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湿式ミストエアーサンダ湿式ミストエアーサンダ
シングルシステムシングルシステム

汚水吸引回収式汚水吸引回収式
外壁洗浄システム（SX外壁洗浄システム（SX--7付）7付）

石綿含有仕上塗材の石綿含有仕上塗材の
        外壁洗浄外壁洗浄、、ハツリハツリ、、

　     画期的な　     画期的な排水処理排水処理！！

新システム

特許出願申請中（特願2022-162072）

刷毛コーナー刷毛コーナー ローラーコーナーローラーコーナー

オールワンオールワン

高耐候性塗料に高耐候性塗料に

　　ベストマッチ！　　ベストマッチ！
安心の耐溶剤性、安心の耐溶剤性、

 低飛散で作業性向上！ 低飛散で作業性向上！

ライム外装用

優れた優れた 安定した安定した塗り感！塗り感！耐久性！耐久性！

ライム外装用

優れた優れた 安定した安定した塗り感！塗り感！耐久性！耐久性！

ライム外装用

優れた耐久性、優れた耐久性、

 安定した塗り感！ 安定した塗り感！

豊富なラインアップ！豊富なラインアップ！

水性・溶剤塗料水性・溶剤塗料

　どちらにも対応！　どちらにも対応！

【新・白鳩 筋違・白毛】

■ 10号   101765 0010

■ 15号    101765 0015

■ 20号   101765 0020

■ 25号   101765 0025

サイズ

人気の「白鳩」が

さらに使いやすく

リニューアル！
人気の「白鳩」が

さらに使いやすく

リニューアル！

三拍子そろった

  溶剤塗料用刷毛！三拍子そろった

  溶剤塗料用刷毛！

※QRコードより動画が
　ご覧いただけます。

毛丈（mm）

10号 15号 20号 25号

36 36 39 39

16 16 18 18トジ幅（mm）

塗料含み塗料含み

まとまりまとまり

伸び伸び
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展示会展示会
限定商品限定商品

軽量＆洗浄性に優れた軽量＆洗浄性に優れた

　　アルミ製ハンドル！　　アルミ製ハンドル！

ワイヤー切れの心配なし！ワイヤー切れの心配なし！

特売刷毛特売刷毛
目地 平 / 筋目地 平 / 筋

当日大特価！！当日大特価！！

●�簡易型●�簡易型
　セキュリティルーム　セキュリティルーム

●�負圧除じん装置●�負圧除じん装置��
Novair�700Novair�700

●�水すまし●�水すまし��
GG--11

●�水性塗料固化剤●�水性塗料固化剤

●�溶剤塗料固化剤●�溶剤塗料固化剤

●�●�NEWNEWTT弾だんホイールシリーズ弾だんホイールシリーズ

●�NEWアートサンダーF●�NEWアートサンダーF

●�●�アートジスクペーパーアートジスクペーパー
　スターターセット　スターターセット

●�弾だんガイドカバー●�弾だんガイドカバー
　�　�日立用 /マキタ用日立用 /マキタ用

●�ハンドスムーサー●�ハンドスムーサー

●�●�ドライウォールサンダーⅡドライウォールサンダーⅡ

●�シーファイン●�シーファイン

●�グローブシート●�グローブシート

●�エアシャワー●�エアシャワー��
VASVAS--0004C0004C

●�デジタル粉じん計●�デジタル粉じん計��
LD-5R 型LD-5R 型

●�アートカップシリーズ●�アートカップシリーズ



相見積時の差別化、顧客満
足向上、

相見積時の差別化、顧客満
足向上、

　　　　　現金扱いの手間
削減に！！

　　　　　現金扱いの手間
削減に！！

〜 建築塗装業の経営者様へ〜〜 建築塗装業の経営者様へ〜

ご注意：展示会当日、カードではご購入頂けません。

マルテークレジット決済サービスマルテークレジット決済サービス

本展示会では感染症予防のため、軽食等のご提供は控えさせて頂きますので、
ご理解頂けますようお願い申し上げます。

アクセスサッポロ 大展示場
【住所】札幌市白石区流通センター4-3-55
【TEL】011-865-5811

◆地下鉄◆「大谷地駅」から　・車→約3分　・徒歩→約15分
◆ JR線◆　「新さっぽろ駅」から・車→約7分

会場のご案内

カモ井加工紙(株)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)京セラインダストリアルツールズ販売 (株)エムオースプレーイング(株)エムオースプレーイング(株) おたふく手袋 (株)おたふく手袋 (株)

