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TOOL SELECTION vol.16
Excellent tools make your life creative.
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救急用品
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非常用食料品

Emergency Set

Emergency Foods

Emergency Toilet
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Refuge Supplies

Rescue Tool

Automotive Escape Tool

Security Equipment

2018年12月現在のものです。 ■ 製品改良のため、仕様その他を予告なく変更することがありますので、ご了承お願い致します。
【本カタログのご使用にあたって】 ■■ このカタログの情報は、
製品の色は印刷物のため、実物と異なる場合があります。

Home
Maintenance
Tools
あらゆる場面で活躍するツール
日曜大工や工作をはじめ、家庭内のメンテナンス作業、修理・補修など、
あらゆる場面で活躍するツールを取り揃えました。
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コン パクトサ イズ の ケ ース に
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様 々なメン テ ナンス 作 業 、修 理・補 修 作 業 など に 対 応 しま す。

Home Maintenance Tools

日曜大工から
カーメンテナンスまで
何でもこなす
充実の工具セット。

機 能 を 詰 め 込 ん だ ツール セット 。

オフィスや
ご家庭の常備ツール
として最適。

B5ブック型ケース入

4471

4663

¥5,000（税抜）

¥4,000（税抜）

ブック型工具セットＢ５
MBK-27
■梱包／10 ■製品サイズ／
（収納ケース）
約幅232×奥行170×厚さ45mm

■箱サイズ／約238×175×48mm ■製品重量／約1,100ｇ ■JAN／4969402044714

■梱包／5 ■製品サイズ／
（収納ケース）
約幅345×奥行265×厚さ65mm

■箱サイズ／約365×315×85mm ■製品重量／約3,500g ■JAN／4969402044752

書棚やロッカーに
ぴったり収まる
Ａ4ブック型工具セット。

■箱サイズ／約350×270×70mm ■製品重量／約2,400g ■JAN／4969402095853

●ドライバー4本（№1×75、№2×100、№3×150、-6×125mm）●精密ドライバー3本（№00、№0、
-1.4mm）●六角棒レンチ7本（1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mm）●スタビードライバー№2×38
●カッターL型●ウォーターポンププライヤー235mm●ラジオペンチ150mm●万能鋏●ネールハン
マー●モンキーレンチ150mm●コンベックス3m

修理、補修、解体など
家庭内の様々な作業に
対応する工具セット。

4662

4661

¥3,500（税抜）

¥3,000（税抜）

パーソナルツールセット
MPT-32
■梱包／12 ■製品サイズ／
（収納ケース）
約幅225×奥行155×厚さ50mm

■箱サイズ／約230×160×55mm ■製品重量／約720ｇ ■JAN／4969402046626

●カッターS型●ラジオペンチ125mm●六角棒レンチ8本
（1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0mm）
●精密ドライバー2本
（№00、-1.4mm）
●6.35mm角ソケット8個
（4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、
12.0mm）
●ドライバービット8本
（№0、№1、№2×2、№3、-4、-5、-6mm）
●ラチェットドライバーハンドル
●6.35mm角ソケットアダプター●段付ビット2本
（№1×75、№2×75）

パーソナルツールセット
PTS-32
■梱包／12 ■製品サイズ／
（収納ケース）
約幅225×奥行155×厚さ50mm

■箱サイズ／約230×160×55mm ■製品重量／約650ｇ ■JAN／4969402046619

セット内容

セット内容

Outdoor Tools
A4ブック型ケース入

●精密ドライバー3本
（№00、№0、-1.4mm）
●六角棒レンチ8本
（1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、
6.0mm）
●ラジオペンチ125mm●カッターS型●6.35mm角ソケット8個
（4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、
10.0、12.0mm）
●段付ビット2本
（№1×75、№2×75）
●ラチェットドライバーハンドル、6.35mm角ソケッ
トアダプター●コンベックス2m●ドライバービット8本
（№0、№1、№2×2、№3、
-4、-5、-6mm）

¥12,000（税抜）
セット内容

●ドライバー3本（№1×75、№2×100、-6mm×100）●スタビードライバー№2●精密ドライバー3本（№
00、№0、-1.4mm）●六角棒レンチ8本（1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6mm）●9.5mm角プラグソ
ケット2個
（16、21mm）
●9.5ｍｍ角ソケット7個
（11、12、13、14、15、17、19mm）
●6.35ｍｍ角ソケット8
個
（4、5、5.5、6、7、8、9、10mm）
●六角ビット2本
（8、10mm）
●ヘクスローブビット6本
（T8、T10、T15、
T20、T25、T30）●ドライバービット8本(№0、№1、№2×2、№3、-4、-5、-6mm）●コンベックス3m●カッ
ターS型●ダイヤモンドヤスリ●アルミ柄ハクソーフレーム●モンキーレンチ150mm●9.5mm角ソケットアダ
プター●9.5mm角エクステンションバー75mm●ウォーターポンププライヤー235mm●ラチェットハンドル
●ネールハンマー●6.35mm角スピンナーハンドル●ビットアダプター●ラジオペンチ150mm

