
プラノ社は、世界で最初に高品質なポリプロピレン製のツールボックスを製造したメーカーです。
耐久性の高い素材と機能的なデザインを融合させたプロユースにも耐える品質を是非実感してください。

TS600TB

TS610TB

¥7,500
¥6,000

品 番 定価（税抜）

907
453

荷重制限(g)

伸縮式ストラップで
工具の落下を防止

伸縮式ツールストラップ

●ストラップは伸縮式でもつれにくい
●ツールの取り外しが簡単なロックシステム

重たい工具の落下防止に！
●もつれにくいストラップ
●電動工具などの重たい工具に

ツールストラップ
品番：TS620TB

\4,000定
価
■荷重制限 (kg):6.8

工具取り付け側
●工具取付用ストラップのみ
●ツールの取り外しは簡単

\3,000定
価

■荷重制限 (kg):2.26

支持体やはしごに工具を
吊り下げられます！

\6,400定
価

定
価

■サイズ (mm):H270×W380×D60

●高所作業などでの工具落下を
　防止するための
　ストラップ

ツール用ストラップ
品番：TS640TB

\4,500定
価

■荷重制限 (kg):2.26

手首用
ツールストラップ
品番：TS630TB

内部が見やすく取り出しやすい
前面開閉タイプ
●防雨加工
●6つのツールポケット付き
●バランスの良いメタルハンドル付き

\9,000定
価

■サイズ (mm)：H270ｘW420ｘD230　■質量 (kg):1.7

ハンドル付ツールバッグ
品番：513012

\3,000定
価

スマートフォン用ポーチ
品番：549XLTB

■内寸 (mm)：140ｘ80ｘ20
■対応サイズ：iPhone7、
　その他類似サイズ品

●イヤホンを使用できる
　デザイン
●防水

スマホをベルトに装着！
そのまま操作も可能

手首取り付け用

出張にぴったり！
重たい工具もラクラク移動

\15,000定
価

■サイズ (mm)：H360ｘW460ｘD260　■質量 (kg)：4

ツールトロリー
品番：513014

●伸縮自在のグリップ
●内部に 8つのツールポケット
●外側に 4つのポケット付き

サイドまでしっかり開いて
取り出しやすい両開き！

\14,000定
価

■サイズ (mm)：H360ｘW430ｘD230

バックパック
品番：513013

●PC用収納スペース、細かいパーツ用ポケット、
　10個のツールホルダー、広い収納スペース付き
●背面は通気性抜群

工具も書類も収納！
●CDとフロッピーディスクを収納
     するポケットも装備
●内側の伸縮性のある
　ポケットには精密工具等
　小さなツールを収納可能

●CDとフロッピーディスクを収納
     するポケットも装備
●内側の伸縮性のある
　ポケットには精密工具等
　小さなツールを収納可能

\1,800定
価

■荷重制限 (kg):11.3

アンカーストラップ
品番：TS650TB

ハンドル付 2WAYバッグ
●フタの上部にハンドル付き
●内側にも外側にもポケット付き

\4,700定
価

■サイズ (mm):H200×W290×D127

ウェストバッグ
品番：545TB

ツール＆書類ケース
品番：554TB
ツール＆書類ケース
品番：554TB

ハンドル付で持ち運びに便利な
ツールロール
●軽量、高耐久な素材を使用
●上部両端にそれぞれ１ヵ所、
　金属製のリングで補強された穴が
　あいており、壁に吊るして使うこともできます

●軽量、高耐久な素材を使用
●上部両端にそれぞれ１ヵ所、
　金属製のリングで補強された穴が
　あいており、壁に吊るして使うこともできます

\3,500定
価

■サイズ (mm):H190×350×D30   展開時 :H530×W580

ツールロール  品番：558TB

ショルダーストラップ付きで、
持ち運びもラクラク
●耐久性が高く、防水加工の施された素材
●外側の２本のアジャスタブルバンドにかさばる
　ツールを収納でき、バッグ内部を広く利用可能

