
品番 収納時サイズ 砥石部サイズ 使用範囲 交換用ストーン
(mm) (mm) (mm)

定価

46825
46826
46827

品番 ( 税抜 )
W26×D210×H26 W28×D5×H3 19-64 46829 ￥1,200
W31×D220×H31
W45×D350×H45

W51×D8×H5
W101×D11×H9

32-89
51-178

46830
46831

￥1,500
￥3,750

交換用ストーンセット

品番 粒度(♯)

46829
46830
46831

シリンダーホーン
品番

定価
( 税抜 )

220
220
220

46825
46826
46827

￥600
￥900

￥1,200

46825 46826 46827

オートテンションでホーニング、
フレキシブルシャフトで使いやすい

V型ベルトの溝付きプーリーの取り外しに

オルタネーター、 ウォーターポンプ、 電動モーターなどに

プーリーリムーバーレンチ

●ボディ全長： 375mm●ベルト長： 80mm●ベルトタイプ：A-34
●適合径： 30-130mm●Vタイプのベルトに対応

品番：89051 ➡  定価￥3,350 (税抜 )

狭い隙間に挿入して、寸法を計測するツール

フィラーゲージ (mm)
品番 ブレード数 ブレード長 全長

75404

75405

75406

定価(税抜 )

￥900

￥1,600

測定範囲

9

20

25

100

100

85

108

108

92 ￥1,600

0.03/0.05/0.08/0.10/0.13/0.15
/0.18/0.20/0.25
0.05/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35
/0.40/0.45/0.50/0.55/0.60/0.65/0.70
/0.75/0.80/0.85/0.90/0.95/1.00
0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10
/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45
/0.50/0.55/0.60/0.65/0.70/0.75/0.80
/0.85/0.90/0.95/1.00

75404

75405

75406

アングルゲージ 1/2DR
●ゲージ径：φ68mm
●全長： 127mm
●測定範囲： 360°
●最小目盛： 2°
●差込角インプット： 1/2DR
●差込角アウトプット： 1/2DR

品番：46873 
 定価￥1,600 (税抜 )➡

プラグの取り付け、取り外しに
スパークプラグスターター ラバースパークプラグレンチ

47122

47256

品番 全長 (mm) 適合プラグ内径 (mm) 定価(税抜 )
47122
47256

200
300

12 ・ 14・ 18
12・ 14

￥800
￥950

スパークプラグケーブルの取り外しに スパークプラグブーツプライヤー

爪がプラスチックコートされており、 傷をつけにくい

●全長： 255mm●先端部外径幅： 22mm
●先端部外径高さ： 23.5mm●先端部内径幅： 15mm
●先端部内径高さ： 10.8mm●最大開き： 41mm

品番：90581 ➡  定価￥2,000 (税抜 )

燃料ラインクランプ脱着に
(VW.AUDI.SEAT.SKODA)

燃料ラインプライヤー
●全長： 190mm●適合クランプサイズ： 18-28mm
●口開き最大： 28mm●先端爪幅： 6.2mm
●先端爪 1幅： 4.5mm

品番：47456 ➡  定価￥2,400 (税抜 )

クラッチのセンター出しに

ユニバーサルクラッチアライメントセット

●本体全長： 130mm●適合径：φ24・ 19・ 15mm
●先端樹脂パーツ全長： 34mm

品番：47034 ➡  定価￥4,100 ( 税抜 )

オイルフィルターの脱着に

2WAYオイルフィルターレンチ

スプリングを内蔵しオイルフィルターをホールド
●適合サイズ： 60-80mm
●レンチサイズ： 3/8DRまたは 17mm
●最小サイズ：W740xD660xH620mm

品番：46944 ➡  定価￥4,350 (税抜 )

角度締め用の 1/2DR ゲージ

エンジンエンジン

お問い合わせお問い合わせ

●粒度 (#) ： 220

●ゴム製でフレックスに動きます

シリンダーホーン

※本締めはできません

※作業をする時は保護メガネ等、安全保護用具を使用し、十分に気を付けて行ってください。



スプリング式の
　　ホースクリップの脱着に
ホースクランププライヤー

●全長： 220mm●口開き最大： 46mm●先端爪内径：φ8-10mm
●先端凹爪内寸： 4.5-5.7mm●先端凹爪幅： 6.5mm●開き固定： 4箇所

品番：47458 ➡  定価￥2,350 (税抜 )

ホースクリッププライヤー

Click R Cobra クランプ

ワイヤー式で、 手の届きにくい場所での作業も楽々

トラックホースクランププライヤー

●適合クランプサイズ： 18-76mm●爪部開き幅： 0-72mm
●有効ワイヤー長： 64mm●ボディ全長： 305mm

エンジンエンジン

足回り
足回り

品番 全長 先端幅
(mm) (mm)