ケルヒャージャパン(株)ケルヒャージャパン(株) (株)兼六コンピュータサービス(株)兼六コンピュータサービスグラコ(株)グラコ(株) 工機ホールディングスジャパン(株)工機ホールディングスジャパン(株)(株)ケツト科学研究所(株)ケツト科学研究所 興研(株)興研(株)

販売店名

● �3連はしご�● �3連はしご�
TRN73TRN73

(株)トヨックス(株)トヨックス

札幌営業所の公式LINEを札幌営業所の公式LINEを
好評開設中！！好評開設中！！

◎感染症対策を実施しています◎

スタッフの手洗い・マスク着用を徹底しております。
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。
諸般の状況により、中止の場合がございます。あらかじめご了承下さい。

コンパクトに収納できる、コンパクトに収納できる、
プロ仕様はしご。プロ仕様はしご。
脚部には大型足端具を採用、脚部には大型足端具を採用、
安定性がグーンとアップ！安定性がグーンとアップ！

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。

●�温風低圧塗装機�●�温風低圧塗装機�
SGSG--91 ソフトホース仕様91ソフトホース仕様

●●マスキングテープマスキングテープ��
　正宗　正宗

紙切れしにくい！紙切れしにくい！ 小型軽量タイプ！小型軽量タイプ！

美装仕上げの新チップで美装仕上げの新チップで
綺麗な仕上がり。綺麗な仕上がり。

プリンタ内蔵タイプのプリンタ内蔵タイプの
最上位モデル。最上位モデル。

●�ウルトラマックス�●�ウルトラマックス�
17N22417N224

溶剤・水性塗料兼用！溶剤・水性塗料兼用！

軽量＆作業性抜群！軽量＆作業性抜群！

●�膜厚計�●�膜厚計�
LL--500500

見積書も請求書も、見積書も請求書も、
誰でも簡単操作の誰でも簡単操作の
一貫システム。一貫システム。

スピーカーを標準装備、スピーカーを標準装備、
マスクを装着したままマスクを装着したまま
会話が可能。会話が可能。

荷揚げ操作を荷揚げ操作を
コードレスでコードレスで
遠隔操作！遠隔操作！

●�ザ・工事くんV�●�ザ・工事くんV�
工事見積・請求・注文システム工事見積・請求・注文システム

(株)サンコウ電子研究所(株)サンコウ電子研究所五心産業(株)五心産業(株) 三京ダイヤモンド工業(株)三京ダイヤモンド工業(株)

涼しいライナー＆涼しいライナー＆
透明ひさしヘルメット！透明ひさしヘルメット！

呼吸連動形なので、呼吸連動形なので、
呼吸に合わせて呼吸に合わせて
清浄空気を供給します。清浄空気を供給します。

円形チップで横への円形チップで横への
スライド研削がなめらか。スライド研削がなめらか。

鉄・非鉄金属の測定素材鉄・非鉄金属の測定素材
を自動で認識、測定。を自動で認識、測定。
ゼロ・標準調整ですぐにゼロ・標準調整ですぐに
測定可能！測定可能！

●�●�ヘルメット�エアロメッシュヘルメット�エアロメッシュ��
SYASYA--CVM�白 / スモークCVM�白 / スモーク

●�トマックス9●�トマックス9

日東電工(株)日東電工(株) 日本ワグナー・スプレーテック(株)日本ワグナー・スプレーテック(株)

密着性に優れ、密着性に優れ、

　糊残りしにくい！　糊残りしにくい！ コンパクトで軽量！コンパクトで軽量！

●�養生用布テープ�●�養生用布テープ�
No.7503�さんごNo.7503�さんご

スリーエムジャパン(株)スリーエムジャパン(株)シャープ化学工業(株)シャープ化学工業(株) ダイヤテックス(株)ダイヤテックス(株)

自己消火性があり、自己消火性があり、

延焼し難い！延焼し難い！

●�難燃テープ�●�難燃テープ�
FR-10-WHFR-10-WH

(株)寺岡製作所(株)寺岡製作所

粘着力が強く、粘着力が強く、

　糊残りしにくい！　糊残りしにくい！

●�Pカットテープ�● �Pカットテープ�
No.4100No.4100

デンヨー(株)デンヨー(株)

