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ご購入の方全員に

カラーに合わせた
ダイヤルロックキー
カラーに合わせた
ダイヤルロックキー

17/18” MECHANIC
 　　 TOOL
 　  SET

17/18” MECHANIC
 　　 TOOL
 　  SET

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

先端がマグネット付きで
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。

ボリューム満点の新 ・ SIGNET カタログもお付けします。

Color Mechanic Tool Sets are available!7

 マットレッド

800S-5017MR

 ライムグリーン

800S-5017LG

 イタリアンイエロー

800S-5017IY

 マットブラック

800S-5017MBK

 パープル

800S-5017PU

マットブラウン

800S-5017MBR

 ブルー

800S-5017BL

NEWNEW

NEWNEW

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

…

新商品

新商品

これからも意気盛んに挑戦し続けます

NEW COLOR!
NEW COLOR!

50pcs50pcs

¥60,000¥60,000定価 (税抜 )



ピックツール

・セット内容：
ピックツール (7675･7676･7677･7678･7679)

品番：7684BKCNID

������ ( 税抜 )

※140 周年限定モデルのため数量限定

◇軸根元にローレット加工入り
　で、軸を持っての細かい作業
　も手が滑りにくい
◇140 周年限定ロゴ入り
　ブラックカラー

対象物にキズがつきにくい先端形状対象物にキズがつきにくい先端形状

タイヤレバー

厚さ１mm なのに強度の高い先端部厚さ１mm なのに強度の高い先端部

◇なめらかなクロームメッキ仕上げの
　表面と、薄い先端部、握り易い
　マルチクラフトグリップがタイヤと
　ホイールの隙間へのアクセスを容易に
◇140 周年限定ロゴ入り
　ブラックカラー
※140 周年限定モデルのため数量限定

品番：6675-9-170BKCNID

������ ( 税抜 )
・刃先厚 (mm)：1
・刃先幅 (mm)：16
・全長 (mm)：280
・質量 (g)：189

油が付いたり濡れた手でも滑りにくい油が付いたり濡れた手でも滑りにくい

◇ローレット加工入りで滑りにくい
◇丸軸から先端を削りだしているので
　軸から折れにくい
◇ボール付でアクセスしにくい場所
　での作業におすすめ
・セット内容：
ボール付ロング六角棒レンチ
(3212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10)

品番：3212LH-10CN

������� ( 税抜 )

ローレット入り六角レンチセット

※ボール部で本締めはできません

銅ハンマー

対象物を傷めにくい無反動銅ハンマー対象物を傷めにくい無反動銅ハンマー

◇内部にディスクが内蔵されたヘッドは、
　インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動
　することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます

306-24CU

306-32CU

306-40CU

24

32

40

290

325

380

354

765

1370

������
�������
�������

品番
打撃ヘッド径

(φmm)
全長
(mm)

質量
(g) 税抜価格

ヘッド交換の際は307CU(銅ヘッド)の
適合するサイズをお選びください

ラジオペンチの掴む力と
ペンチの切断力を両立
ラジオペンチの掴む力と
ペンチの切断力を両立

ニードルノーズペンチ　カジキ

◇3点保持の掴む力 +偏心ジョイント
◇145mm 小型ボディーで取り回しやすい

品番：0821-145

������ ( 税抜 )
・切断能力：軟線 3mm/ 硬線 2mm/
　　　　　　ケーブル 8mm
・全長 (mm)：145　・質量 (g)：116

バンディットUSB ヘッドライト

超軽量･薄型の充電式ヘッドライト超軽量･薄型の充電式ヘッドライト

◇スポットビームよりも影の少ない
　明るく均一な拡散光を生成
◇レンズとボディは耐衝撃性
　ポリカーボネート樹脂製

品番：61700

������ ( 税抜 )

・明るさ(ルーメン)：180(High)/35(Low)
・連続点灯時間(h)：2(High)/9.5(Low)
・標準充電時間(h)：2.5
・重量(g)：36.8(ライト+ヘッドバンド)
・充電用USBコード付属

ツイスターラチェットハンドル

グリップを回すとヘッドも回る！グリップを回すとヘッドも回る！

◇差込部分を押し込むことで
　回転方向を切替可能
◇狭い場所のメンテナンスに

品番：12578

������ ( 税抜 )

