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新商品
ダブルラチェットレンチに
リバーシブルモデルが新登場！

1

2 新商品
マグネット付き
エキステンションバー

キャップストップ
リング付きで
レンチの落下を防止

先端にマグネット付きで
ボルトやナットを落とさない！

3 工具箱の色に合わせた
ダイヤルロックキー付き

狭い場所でも連続作業がスムーズに！

SPECIAL FEATURESSPECIAL FEATURESSPECIAL FEATURESSPECIAL FEATURES

カタログを
専用シェルフに
カタログを
専用シェルフに

気炎万丈
毎年様々な現場に新しい風を吹き込み続ける SIGNET の工具セット。

今年も定番人気の工具はそのままに、 新商品を複数搭載しました。

今年の目玉は、 斬新 ・オシャレなツートンカラー。

これからも現場の声を大切に、 意気盛んに挑戦し続けます。

Color Mechanic Tool Sets are available!9

NEWNEW NEWNEW

NEW COLOR!NEW COLOR!

さらっとした手触りで
高級感アップの
マットブラック 2

さらっとした手触りで
高級感アップの
マットブラック 2

パープル×ライムグリーン

800S-5017PU/LG

マットブラウン

800S-5017MBR

 ブルー

800S-5017BL

 パープル

800S-5017PU

 ブラック

800S-5017MBK2

 マットレッド

800S-5017MR

 イタリアンイエロー

800S-5017IY

 マットブラック

800S-5017MBK

 ライムグリーン

800S-5017LG
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商品名 商品名

1 3/8DR 120ｷﾞｱ ﾗﾁｪｯﾄﾊﾝﾄﾞﾙ 28 3/8DR 3"(75MM)ﾏｸﾞﾈｯﾄ付ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾊﾞｰ

2 3/8DR 8MM ｿｹｯﾄ (6角) 29 3/8DR 6"(150MM)ﾏｸﾞﾈｯﾄ付ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾊﾞｰ

3 3/8DR 10MM ｿｹｯﾄ (6角) 30 3/8DR-1/4ﾍｯｸｽﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

4 3/8DR 12MM ｿｹｯﾄ (6角) 31 60ｷﾞｱ SIGNETﾘﾊﾞｰｼﾌﾞﾙﾚﾝﾁ切替ｽｲｯﾁ付 8MM

5 3/8DR 13MM ｿｹｯﾄ (6角) 32 72ｷﾞｱ SIGNETﾘﾊﾞｰｼﾌﾞﾙﾚﾝﾁ切替ｽｲｯﾁ付 10MM

6 3/8DR 14MM ｿｹｯﾄ (6角) 33 72ｷﾞｱ SIGNETﾘﾊﾞｰｼﾌﾞﾙﾚﾝﾁ切替ｽｲｯﾁ付 12MM

7 3/8DR 17MM ｿｹｯﾄ (6角) 34 72ｷﾞｱ SIGNETﾘﾊﾞｰｼﾌﾞﾙﾚﾝﾁ切替ｽｲｯﾁ付 13MM

8 3/8DR 19MM ｿｹｯﾄ (6角) 35 72ｷﾞｱ SIGNETﾘﾊﾞｰｼﾌﾞﾙﾚﾝﾁ切替ｽｲｯﾁ付 14MM

9 3/8DR 21MM ｿｹｯﾄ (6角) 36 72ｷﾞｱ SIGNETﾘﾊﾞｰｼﾌﾞﾙﾚﾝﾁ切替ｽｲｯﾁ付 17MM

10 3/8DR 22MM ｿｹｯﾄ (6角) 37 3/8DR 15"(380MM) ｽﾋﾟﾝﾅｰﾊﾝﾄﾞﾙ

11 3/8DR 24MM ｿｹｯﾄ (6角) 38 強力ﾗｼﾞｵﾍﾟﾝﾁ 165MM (ｶｰﾄﾞ無)

12 3/8DR 8MM ﾃﾞｨｰﾌﾟｿｹｯﾄ 39 強力ﾆｯﾊﾟｰ 165MM (ｶｰﾄﾞ無)

13 3/8DR 10MM ﾃﾞｨｰﾌﾟｿｹｯﾄ 40 ｽﾘｯﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾗｲﾔｰ (ﾊﾟｯｸ無)

14 3/8DR 12MM ﾃﾞｨｰﾌﾟｿｹｯﾄ 41 ﾎﾞｰﾙﾋﾟﾝﾊﾝﾏｰ 12ｵﾝｽ(ﾌｧｲﾊﾞｰｸﾞﾗｽﾊﾝﾄﾞﾙ)