■箱サイズ／約230×160×55mm ■製品重量／約780ｇ ■JAN／4969402046633

Gardening Tools

¥13,500（税抜）

セット内容

Gardening Tools

■梱包／4 ■製品サイズ／
（収納ケース）
約幅355×奥行310×厚さ82mm

■梱包／12 ■製品サイズ／
（収納ケース）
約幅225×奥行155×厚さ50mm

セット内容

9585

ホームビット PH-22

セット内容

4475

メカビット MB-61

●六角棒レンチ8本（1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、.6.0mm）●精密ドライバー2本（№00、
-1.4mm）
●カッターS型●モンキーレンチ150mm●ラジオペンチ150mm●ドライバー2本
（№2×100、
№1×75）
●6.35mm角スピンナーハンドル●6.35mm角ビットアダプター●ドライバービット8本
（№0、№
1、№2、№3、#PZ2、
#PZ3、-4、-6mm）
●コンベックス2m●L型ハンドル

パーソナルツールセット
MPT-34

TOOL SELECTION

オ フィスで も ご 家 庭 で も 大 活 躍 の ツール セット 。

Home Maintenance Tools

工具セット

●六角棒レンチ8本（1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0mm）●精密ドライバー3本（№00、№0、
-1.4mm）
●カッターS型●6.35mm角ソケット8個
（4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、12.0mm）
●ラ
チェットドライバーハンドル●ドライバービット8本
（№0、№1、№2×2、№3、-4、-5、-6mm）
●6.35mm角ソ
ケットアダプター●段付ビット2本
（№1×75、№2×75）

Outdoor Tools

TOOL SELECTION

Home Maintenance Tool Set

A4ブック型ケース入

Emergency Tools

4472

ブック型工具セット BK-31
¥8,000

（税抜）

■梱包／6 ■製品サイズ／
（収納ケース）
約幅295×奥行220×厚さ58mm

■箱サイズ／約305×225×63mm ■製品重量／約1,850g ■JAN／4969402044721

4660

4659

ホームワークツールセット MH-28B

ホビーツールセット
HT-22

ラチェットドライバーセット
CT-23

■梱包／6 ■製品サイズ／
（収納ケース）
約幅295×奥行220×厚さ58mm

■梱包／20 ■製品サイズ／
（収納ケース）
約幅160×奥行108×厚さ56mm

■梱包／24 ■製品サイズ／
（収納ケース）
約幅145×奥行130×厚さ55mm

¥6,000（税抜）

■箱サイズ／約305×225×63mm ■製品重量／約1,700ｇ ■JAN／4969402044707

■箱サイズ／約162×110×58mm ■製品重量／約500ｇ ■JAN／4969402046602

●精密ドライバー3本
（№00、№0、-1.4mm）
●ピンセット●ドライバービット8本
（№0、№1、№2×2、№3、
-4、-5、
-6mm）
●6.35mm角ソケット6個
（5.0、6.0、7.0、
8.0、10.0、12.0mm）
●6.35mm角ビットアダプ
ター●スピンナーハンドル●ラジオペンチ125mm●カッターS型

¥2,000（税抜）

■箱サイズ／約152×140×60mm ■製品重量／約460ｇ ■JAN／4969402046596

セット内容

●ドライバー2本
（№1×75、№2×100）
●ラジオペンチ150mm●モンキーレンチ150mm●カッターS型
●六角棒レンチ8本（1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、.6.0mm）●精密ドライバー2本(№00、
-1.4mm）
●万能鋏●ネールハンマー●ハクソーフレーム●6.35mm角スピンナーハンドル●6.35mm角
ビットアダプター●ドライバービット8本
（№0、№1、№2、№3、#PZ2、#PZ3、
-4、-6mm）

¥2,500（税抜）
セット内容

セット内容

セット内容

03

●六角棒レンチ8本（1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、.6.0mm）●精密ドライバー3本（№0、№00、-1.4mm）
●ラジオペンチ150mm●ニッパー150mm●モンキーレンチ150mm●ピンセット●ドライバー3本（№2×100、
№1×75、-6×100）●ダイヤモンドヤスリ
（半丸）●ネールハンマー●6.35mm角スピンナーハンドル●ドライバー
ビット8本（№0、№1、№2、№3、#PZ2、#PZ3、-4、-6ｍｍ）●6.35mm角ビットアダプター●コンベックス3m

4470

Emergency Tools

不要になった粗大ごみの解体にも便利

●精密ドライバー2本
（№00、-1.4mm）
●ドライバービット8本
（№0、№1、№2×2、№3、-4、-5、-6mm）
●6.35mm角ソケットアダプター●6.35mm角ビットアダプター●L型ハンドル●ラチェットドライバーハンドル
●6.35mm角ソケット8個
（4.0、5.0、6.0、
7.0、8.0、9.0、
10.0、12.0mm）
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電動工具・電動工具セット

