
トルクレンチ

ツインピストン採用 !!
高さに余裕が出て作業がしやすい

・ 最大荷重：2.5t
・ 最低位 / 最高位：95mm/475mm
・ サイズ：幅 302ｘ全長 670mm
　　　　     受皿φ99mm
・ 重量：26.4kg
・ フレーム素材：アルミ
・ その他素材：スチール
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・ サイズ：幅 302ｘ全長 670mm
　　　　     受皿φ99mm
・ 重量：26.4kg
・ フレーム素材：アルミ
・ その他素材：スチール

・ 差込角：1/2SQ
・ 測定範囲：20-200Nm
・ 精度：±3％
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・ 精度：±3％

スチールスチール

軽量コンパクトでハイパワー !! 折りたたみで収納ラクラク !
600 ルーメンの明るさで安全作業 !

マット部は耐油 ・ 耐水マット部は耐油 ・ 耐水

キャンペーン期間は 4/30 まで !キャンペーン期間は 4/30 まで !

エアーインパクトレンチ LED付き折りたたみマット

Present
リジッドラックリジッドラック

品番 47503

品番 47502

折りたたみ式で
コンパクト !

定価　￥39,900

品番 45652

ワイヤーブラシワイヤーブラシ

Present

品番 73010 定価　￥15,750

・ 明るさ：600 ルーメン
・ 連続点灯時間：3 時間
・ 電源：単 3 電池ｘ3 本 ( 別売 )
・ サイズ：展開時 ・ 1110ｘ420ｘ25mm
　　　　   折りたたみ時 ・ 185ｘ420ｘ150mm
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・ 電源：単 3 電池ｘ3 本 ( 別売 )
・ サイズ：展開時 ・ 1110ｘ420ｘ25mm
　　　　   折りたたみ時 ・ 185ｘ420ｘ150mm

ソケットソケット 丸型プラスチック
マグネットトレイ
丸型プラスチック
マグネットトレイ

Present

・ 差込角：1/2SQ
・ 全長：147mm
・ 質量：1.1kg
・ 最大トルク：540Nm

・ 差込角：1/2SQ
・ 全長：147mm
・ 質量：1.1kg
・ 最大トルク：540Nm

品番 23300

3 本セット3 本セット

Present
品番 95057

品番 65331 定価　￥28,850 品番 49112 定価　￥6,300

【セット内容】
17 ・ 19 ・ 21mm
【セット内容】
17 ・ 19 ・ 21mm

高精度なプリセット型トルクレンチ !

タイヤ交換キャンペーン

アルミフレームジャッキ



高い耐久性

大きく見やすい文字盤

46966(0-600KPA) 46967(0-1200KPA)

32170

47460

47720

入組内容

増減圧機能付タイヤゲージ デプスゲージ

タイヤレバー 400MM タイヤバルブインサーター

ビードクリーム 1KG バランスウェイトプライヤー １/２DR インパクト用トルクエキステンション

品番

品番

品番

75432品番

品番品番

定価　￥14,600 定価　￥2,700

定価　￥1,800 定価　￥2,200

定価　￥1,400 47114品番 定価　￥3,500 23501品番 定価　￥1,700

お問い合せは ...

※表示価格は全て税抜価格です。

商品名 商品名
3/8”SQ 120ギアラチェットハンドル 貫通ドライバー：(+)#3×150
3/8”SQソケット(6角)：8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm 45°メガネレンチ(コンパクトタイプ)：8×10
3/8”SQディープソケット：8・10・12・13・14・17mm 45°メガネレンチ(コンパクトタイプ)：10x12
3/8”SQマグネット付エキステンションバー：75mm 45°メガネレンチ(コンパクトタイプ)：11x13
3/8”SQマグネット付エキステンションバー：150mm 45°メガネレンチ(コンパクトタイプ)：12×14
3/8”SQマグネット付ユニバーサルジョイント 45°メガネレンチ(コンパクトタイプ)：14x17
3/8”SQＴ型スライドハンドル 45°メガネレンチ(コンパクトタイプ)：19x21
3/8”SQ-1/4ヘックスビットアダプター 45°メガネレンチ(コンパクトタイプ)：22x24
3/8”SQスピンナーハンドル：380mm 強力ラジオペンチ：160mm
スタビーラチェットドライバー(+)#2×(-)6mm 強力ニッパー：160mm
貫通ドライバー：(-)6×100 ダイヤルロックキー（グリーン）
貫通ドライバー：(-)8×150 ツールボックス：トレイ・カバー付
貫通ドライバー：(+)#2×100 SIGNET総合カタログVol.9

数量限定
数量限定

コスパ最高のメカニックツールセット

40pcs40pcs

SG-4018LG
ライムグリ－ン

SG-4018PU
パ－プル

SG-4018IY
イタリアンイエロ－

SG-4018MBR
マットブラウン

定価定価

3/8
  DR

¥27,600¥27,600
タイヤ溝の深さ測定に最適

一目でわかるデジタル表示

測定範囲 (mm)　  ：0-25
測定精度 (mm)　  ：0.01

スナップインバルブの挿入に !!

ビード部保護潤滑剤 バランスウェイトの脱着・調整用プライヤー

インパクトレンチでの作業時
衝撃を吸収しオーバートルクを防止
トルクが 110Nm を超えた際バーが衝撃を吸収し
それ以上のトルクがかかりません

インパクトレンチでの作業時
衝撃を吸収しオーバートルクを防止
トルクが 110Nm を超えた際バーが衝撃を吸収し
それ以上のトルクがかかりません

ヘラとストレートで

リムに入りやすい

軽・普通車向け トラック向け

※タイヤ締付時は安全のためトルクレンチをご使用下さい

在庫限り　 商品
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