定価

47158
47159

( 税抜 )
130 8.6-9.2/8.3-8.5 ￥550

￥95013.5-15/13.5-15.5

先端厚さ
(mm)

1.5-4.6/2.1-3
2.5-5.3/2.6-4.5

材質：カーボンスチール
47158

ドラムブレーキのブレーキシューの
　　　　　　  　　クリアランス調整に

47159
 材質： CRV-6150

ドラムブレーキ調整ツール

リアディスクブレーキピストンキューブ

突起をピストンの溝にはめ込んで回転させます

●全長： 32.7mm
●全幅： 32.7mm
●全高： 32.7mm
●差込角： 3/8DR
●重量： 90g

ブレーキキャリパーの
　ピストンの押し戻しに

●全長： 150mm●先端部：φ28mm
●開口幅： 9-100mm
●ハンドルサイズ：φ55mm

リテーナースプリング
　　　　　　　の脱着に

ブレーキリテーナースプリングツール
●全長： 150mm
●先端部外径： 19.9mm
●先端部内径： 12.1-17.1mm
●先端部切り割き部：W10xH10mm

ドラムブレーキのリテーナー
　　　　　スプリングの取り外しに

ドラムブレーキスプリングプライヤー
ブレーキライニングに太い爪をあて、 スプリングに

●全長： 215mm●口開き最大： 130mm

品番 全長 口開き 爪全長
(mm) (mm) (mm)

定価

46976
46977

( 税抜 )
300 24 86 20 ￥1,350
300 90 22 ￥1,60028

爪厚さ
(mm)
2-17
2-20

ハンドル径
(mm)

46978 400 18 2-17 81 20 ￥1,700

自動車のタイロッドエンド、
　　　　ボールジョイントの取り外しに

ボールジョイントセパレーター 46976 46977 46978

CV ブーツのカシメに

●全長： 240mm●口開き最大： 16.5mm
●先端爪幅： 15.5mm●差込角： 12.7DR

内装内装 内装のクリップや
　　　パネルの取り外しに

クリッププライヤー

●全長： 175mm●口開き最大： 29mm
●刃先厚さ： 0.7-2.9mm●刃先全長： 39mm
●刃先幅： 20mm●刃先穴：φ2.6mm

 定価￥2,500( 税抜 )

品番：47457
➡  定価￥3,800 (税抜 )

品番：46936
➡

CLIC と CLIC-R タイプのクリップ脱着に

品番：47019 ➡  定価￥9,250 (税抜 )

ワイヤー式のプライヤー

ディスクブレーキピストンスプレッダー

品番：46954 
 定価￥700 (税抜 )➡

品番：46520
 定価￥650 (税抜 )➡

品番：47013  定価￥2,950 (税抜 )➡ 品番：46971  定価￥2,300 (税抜 )➡

品番：46814  定価￥2,550 (税抜 )➡

内張り、フェンダーライナーの
  プラスチッククリップの取り外しに
クリップリムーバブルプライヤー

●全長： 235mm●口開き最大： 30mm
●先端爪厚さ： 1.2-3mm●先端爪内寸 /外寸： 6.8-11/16mm

品番：46816  定価￥2,500 (税抜 )➡

外装外装 自動車ガラスのシーリング材のカットに最適

●全長： 220mm●爪幅： 2-7.5mm
●爪高さ： 2mm●ワイヤー材質：スチール

品番：46833  定価￥1,850 (税抜 )➡

ウィンドシールドリムーバー

●ワイヤー長： 1829mm●ハンドル全長： 102mm
●材質：アルミニウムハンドル、 ステンレスワイヤー

ステンレススクレーパー

品番 刃幅 全長
(mm) (mm)

定価

47021
47022

( 税抜 )
10 168 ￥850

￥900174

柄部サイズ
(mm)

47023 178 ￥950
47024 30

23
15

178

W23xD130xH13
W23xD130xH13
W23xD129xH13
W23xD128xH13 ￥1,000

ステンレス製の刃でサビに強いその他その他

47021

47022

47023

47024

のピストンの押し戻しに
リアブレーキ キャリパー

品番：46834  定価￥3,050 ( 税抜 )➡

1/2DRのハンドルで延長してカシメることが可能

品番：46812 
 定価￥850 ( 税抜 )➡

先端の爪が左右に 360度回転し使いやすい

CV ブーツクランププライヤー

細い爪をひっかけます

●全長： 175mm
●全幅： 52mm
●全高： 15.5mm
●口開き最大： 28mm
●先端部幅： 22.5mm
●先端部高さ： 10mm

ホースクランププライヤー
(アングルタイプ )

先端の爪が上下に回転使いやすい

●全長： 200mm●口開き最大： 33mm
●先端部爪長さ： 25mm
●先端爪幅： 9.5mm●先端爪高さ： 9.5mm

200
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