Home Maintenance Tools

4807

4474

¥15,000（税抜）

¥20,000（税抜）

家庭用工具セット
MHS-150N

家庭用工具セット
MHS-20

■梱包／4 ■サイズ／
（工具セットケース）
約幅225×奥行155×厚さ50mm、

ネジの締め付け、取り外しに

Home Maintenance Tools

ご家庭に最適！
ネジの締め付け・取り外し、穴あけなどDIYの必需品

（ドリルドライバーケース）
約幅320×奥行295×厚さ110mm
■箱サイズ／約360×310×180mm ■製品重量／約2,850g

■JAN／4969402046701

セッ
ト内容
●ドリルドライバー MDD-010●ブック型工具セット BK-31

Gardening Tools

Gardening Tools

セッ
ト内容
●ドリルドライバー MDD-010 ●パーソナルツールセット PTS-32

■梱包／4 ■サイズ／
（工具セットケース）
約幅295×奥行225×厚さ58mm、
（ドリルドライバーケース）
約幅320×奥行295×厚さ110mm
■箱サイズ／約360×310×180mm ■製品重量／約4,050g ■JAN／4969402044745

家具の組立や、ちょっとした
お部屋の模様替えなどに便利
なコードレスミニドライバー。

4488

ドリルドライバー MDD-018N
¥10,000（税抜）

■梱包／10 ■サイズ／約225×63×180ｍｍ ■重量／約1,300ｇ

■付属品／ドリルビッ
ト3本
（No.1、No.2、-6mm）■JAN／4969402044882
■製品仕様／電源
：AC100V
（50Hz／60Hz）コード長／1.9m

穴あけ能力：
（木工）
最大10.0mm（鉄工）
最大5.0mm

チャック能力：
φ1.0〜10.0mm

4682

穴あけに

LEDライト内蔵

3.6V充電式ミニドライバー
ＭＣ-36ＬＩ
¥6,000（税抜）

■梱包／20 ■製品サイズ／
（本体）
約幅140×奥行45×高さ135ｍｍ

Outdoor Tools

組立家具、手すりの取付け、カーテンレールの取付けなど、
様々なＤＩＹ作業、メンテナンスの必需品。

キーレスチャック

8段階トルク切替機能付。

■箱サイズ／約180×140×60mm ■製品重量／約350ｇ

■製品仕様／ ■電源
：3.6Ｖリチウムイオン電池
（内蔵）■充電時間：3〜5時間
（0→フル充電）
■締付トルク4Ｎ.ｍ ■回転数
：210回転/分 ■バッテリー寿命：フル充電約300回
■充電器電源
：
ＡＣ100Ｖ
（50/60Ｈｚ） ■JAN／4969402046824

セッ
ト内容
●付属品/専用充電器、
ドライバービット3本
（№1、№2、-6ｍｍ）

Emergency Tools

4462

¥12,000（税抜）

■梱包／5 ■製品サイズ／
（ケースサイズ）
約幅320×奥行295×厚さ110mm

■製品重量／約2,200ｇ
（ケース含）■定格消費電力／180W ■定格使用時間／20分

■コー
ド長／1.9m ■穴あけ能力／木工φ10mm迄、鉄工φ5mm迄 ■JAN／4969402044622

セット内容

●電動ドライバー本体
（MDD-180）
●キャリングケース●ドライバービット7本
（№1、№2、段付№1、段付
№2、PZ2、PZ3、-6mm）
●ドリルビット5本
（1.6、2.4、3.2、4.0、4.8mm）
●ソケット6.35mm角8個
（4.5、
5.0、6.0、
7.0、8.0、10.0、
11.0、12.0mm）
●6.35mm角ソケットアダプター

バッテリーインジケーター付

◎3.6V 充電式ミニドライバーの先端に装着して使用するディス
クカッターです。
◎ダンボールや包装資材、古くなったカーペットを処分をする
際に、
楽々カットできます。

無段変速、回転速度
調整機能付。

ドリルドライバー MDD-010

◎ＬＥＤライト付充電ドライバー
◎長寿命リチウムイオン電池内蔵
◎コンパクトタイプでいつでもどこ
でも気軽に使えます。
◎ＬＥＤライト付で暗い場所の作業
もラクラク！
◎電池残量が一目で分かるバッテ
リーインジケーター付。

Outdoor Tools

vol.16

TOOL SELECTION

暮 らし を サ ポ ートする 充 実 の 工 具セット

4683

ディスクカッターアタッチメント
（MC-36L専用）
DC-3A
¥2,500（税抜）

Emergency Tools

TOOL SELECTION

Electric Tool / Electric Tool set

■梱包／40 ■製品サイズ／約72×51×77ｍｍ

■箱サイズ／約90×80×60mm ■製品重量／約140ｇ

■材質／
（本体）
ABS樹脂、
ナイロンPA6、炭素鋼
（カッター）
炭素鋼HSSW3
■JAN／4969402046831
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