
ブレードの先端部はＡＣＲで、
ヤスリ状の溝がついており、
ネジ締め時のカムアウトを防止します

ＡＣＲソフトグリップ
貫通ドライバーセット

30周年NEW ITEM

品番：51478

●プラスドライバーサイズ：#2、軸長 (mm）：100、全長 (mm)：210
●マイナスドライバーサイズ：1.0×6、軸長 (mm)：100、全長 (mm)：210

定価 ￥3,300￥3,300(税抜 )

ACR溝加工によりビットの
浮き上がりを少なくし、ネジ締め時の
溝の損傷を抑えます

ＡＣＲPH2
ドライバービット

品番：21160

●差込角：1/4HEX(6.35)●全長 (mm)：25●サイズ：PH2
●硬度 (HRC)：56～59●材質：SK4相当●表面処理：なし

ミラー仕上げの100ギア
　　　　　　SIGNETレンチ5本セット

●締める、緩めるが
　素早く行えます

5PC 100ギア
SIGNETレンチセット

品番：34260

●ギア数：100
●セット内容：10・12・13・14・17mm

感謝感謝感謝感謝感謝感謝感謝感謝

定価 ￥380￥380(税抜 ) 定価 ￥6,000￥6,000(税抜 )

マグネット 六角

アルミフレームジャッキ(2.5T)
お買上げ毎に
『ヘッドアップディスプレイ』
プレゼント！！

プレゼントプレゼント
22PC 絶縁工具セット
お買上げ毎に
『デジタルテスター 46581』
プレゼント！！

『65201』＋『65172』または
『65172』２つ、お買上げ毎に
『エアホースリール 10M 65455』
プレゼント！！

『65331』または『65338』
どちらか１台お買上げ毎に
『23300』１セット
プレゼント！！

低車高車でもラクラク

品番：47503

Special thanks プレゼントキャンペーン

アルミフレームジャッキ (2.5T)

●最大荷重 (t)：2.5●最低位 (mm)：95●最高位 (mm)：475●全幅 (mm)：275
●全長 (mm)：600●受け皿 (φmm)：99●ハンドル長 (mm)：1145( 差込時1075)
●重量 (kg)：25.1●フレーム素材：アルミ●その他素材：スチール

22PC絶縁工具セット

グリップはEN60900規格に準じて製造されています

品番：E81022

●入組数：22
【セット内容】3/8”SQ絶縁ラチェットハンドル：200mm、
3/8”SQ絶縁エキステンションバー：125mm、
絶縁マイナスドライバー：0.6×3.5・0.8×4・1×5.5、
絶縁プラスドライバー：PH1・PH2・PH3、
絶縁スパナ：8・10・12・13・14・17・19mm、
3/8”SQ絶縁ソケット (6角 )：8・10・12・13・14・17・19mm

デジタルテスター
●サイズ (mm)：W70×H127×D12.5
●重量 (g)：約101( 電池含む )
●電源：CR2032(3V) リチウム電池1個

品番：46581 ➡

ヘッドアップ
ディスプレイ

品番：47710

3/8DR ミニエアーラチェットレンチ
(クイックリリース式 )
品番：65201

●ソケット差込角 (mm)：9.5
●無負荷回転数 (rpm)：300
●最大トルク (Nm)：34
●カプラサイズ：PT1/4”
●全長 (mm)：128●重量 (kg)：0.49

ダブルアクションサンダー
品番：65172

●無負荷回転数 (rpm)：12000
●パッド径 (φmm)：125
●パッド取付面：マジックテープ
●ホース取入口：Rc1/4
●本体サイズ (mm)：W154×D125×H107
●重量 (g)：810

エアホースリール10M

品番：65455

●ホース長さ (m)：10
●ホース内径 (φmm)：8
●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

➡

1/2”SQクラスの中では
抜群に軽量

高トルクなのにコンパクト

1/2DR軽量コンパクト型
エアーインパクトレンチ
品番：65331

●ソケット差込角 (mm)：12.7●全長 (mm)：147
●質量 (kg)：1.1●最大締付トルク (Nm)：540
●能力ボルト径 (mm)：16●無負荷回転数 (rpm)：9500
●空気消費量 (m3/min)：0.12
●ホース取付口：Rc1/4

1/2DR
ミニエアインパクトレンチ
品番：65338

●ソケット差込角 (mm)：12.7
●全長 (mm)：109●質量 (kg)：1.34
●最大締付トルク (Nm)：678
●能力ボルト径 (mm)：16●無負荷回転数 (rpm)：10000
●空気消費量 (cfm)：4.3●カプラサイズ：PT1/4”

1/2DRホイルナット用
インパクトソケット3本セット

●セット内容：17・19・21mm

プレゼントプレゼント

数量
限定

定価 ￥39,900￥39,900
定価 ￥64,000￥64,000(税抜 )

定価 ￥8,000￥8,000(税抜 ) 定価 ￥5,800￥5,800(税抜 )

プレゼントプレゼント

定価 ￥12,350￥12,350(税抜 ) 定価 ￥20,000￥20,000(税抜 )