15 3/8DR 13MM ﾃﾞｨｰﾌﾟｿｹｯﾄ 42 9PC ﾛﾝｸﾞﾎﾞｰﾙﾍｯｸｽﾚﾝﾁｾｯﾄ(ﾌﾞﾙｰｺｰﾃｨﾝｸﾞ

16 3/8DR 14MM ﾃﾞｨｰﾌﾟｿｹｯﾄ 43 (-)6X100 貫通ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ (ﾀｯｸﾞ無)

17 3/8DR 17MM ﾃﾞｨｰﾌﾟｿｹｯﾄ 44 (-)8X150 貫通ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ (ﾀｯｸﾞ無)

18 8X10 45ﾟﾒｶﾞﾈﾚﾝﾁ(ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｲﾌﾟ) 45 (+)#2X100 貫通ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ (ﾀｯｸﾞ無)

19 10X12 45ﾟﾒｶﾞﾈﾚﾝﾁ(ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｲﾌﾟ) 46 (+)#3X150 貫通ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ (ﾀｯｸﾞ無)

20 11X13 45ﾟﾒｶﾞﾈﾚﾝﾁ(ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｲﾌﾟ) ﾐﾆﾗﾁｪｾｯﾄ ﾚｯﾄﾞ

21 12X14 45ﾟﾒｶﾞﾈﾚﾝﾁ(ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｲﾌﾟ) ﾐﾆﾗﾁｪｾｯﾄ ﾌﾞﾗｯｸ

22 14X17 45ﾟﾒｶﾞﾈﾚﾝﾁ(ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｲﾌﾟ) ﾐﾆﾗﾁｪｾｯﾄ ﾌﾞﾙｰ

23 19X21 45ﾟﾒｶﾞﾈﾚﾝﾁ(ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｲﾌﾟ) ﾐﾆﾗﾁｪｾｯﾄ ｲｴﾛｰ

24 22X24 45ﾟﾒｶﾞﾈﾚﾝﾁ(ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｲﾌﾟ) ﾐﾆﾗﾁｪｾｯﾄ ｸﾞﾘｰﾝ

25 ｽﾀﾋﾞｰﾗﾁｪｯﾄﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ ﾐﾆﾗﾁｪｾｯﾄ ﾊﾟｰﾌﾟﾙ

26 3/8DR ﾏｸﾞﾈｯﾄ付ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼﾞｮｲﾝﾄ ﾐﾆﾗﾁｪｾｯﾄ ｵﾘｰﾌﾞ

27 3/8DR T型ｽﾗｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ 48 17年工具ｾｯﾄ用ﾂｰﾙﾎﾞｯｸｽ

49 ﾄﾚｲ

50 布ｶﾊﾞｰ

47

ボックス外寸：
W555×D240×H300mm

…



ヘビーワイド
ローラーキャビネット 9段
品番：54455

■サイズ (mm)：W1355×D458×H1200

■引出の耐荷重 (kg)：40-60　■質量 (kg)：140

ワイドトップチェスト 8段
品番：54454

メンテナンスツールセット
品番：800S-56RE

■サイズ (mm)：W555×D240×H300

■サイズ (mm)：W1350×D458×H530

メカニックツールトロリーセット
品番：800S-23

ベルトサンダー
品番：65157
■ベルトサイズ (mm)：10×330　■全長 (mm)：295
■回転数 (rpm)：19000　■重量 (kg)：0.81

ボルトクリーニングセット
品番：46924

■差込角 (SQ)：1/2
■ブラシサイズ (mm)：12･13･14･16･22･28

ブレーキ液テスター
品番：47244

■適用：DOT3、DOT4、DOT5.1、ACDelco DOT3、
　ペンゾイル DOT3、プレストン DOT3、
　Motorcraft DOT3、トヨタ ( 海外仕様 )DOT3

バッテリーアナライザー
品番：47246

■適用：コードの長さ (mm)：900
■質量 (g)：220
■動作電圧範囲：12Ｖバッテリー専用

ヘッドアップディスプレイ
品番：47710

■セット内容：HUD本体、OBDII アダプター、
　ノンスリップマット、反射フィルム ( 公道非対応 )、
　取扱説明書
■本体サイズ (mm)：H85×W147×D14
■重量 (g)：180
■OBD II ケーブル長 (mm)：1390

オイルチェンジャー
品番：46958

■サイズ (mm)：300×230×635
■重量 (kg)：4.8
■タンク容量 (L)：10
■吸込容量 (L)：9.5
■耐熱 (℃)：60　　　　　　　　　

品番 定価 サイズ(mm) 全長(mm)