山本光学(株)山本光学(株)

レンズ面がレンズ面が
発熱して発熱して
絶対に曇らない！絶対に曇らない！

●�HEAT●�HEAT--LENS�LENS�930XED930XED

(株)レヂトン(株)レヂトン

錆取り、塗膜剥離等の錆取り、塗膜剥離等の
ケレン作業に！ケレン作業に！
簡単安全設計で簡単安全設計で
下地の削り過ぎを防止！下地の削り過ぎを防止！

●�ハイパーブラック�●�ハイパーブラック�
HBHB--100100

土牛産業(株)土牛産業(株) (株)名古屋マルヤマ(株)名古屋マルヤマ ニチバン(株)ニチバン(株)日動工業 (株)日動工業 (株)

光洋機械産業 (株)光洋機械産業 (株)

世界初、超軽量素材EPPを世界初、超軽量素材EPPを
採用した背負式クリーナー。採用した背負式クリーナー。

●�ドライクリーナー●�ドライクリーナー
�����BVL5/1�BP�����BVL5/1�BP

長谷川工業(株)長谷川工業(株)

藤本工業(株)藤本工業(株)
●�スカイトイレ囲い�●�スカイトイレ囲い�
BセットBセット

　（トイレ別売）　（トイレ別売）

組み立て式で簡単！組み立て式で簡単！

片手で閉じる片手で閉じる
新機構の新機構の
ワンタッチバーを採用。ワンタッチバーを採用。

●�●�ブラックレーベルシリーズブラックレーベルシリーズ

特殊ハードコーティング加工特殊ハードコーティング加工
シールドレンズ！シールドレンズ！

●�●�シールドレンズ付きヘルメットシールドレンズ付きヘルメット��
No.397FNo.397F--SS --CC

●�防音洗浄機�●�防音洗浄機�
HPW1513ES Ⅱ�標準セットHPW1513ES Ⅱ�標準セット

強いパワーと強いパワーと
　　高い耐久性！　　高い耐久性！

(株)ワキタ(株)ワキタ

ハトメ付のメッシュ及びシートがハトメ付のメッシュ及びシートが
１人でらくらく畳める。１人でらくらく畳める。

●�楽々タタムくん●�楽々タタムくん

●�マスキングテープ�●�マスキングテープ�
EXPPEXPP

特殊基材を採用し、特殊基材を採用し、
貼りやすく剥がす際に切れにくい。貼りやすく剥がす際に切れにくい。

コンプレッサーとエアーツールのコンプレッサーとエアーツールの
接続などで使えるエアーホース。接続などで使えるエアーホース。

●�●�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��
BLBL--711�電池・充電器付711�電池・充電器付

フルテック(株)フルテック(株)
●�オールクリーナー�●�オールクリーナー�
ACSF200ACSF200

コロニアル屋根洗浄のコロニアル屋根洗浄の
決定版！カバー内部で2個の決定版！カバー内部で2個の
扇形ノズルが回転し、強力に扇形ノズルが回転し、強力に
床面洗浄を行います。床面洗浄を行います。

●�エアーベース�●�エアーベース�
CSJ18TRUCSJ18TRU

アルインコ(株)アルインコ(株)

四方を囲む四方を囲む
感知ロッドにより感知ロッドにより
転落の予防が可能。転落の予防が可能。

●�ペイントウレタンNEO●�ペイントウレタンNEO
　　SG600SG600

●�ニトリルグローブ�●�ニトリルグローブ�
ブラックブラック

超強力グリップ！超強力グリップ！

　　　　　高耐久！　　　　　高耐久！

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！

●�エアーホース�●�エアーホース�
　オレンジホース　オレンジホース

ワンタッチロックでワンタッチロックで

　　　操作カンタン！　　　操作カンタン！

(株)マキタ(株)マキタ

サーモカメラ映像

(株)ミヤナガ(株)ミヤナガ

止水工事、タイルの浮き補修、止水工事、タイルの浮き補修、
各種ピンニング工法の下穴に。各種ピンニング工法の下穴に。

●�水循環式●�水循環式
　アクアリサイクルセット　アクアリサイクルセット

(株)山装(株)山装

水は通さず、湿り空気圧のみを水は通さず、湿り空気圧のみを
外部に排出する特殊フィルター。外部に排出する特殊フィルター。
厚みが薄く、歩行の邪魔にならない！厚みが薄く、歩行の邪魔にならない！