定価 ￥9,800￥9,800(税抜 )

定価 ￥28,850￥28,850 定価 ￥25,750￥25,750

定価 ￥4,100￥4,100(税抜 )

➡

品番：23300 ➡

( 税抜 )

( 税抜 )( 税抜 )

プレゼントプレゼント



NEW  ITEM
1/4DRショートソケット
31PC

1/4DR 31PC
ショートソケット＆ビットセット (6角 )
1/4DR 31PC
ショートソケット＆ビットセット (6角 )
品番：11121

定価 ￥5,500￥5,500(税抜 )
●ケース寸法 (mm)：W187×D113×H42●重量 (g)：707
【セット内容】ソケット：5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm、
ラチェットハンドル (72T)、エクステンションバー (100mm)、
スピンナーハンドル (120mm)、ビットアダプター (1/4DR×1/4HEX)、
プラスビット：#1・2、マイナスビット：4・6・5、
PZポジ形ビット：1・2、ヘックスビット：3・4・5・6、
TXビット：10・15・20・25・27・30・40　

連結して使えます

3/8DR 19PC
ショートソケットセット (6角 )
品番：12134

定価 ￥7,980￥7,980(税抜 )

●ケース寸法 (mm)：W300×D180×H55●重量 (g)：1680
【セット内容】ソケット：8・10・11・12・13・14・15・
16・17・18・19・21・22・24mm、ラチェットハンドル (72T)、
エクステンションバー (75・150mm)、
ソケットアダプター (凹1/2×凸3/8)、
ユニバーサルジョイント (50mm×先端部外径19mm)

従来品 新製品

1/2DR 21PC
ショートソケットセット (6角 )
品番：13137

●ケース寸法 (mm)：W385×D245×H70●重量 (g)：3400
【セット内容】ソケット：10・11・12・13・14・15・16・
17・18・19・21・22・24・27・30・32mm、
ラチェットハンドル (72T)、
エクステンションバー (125・250mm)、
ユニバーサルジョイント (68mm×先端部外径25mm)、
ソケットアダプター (凹1/2×凸3/8)

従来品 新製品

1/4DRショートソケット  全長わずか16mm

3/8DRショートソケット  全長わずか22mm

1/2DRショートソケット  全長わずか28mm

●商品寸法 (mm)：W250×D20.5×H22●ホルダー寸法 (mm)：W250×D20.5×H14●重量 (g)：178
【セット内容】ソケット：4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、ソケットホルダー

品番：11135 定価 ￥2,980￥2,980(税抜 )

●商品寸法 (mm)：W350×D32×H28●ホルダー寸法 (mm)：W350×D20×H17●重量 (g)：563
【セット内容】ソケット：8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、
ソケットホルダー

品番：12133 定価 ￥3,500￥3,500(税抜 )

●商品寸法 (mm)：W480×D39×H34●ホルダー寸法 (mm)：W480×D22×H21●重量 (g)：1150
【セット内容】ソケット：10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm、
ソケットホルダー

品番：13136 定価 ￥7,980￥7,980(税抜 )

12角のメガネレンチに取り付けて角が丸くなったボルトやナットを回せます ●高さにスペースがないところでも作業ができます
●右回転・左回転の両方に対応

12PCボルトリムーバーリングセット

品番：30531 定価 ￥2,400￥2,400(税抜 )

●材質：アロイスチール●サイズ (mm)：8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19

先端のツイスト効果で
なめてしまったネジでも回すことが可能

ツイストエキストラクター
5本セット

品番：46771

定価 ￥2,000￥2,000(税抜 )

ミラー仕上げの美しく
握りやすいハンドル

72ギア ラチェットハンドル

11500

ジョイント部はスプリング付きで
　　　　　　　　　　　　　　真っ直ぐ保持

●片手でスピーディーな
　作業ができます

スプリング付ユニバーサルジョイント

ハンドルが半円型なので握りやすく軽量
●両端ぎりぎりまでヘッドがスライドし、狭い場所での作業に最適

お問い合わせ

定価 ￥12,800￥12,800(税抜 )

3/8DRショートソケット
19PC

1/2DRショートソケット
21PC

➡

➡

➡

➡

品番 差込角(”SQ) 定価(税抜)
11559
12559

1/4
3/8

￥1,000
￥1,500

全長( )mm

114
200

13559 1/2 ￥2,000250

品番 差込角(”SQ) 定価(税抜)
11500
12500

1/4
3/8

￥2,700
￥3,500

全長( )mm

145
195

半円グリップT型スライドハンドル半円グリップT型スライドハンドル

品番 差込角(”SQ) 定価(税抜)
11558
12558

1/4
3/8

￥1,300
￥1,500

全長( )mm

38
52

13558 1/2 ￥1,80068

6角
タイプ

6角
タイプ

6角
タイプ

●シャンクは四角軸で、モンキーレンチやスパナ、
　　　　　　　　タップホルダーで使用可能

●適合ボルト径 (mm)：3・4・5・6・8
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