30520 ¥900 8 169
30521 ¥900 10 189
30522 ¥1,000 12 225
30523 ¥1,100 13 243
30524 ¥1,300 14 261
30527 ¥1,600 17 314
30529 ¥1,800 19 349

ボルトリムーバブル
コンビネーションレンチ

充電式フォーカス
LEDフラッシュライト
品番：96061

■サイズ (mm)：Ф27ｘ94
■充電時間：2時間
■防塵仕様：等級 6　防滴仕様：等級 4

ヘッドライト
品番：96028

ジャンプスターター
品番：47124
■本体サイズ (mm):155×34×75
■12Ｖ車専用

お問い合わせは…

価格はすべて税抜表示です。

超ビッグサイズのキャビネットが登場！超ビッグサイズのキャビネットが登場！ 大容量のワイドトップチェスト大容量のワイドトップチェスト

定番工具セットリニューアル！定番工具セットリニューアル！

自動車の錆びたハブボルトの
クリーニングに
自動車の錆びたハブボルトの
クリーニングに

この小ささで
3L クラスも始動できます
この小ささで
3L クラスも始動できます

バッテリーの状態を簡単に診断バッテリーの状態を簡単に診断

エコドライブに役立ちますエコドライブに役立ちます 自動車のオイルを素早く抜き取れます自動車のオイルを素早く抜き取れます ブレーキオイルの
水分量で良否を判断
ブレーキオイルの
水分量で良否を判断

2.5t の新登場！2.5t の新登場！ 角度の調整が可能な
ベルトサンダー
角度の調整が可能な
ベルトサンダー

USB ダイレクト充電式ライトUSB ダイレクト充電式ライト 防沫 IPX4 ヘッドライト防沫 IPX4 ヘッドライト

角がなめてしまったボルト・ナットに角がなめてしまったボルト・ナットに

セット内容

セット内容

¥69,800

¥118,000¥189,000

¥55,000

¥5,000 ¥17,000 ¥15,000

¥8,000 ¥20,000
¥4,900

¥38,000 ¥20,000

¥4,800 ¥2,500

アルミフレームジャッキ
品番：47503

■最大荷重 (kg)：2.5　■最低位 (mm)：95
■最高位 (mm)：475　
■サイズ (mm)：L600×W275

54455

NEW   ITEMS   INFORMATIONNEW   ITEMS   INFORMATION
●引き出しはボールベアリングレールで、
　最上段･最下段左･最下段右には
　ダブルボールベアリングレールを採用し、
　重いものでもラクラク開閉
●高級感のある木製天板（取り外し可）

●ゆっくりと扉が閉まるアルミダンパー式
●54455 ヘビーワイドローラーキャビネットと
　ぴったり合います
●傷が目立ちにくいザラつき加工

●1/2DR で工場などのハードな作業で活躍します
●トレイにはサイズ･品番表記
　で工具管理をサポート！
●引き出しにはボール
　ベアリングレールを採用

●ツールトロリーに 1/2DR のソケット・
    レンチ類をセットしました
●パイプハンドル付きで移動もラクラク
●引き出しには
    ボールベアリングレールを採用

●インパクトドライバー等に
　装着して、ボルト･シャフトの
　錆取りに使用できます

●突然のバッテリー上がりや年に数回しか使用しない
　農機具に
●モバイルバッテリー
　としても大活躍

●診断結果は印刷可能
●コンパクトな手のひらサイズ
●簡単操作で不具合を素早く発見
●日本語･英語･中国語・韓国語に対応

●表示可能データ：スピード、燃費
    消費量、バッテリー電圧、冷却水
    温度、100km加速、スロットル
    ボディ、点火進角
●OBD II と EU OBD 対応

●ミッションオイル、
     エンジンオイル、
　ブレーキオイルの
      抜き取りに
●エアツールだけでは
     なく、手動でのポン
     プ抜き取りにも対応
●ポンプは 4種類付き

●５つのＬＥＤで構成されているので
　状態を細かく把握できます

●ツインピストンを採用、
     通常の倍のスピードで
　グングン上がる
●普通車・
　ワンボックス車に

●低騒音･低空気消費量
●木材･金属･プラスチックの仕上げ、
　ペンキ･錆落とし、
　バリ取り、面取りに

●無段階調整光機能（100％⇔20％）
●明るさ：HIGH 400 ルーメン /LOW 80 ルーメン
●最新高輝度チップタイプ白色 LED搭載

●スパナ側 70％、メガネ側 90％まで丸くなっても回せます！

●軽量で長時間使用
　できるヘッドライト
●明るさは最大時
　50ルーメン
●ベルトは丈夫な
　25mm幅

■点灯時間：10 時間
■重量 (g)：65
■寸法 (mm)：L64xW40xH62
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