファ●1灯式アルファ
　　OT1B-600ⅠOT1B-600Ⅰ

● 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

●  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

コンパクト＆コンパクト＆
　　使い方簡単！　　使い方簡単！

▶▶TTオリジナルオリジナル

　ブルドックスポットカッター　ブルドックスポットカッター
高張力鋼板はもちろん、超高張力鋼板の高張力鋼板はもちろん、超高張力鋼板の
溶接部を位置ズレなく、スムーズにかつ溶接部を位置ズレなく、スムーズにかつ
スピード切削による加工が可能。スピード切削による加工が可能。

●SATA ●SATA 
　jet X5500RP　jet X5500RP

●SATA●SATA
　minijet4400B　minijet4400B

●SATA●SATA
　jet 1400S　jet 1400S

IとO両パターンに対応！IとO両パターンに対応！ 小面積塗装に最適！小面積塗装に最適！ 超小型超小型
スプレーガン！スプレーガン！

▼キャノンコロナシート▼キャノンコロナシート
      5450mm/4000mm5450mm/4000mm

▲MTキャノンコロナスタンド▲MTキャノンコロナスタンド
      OT-01OT-01

梱包箱のまま梱包箱のまま
　　使用可能！　　使用可能！



ご注意

※本展示会の表示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。
※本展示会のご入場には招待券が必要です。お近くのT特約販売店へお申込下さい。

主
　
催

TOK九州支店
福岡市博多区榎田2-8-19
TEL：092-473-6511　FAX：092-473-6515

出展メーカーオススメ商品出展メーカーオススメ商品

興研 コンパクト・ツール

カモ井加工紙 空研おたふく手袋

工機ホールディングスジャパン

●●ニットワークシューズニットワークシューズ
　　JWJW--395　395　

●コードレス●コードレス
   ベルトサンダー   ベルトサンダー
　　SB3602DASB3602DA

● 車両塗装用テープ● 車両塗装用テープ
　　BIG BOSSBIG BOSS

●防じんマスク●防じんマスク
　　 1180H 型 1180H 型

●●コードレスコードレス
   ミニダブルアクション   ミニダブルアクション
   ポリッシャー   ポリッシャー
　　CP80CP80

●マルチミニサンダー●マルチミニサンダー
　　MRSMRS--3535

恵宏製作所アルインコ NCK

●●伸縮天板・伸縮脚付足場台伸縮天板・伸縮脚付足場台
　　VSR2613FXVSR2613FX

京セラインダストリアルツールズ販売

●ギアアクション●ギアアクション
   ポリッシャー   ポリッシャー
　　RPEG132RPEG132

アネスト岩田

●スプレーガン●スプレーガン
　　KIWAMI3-V14WB2KIWAMI3-V14WB2

栄和製作所

クリスタルプロセス

シャープ化学工業

●●ジェットフローガン３ジェットフローガン３

CFTランズバーグ 重松製作所

●防じん・防毒マスク●防じん・防毒マスク
　　TW01SCTW01SC

信濃機販

●ミニ・メカソー●ミニ・メカソー
　　SISI--47404740

作業性の向上に加え、作業性の向上に加え、
水性プラサフへの水性プラサフへの
対応も可能!対応も可能!

作業スペースに作業スペースに
合わせて調整できる!合わせて調整できる!

●半自動溶接機●半自動溶接機
　　MIGBOX2MIGBOX2

軽量＆コンパクトで軽量＆コンパクトで
持ち運びらくらく!!持ち運びらくらく!!

鋼鉄製先芯入り鋼鉄製先芯入り
　なのに軽量快適!　なのに軽量快適!

手切れ性、巻き戻し性、手切れ性、巻き戻し性、

重ね貼り性がよく重ね貼り性がよく
糊残りしにくい!糊残りしにくい!

小型・軽量・パワフル小型・軽量・パワフル
で研削力が強い!で研削力が強い!

ポリッシャーで、ポリッシャーで、
鏡面メッキ被膜を形成!鏡面メッキ被膜を形成!

スピーディー＆スピーディー＆
パワフル研削!パワフル研削!

小さくても小さくても
　エンストなし!　エンストなし!

スプレーだけでなくスプレーだけでなく
　ビード施工も可能!　ビード施工も可能!