●�ダモ脱気フィルター●�ダモ脱気フィルター
やまびこジャパン(株)やまびこジャパン(株)

片手でラクラク片手でラクラク

ハンディブロワ！ハンディブロワ！

●�エンジンブロア�●�エンジンブロア�
EB221SEB221S

ヤマゼンクリエイト(株)ヤマゼンクリエイト(株)
● �GENJU●�GENJU

メルシー独自開発によるメルシー独自開発による
新機構システムで3WAY新機構システムで3WAY
の立体的なモミ感を実現。の立体的なモミ感を実現。

一般カートリッジ一般カートリッジ

　　約 2本分の容量
！

　　約 2本分の容量
！

塗装・清掃の塗装・清掃の
　　剥がし作業に！　　剥がし作業に！

●�高圧洗浄機�●�高圧洗浄機�
WZ13-150NEO�SⅡWZ13-150NEO�SⅡ

●�スノコ式足場台�●�スノコ式足場台�
DSL1.0DSL1.0

●�リモコンウインチ�●�リモコンウインチ�
AWI62RCAWI62RC

●�小型エンジン発電機�●�小型エンジン発電機�
GEGE--1600SS1600SS -- ⅣⅣ

インバータ制御の高品質な電気をインバータ制御の高品質な電気を
供給する防音型。供給する防音型。

(株)トーヨーセフティー(株)トーヨーセフティー

●�デュアルタイプ膜厚計�●�デュアルタイプ膜厚計�
SWTSWT--NEONEO--F/FNF/FN

●�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�
STGDSTGD

●�●�超硬ストロングスクレーパー超硬ストロングスクレーパー ●�ビッグバンSS�●�ビッグバンSS�
ASAS--C1224VC1224V--2000A2000A

事前の充電要らずで事前の充電要らずで
エンジンを始動！エンジンを始動！

●�エアコンプレッサ�●�エアコンプレッサ�
AC500XGAC500XG

作業に合わせて、作業に合わせて、
タンク内圧力を自動調整。タンク内圧力を自動調整。
効率の良い運転と、高耐久を両立。効率の良い運転と、高耐久を両立。

●�コードレスかくはん機�●�コードレスかくはん機�
UM36DAUM36DA

■本展示会の価格は全て税別表示となっております。
　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特約販売店までお早めにお申込み下さい。

サンコー(株)サンコー(株) ジェフコム(株)ジェフコム(株)
●�ハーネス�●�ハーネス�PAHN-10A-BLPAHN-10A-BL

●�電動ファン付き呼吸保護具�●�電動ファン付き呼吸保護具�
Sy185V3Sy185V3--HH

(株)重松製作所(株)重松製作所

●�クサビ緊結式足場●�クサビ緊結式足場
　モノシステム　モノシステム

かんたん組立、コンパクト設計にかんたん組立、コンパクト設計に
よる施工性・経済性と安全性をよる施工性・経済性と安全性を
兼ね備えた足場。兼ね備えた足場。

手にしただけで手にしただけで

　　軽さがわかる！　　軽さがわかる！

●�●�炭素繊維格子貼り工法用マスキングテープ炭素繊維格子貼り工法用マスキングテープ
　　せこたんせこたん™™積層養生テープ積層養生テープ��
　　CMCM--90419041

嬉しい情報をLINEでお届け！！

友だち登録でお得な情報をGET！
＜友達追加の方法は、2通りあります＞

を入力

LINE内の「友だち追加」
ID/電話番号から

ID @029elqtf是非、お友達登
録

是非、お友達登
録

　　お願い致し
ま

　　お願い致し
ますす！！！！

詳細は詳細は
コチラから▶コチラから▶

●�みるサーチ�ミニ�プラス�●�みるサーチ�ミニ�プラス�
CMSCMS--WC2WC2

スマホで見る、スマホで見る、
ワイヤレスカメラ。ワイヤレスカメラ。

(株)ピカコーポレイション(株)ピカコーポレイション

最大段差が約31cmまで最大段差が約31cmまで
対応できるスタンダードタイプの対応できるスタンダードタイプの
伸縮脚立。伸縮脚立。

4mmのピッチで4mmのピッチで
任意の長さに伸縮。任意の長さに伸縮。