\5,500定
価

■サイズ (mm)：H240ｘW310ｘD190  ■質量 (kg):0.7

ツールバッグ
品番：513000TB

※すべて工具は付属しません
※価格はすべて税抜表示です

収納ツール 　   　 　 しませんか？収納ツール 　   　 　 しませんか？新調新調
年が変わる前に！



\11,000定
価

■材質：スプリットレザー
■重量 (g)：1400
■サイズ (ｍｍ)：Ｈ235×W572×D38

■材質：スプリットレザー
■重量 (g)：1400
■サイズ (ｍｍ)：Ｈ235×W572×D38

●間口が広く、使いやすい 12個のポケット（大 x5、小 x7）
●便利な持ち手付

お問い合わせは…

●間口が広く、使いやすい 12個のポケット（大 x5、小 x7）
●ベルト幅 (mm):50    ウェストサイズ (cm):75-115

便利な持ち手付！

腰袋 ( ベルト付 )　品番：AP-1469腰袋 ( ベルト付 )　品番：AP-1469

\10,500定
価

腰袋 (ベルト付 )　品番：AP-527X腰袋 ( ベルト付 )　品番：AP-527X

■材質：ポリエステル
■重量 (ｇ)：1300
■サイズ (ｍｍ)：H267×W660×D102

■材質：ポリエステル
■重量 (ｇ)：1300
■サイズ (ｍｍ)：H267×W660×D102

17個のポケットで
収納力抜群！
●プライヤー、鉛筆、携帯電話、釘などなどたくさん入ります
●パッド入りの 75mm幅ベルト    ウェストサイズ (cm):75-115

腰袋 ( ベルト付 )　
品番：AP-1605
腰袋 ( ベルト付 )　
品番：AP-1605

\18,500定
価

■材質：ポリエステル
■重量 (ｇ)：1400
■サイズ (ｍｍ)：H368×W635×D102

■材質：ポリエステル
■重量 (ｇ)：1400
■サイズ (ｍｍ)：H368×W635×D102

便利なワンタッチベルト！
●5つのポケット ( 大ｘ4、メジャー用ｘ１）
●つけ外し簡単な 50mm幅ベルト　
     ウェストサイズ (cm):75-115

腰袋 ( ベルト付 )　品番：PK-1836腰袋 ( ベルト付 )　品番：PK-1836

\7,300定
価

■材質：ポリエステル     ■重量 (ｇ)：680
■サイズ (ｍｍ)：H400×W286×D178
■材質：ポリエステル     ■重量 (ｇ)：680
■サイズ (ｍｍ)：H400×W286×D178

軽量で丈夫なバッグ
●11個のポケット付（大ｘ2、小ｘ3、
　ドライバーホルダーｘ6）
●メジャー用のクリップ付

ツールバッグ　品番：EL-5505ツールバッグ　品番：EL-5505

\11,500定
価
■材質：ポリエステル　■重量 (ｇ)：567
■サイズ (ｍｍ)：H381×W241×D102
■材質：ポリエステル　■重量 (ｇ)：567
■サイズ (ｍｍ)：H381×W241×D102

万能ナイフ、
プライヤーなどに
●ペン・メジャー用ホルダー付
●対応ベルト幅：50mmまで

腰袋片側　品番：DW-1018腰袋片側　品番：DW-1018

\6,000定
価

■材質：スプリットレザー　■重量 (ｇ)：566
■サイズ (ｍｍ)：H356ｘW235
■材質：スプリットレザー　■重量 (ｇ)：566
■サイズ (ｍｍ)：H356ｘW235

持ち手付で中身をこぼさない

丈夫な革製！
●丈夫な革製の 3つのポケット
●ペン・ハンマーホルダー付

腰袋片側　品番：AP-617腰袋片側　品番：AP-617

\3,800定
価
■材質：スプリットレザー　■重量 (g)：453
■サイズ (mm)：H254ｘW241
■材質：スプリットレザー　■重量 (g)：453
■サイズ (mm)：H254ｘW241

間口が広くて使いやすい！
●丈夫な革製の 3つのポケット ( 大ｘ1、中ｘ1、小ｘ1)
●7.6cmまでのベルト幅に対応します。

ツール＆ナイフホルダー　品番：SW-1518ツール＆ナイフホルダー　品番：SW-1518

\2,500定
価

■材質：ポリエステル　■重量 (ｇ)：113
■サイズ (ｍｍ)：H254×W83×D51
■材質：ポリエステル　■重量 (ｇ)：113
■サイズ (ｍｍ)：H254×W83×D51

KUNY’ S は素材、縫い目、耐久性、デザインに徹底的にこだわり、高品質かつリーズナブルな価格を追求しています。
KUNY’ S 製品は負荷のかかる部分はリベットにより強化されています。

※すべて工具は付属しません
※価格はすべて税抜表示です
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