長谷川工業ニチバン

●マスキングテープ●マスキングテープ
　　No.222No.222

手切れ性手切れ性
重ね張り性良好!重ね張り性良好!

ピカコーポレイションピカコーポレイション

●アジャスト付足場台●アジャスト付足場台
　　STAPI DXP-S120LASTAPI DXP-S120LA

立ったまま立ったまま
伸縮できる足場台!伸縮できる足場台!

様々な作業で使様々な作業で使
用できる用できる!!

回転数を2段階に回転数を2段階に
調整が可能!調整が可能!

●スプレーガン●スプレーガン
　　DV1DV1

ベースコートにベースコートに
特化した霧化性能!特化した霧化性能! 軽量・小型!軽量・小型!

車の磨き傷を車の磨き傷を
出さないパッド出さないパッド
軌跡で、ムラの軌跡で、ムラの
ない仕上がりを実現。ない仕上がりを実現。

九州マルテーフェア in 鹿児島九州マルテーフェア in 鹿児島
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アネスト岩田（株）

アルインコ（株）

（株）栄和製作所

（株）恵宏製作所 

ＮＣＫ(株)

エムオースプレーイング（株）

おたふく手袋（株）

(株）カスタム

カモ井加工紙（株）

京セラインダストリアルツールズ販売（株）

（株）空研

（株）重松製作所

信濃機販（株）

シャープ化学工業(株)

精和産業（株）

日東電工（株）

（株）ツボ万

（株）寺岡製作所

土牛産業（株）

ニチバン（株）

日本ワグナー・スプレーテック（株）

長谷川工業（株）

（株）クリエート九州

（株）クリスタルプロセス

（株）ケツト科学研究所

（株）兼六コンピュータサービス

工機ホールディングスジャパン（株）

興研（株）

光洋化学（株）

コンパクト・ツール（株）

（株）サンコウ電子研究所

（株）シーアールティー・ワールド

CFTランズバーグ（株）

（株）ピカコーポレイション

（株）ビック・ツール

フルテック（株）

（株）明治機械製作所

（株）ユニテック

YBC JAPAN CO.　

（株）ワキタ

　　　　　　　　　　　　　　　　他

ビック・ツール

●●イオンシャワーマグナムイオンシャワーマグナム
　　MGMG--30003000

静電気・ホコリを静電気・ホコリを
ハンドで除去!ハンドで除去!

明治機械製作所 YBC JAPAN Co.

●●リペア鈑金ツールリペア鈑金ツール
　　PRO KIT1 YPRO KIT1 Y--PK100PK100

作業時間・パテ作業・作業時間・パテ作業・
塗装・コストの軽減と塗装・コストの軽減と
時間短縮に役立つ時間短縮に役立つ
ECOなキットです。ECOなキットです。

●スプレーガン●スプレーガン
　　 ATOM  S.C/G ATOM  S.C/G--1616

ムラの出やすいガンメタ、ムラの出やすいガンメタ、
スリーコート等の塗装が、スリーコート等の塗装が、
より簡単に素早く出来る。より簡単に素早く出来る。

●●水系一液型除錆・(簡易)防錆剤水系一液型除錆・(簡易)防錆剤
　　AGUAAGUA--SR200SR200

あきらめていたあきらめていた
錆汚れがきれい錆汚れがきれい
になります!!になります!!

●スプレーガン●スプレーガン
　　FINERFINER--FORCEFORCE

■FINER-FORCE T■FINER-FORCE T

■FINER-FORCE B■FINER-FORCE B
■FINER-FORCE R■FINER-FORCE R

●●伸縮天板・伸縮脚付足場台伸縮天板・伸縮脚付足場台

天板も脚部も天板も脚部も
　　スライド！!　　スライド！!

アネスト岩田©アネスト岩田©

●●ポリッシャーポリッシャー
　プレーティングシステム　プレーティングシステム

嬉しい情報をLINEでお届け！

TOK　九州支店

❶QRコードから友だち追加

〒812-0004福岡市博多区榎田2-8-19 TEL:092-473-6511　FAX:092-473-6515

❷ID検索から友だち追加
LINE 内の「友だち追加」
ID/電話番号から

を入力ID 426twsqi

九州支店 公式LINE好評開設中！
友だち登録でお得な情報をGET！

▼友だち追加の方法は下記の2通り▼

LINE限定のお得な情報配信中！