・差込角(”SQ)：3/8
・全長(mm)：243
・ヘッド径(mm)：36
・ヘッド厚み(mm)：19
・重量(kg)：0.41

マグネットディープソケット

狭い場所での作業にオススメ狭い場所での作業にオススメ

◇マグネット付で入り組んだ場所での
　作業でもネジを落とさない

品番：12265

������ ( 税抜 )
セット内容：
ディープソケット8･10･
　　　　　　12･13･14mm

ボルトリムーバーソケット

品番：12187

������ ( 税抜 )

固着したナット外しに固着したナット外しに

◇ハンドツール用

セット内容：
8･10･12･13･14･17･19mm

3/8” SQ

3/8” SQ

早回し Tハンドルドライバー

早回し機能で作業効率 UP早回し機能で作業効率 UP

◇グリップをスライドする事で
　安全にハイトルクをかけられます

品番：52392

������ ( 税抜 ) 3/8” SQ

スライド

トルクレンチ

±3％高精度なプリセット型トルクレンチ±3％高精度なプリセット型トルクレンチ

◇向かって右にダイヤルを回すと
　ロックが解除されます。ハンドルを回しながら
　目盛にて任意のトルクに設定します。

72070

72071

73010

10-50

10-100

20-200

360

405

500

920

1020

1200

�������
�������
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品番
測定範囲
(Nm)

全長
(mm)

質量
(g) 税抜価格

��ギア

��ギア

3/8” SQ

差込角
( SQ)“
3/8

3/8

1/2

トルクアダプター

ソケットでは締められない場所で便利ソケットでは締められない場所で便利

◇トルクレンチに取り付けて使用します
◇ソケットではどうしても締められない場所にある
　ボルト・ナットのトルク管理に大変便利です

3/8” SQ

30490

30492

30494

30497

������
������
������
������

品番 税抜価格

10

12

14

17

サイズ
(mm)

SIGNET レンチ

有効長：50mm
材質：クロームバナジウム鋼

送り角 3°の 120 ギアで連続作業に最適送り角 3°の 120 ギアで連続作業に最適

���ギア

◇60 ギアを二つの爪が交互に送ることで
　120 ギアを実現しました
◇面接触タイプでボルトやナットの角を傷つけにくい

38358

38360

38362

38364

150

180

207

235

������
������
������
������

品番
全長
(mm) 税抜価格

8

10

12

14

サイズ
(mm)

LED 付き折り畳みマット

便利な LED 付き耐油･耐水マット便利な LED 付き耐油･耐水マット

◇折り畳む箇所を変えることで長さ高さを調整可能

品番：49112

������ ( 税抜 )

・マット部は耐油・耐水
・明るさ：600ルーメン
・連続点灯時間：3時間
・電源：単３電池×３（別売）
・サイズ(mm)：
  展開時W1110×D420×H25、
　折り畳み時W185×D420×H150
・重量(kg)：0.82（ベルト含む）

エアホースリール
簡単な自動巻き上げで作業性 UP簡単な自動巻き上げで作業性 UP

◇ホースロック機能付きで不意な巻き戻しを防止
◇取り付けブラケットは位置決めプレート付きで
　設置がしやすい

65455

65456

10

14

8.0

6.5

������
������

品番
ホース長さ

(mm)
ホース内径

(mm) 税抜価格

・ホース材質：PUメッシュ
・入力ホース(m)：1
・最高使用圧力(MPa)：2
・幅(mm)：305
・高さ(mm)：288
・奥行き(mm)：156
※寸法はブラケット除く

エアコンプレッサー

低騒音で軽量なアルミ製コンプレッサー低騒音で軽量なアルミ製コンプレッサー

◇アルミ製タンクでさびにくい
◇オイルレス

品番：65700

������� ( 税抜 )

・電源：100V 50/60Hz
・電動機出力(HP)：1
・タンク容量(L)：30
・騒音(db)：72
・使用最高圧力(MPa)：
　0.78(8kgf/cm2)
・空気接続口：
　Rc1/4ワンタッチカプラー(エアーコック付)
・サイズ(mm)：W600ｘD350ｘH570
・質量(kg)：15.7

※ハンドル・キャスター付きにリニューアルしました
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