
4698
多機能はさみ ＭＭＳ-25
¥2,500（税抜）

Saw ＆ Scissors  のこぎり・はさみSaw ＆ Scissors  のこぎり・はさみ
ごみや廃品処分の効率UPに
粗大ごみ対策ツール。
ごみや廃品処分の効率UPに
粗大ごみ対策ツール。

ペットボトルのキャップ外しに段ボール箱の開梱に 針金切刃付き

ギザ刃、鋸刃、段ボール開梱刃、
針金切刃の 4 種の刃で、多用途
の切断がこれ 1本！

アルミ板：0.8ｍｍまで　プラスチック板：1.2ｍｍまで
銅板：0.5ｍｍまで　トタン板・ブリキ板：0.4ｍｍまで
ロープ（綿・ナイロン）：10ｍｍまで　アルミ・銅線：φ2.5ｍｍまで  針金：2.0ｍmまで

使用目安

■梱包／72 ■製品サイズ／約206×95×17ｍｍ
■材質／（ブレード）ステンレス鋼 SUS420J2 （ハンドル）PP樹脂・TPR樹脂 ■製品重量／約140ｇ 
■JAN／4969402046985

86178
多機能ミニハンディーソー ＭＭH-3
¥2,000（税抜）
■梱包／48 ■製品サイズ／約長さ267×幅122×厚さ25mm ■製品重量／約180g 
■ブレード種類／①木工用（18山）②プラスチック用（24山）③軽金属用（32山） 
■ブレード長さ／150mm ■JAN／4969402861786

4671
粗大ごみ解体工具セット MSG-080
¥8,000（税抜）
■梱包／10 ■製品重量／約710g ■JAN／4969402046718

86177
強力万能鋏 ＭSＳ-30
¥3,000（税抜）

針金・銅板：0.5mm迄、アルミ板・銅線：1.0mm迄
※素材の特性により切れない場合があります。

使用目安

■梱包／48 ■製品サイズ／約長さ245×幅70×厚さ21mm ■製品重量／約250ｇ 
■JAN／4969402861779

4483
粗大ごみ解体工具セット ＭＳG-050
¥5,000（税抜）

●強力万能鋏 MSS-30●多機能ミニハンディーソー MMH-3セット内容
●強力万能鋏 MSS-30●多機能ミニハンディーソー MMH-3●パイプカッター SPC-3セット内容

■梱包／10 ■箱サイズ／約幅280×奥行62×高さ135mm ■製品重量／約430g 
■JAN／4969402044837

4382
替刃式折込鋸 210㎜（金属用）
¥2,500（税抜）
■製品サイズ／使用時：約全長440×幅45×厚さ20mm、収納時：約全長240×幅58×厚さ20mm 
■製品重量／約230g ■材質／炭素工具鋼 SK85（旧 SK5） ■JAN／4969402043823

4381
替刃式折込鋸 210㎜（木工万能用）
¥2,500（税抜）
■製品サイズ／使用時：約全長440×幅45×厚さ20mm、収納時：約全長240×幅58×厚さ20mm 
■製品重量／約230g ■材質／炭素工具鋼SK95（旧SK4） ■JAN／4969402043816

4954
折込鋸 130㎜（引き回し用）
¥1,800（税抜）
■製品サイズ／（使用時）約285×39×24mm （収納時）約160×39×24mm 
■製品重量／約128g ■材質／炭素工具鋼 ABS樹脂 TPR樹脂 ■JAN／4969402049542

4952
折込鋸 130㎜（木工用）
¥1,800（税抜）
■製品サイズ／（使用時）約285×39×24mm （収納時）約160×48×24mm 
■製品重量／約135g ■材質／炭素工具鋼 ＡＢＳ樹脂 ＴＰＲ樹脂 ■JAN／4969402049528

90682
マジックソー 深型 HA-602
¥1,200（税抜）
■製品サイズ／約幅155×奥行21×高さ275mm
■カラー／赤・黄・青 3色アソート（色のご指定はできません） ■JAN／8809041500485

90681
マジックソー HA-502
¥1,000（税抜）
■製品サイズ／約幅78×高さ267mm ■製品重量／約110g 
■カラー／赤・黄・青・黒 4色アソート（色のご指定はできません） ■JAN／8809041500478

◎カーペットや段ボールなどを楽々カット！
◎かさばる粗大ごみを小さくカットしてごみ
　や廃品処分の効率UP！
◎刃の角度が45°の斜め刃で手が素材に
　触れにくく安全でスムーズに作業が行え
　ます。

カーペット

塩ビ波板

素材に合わせて3種類の刃が付いた鋸です。
木材、物干し竿、塩ビパイプ、組立家具、
PCケースなどの廃品の切断に便利です。

木材

プラスチック

塩ビパイプ

◎木工万能用 ◎軽金属／アルミ・真鍮・軟鉄用

◎木工万能用 ◎引き回し用

◎木材、合板、竹、鉄、アルミなどが
コレ1本で切ることが出来ます。
◎ご家庭で不要になりました粗大ゴ
ミの処分やちょっとした工作、園
芸などにも大活躍。

木材に打ち込んだ釘も切断。

塩ビ管も綺麗に切断。

色は赤・黄・青・黒の4色アソート
※単色のご指定はできません。

◎フレームは約125mmと深く設計したことにより、
2×4材のような幅の広い素材も切り落とせます。

◎木材から合板（集成材）、竹、軟鉄、アルミ、塩
ビ、プラスチックなどが切れる替刃式の多目的
のこぎりです。

◎折れにくく曲線切りがラクラクできます。

木材に打ち込んだ釘も切断。

塩ビ管も綺麗に切断。

色は赤・黄・青の3色アソート
※単色のご指定はできません。

粗大ごみ解体工具セット
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4698
多機能はさみ ＭＭＳ-25
¥2,500（税抜）

Saw ＆ Scissors  のこぎり・はさみSaw ＆ Scissors  のこぎり・はさみ
ごみや廃品処分の効率UPに
粗大ごみ対策ツール。
ごみや廃品処分の効率UPに
粗大ごみ対策ツール。

ペットボトルのキャップ外しに段ボール箱の開梱に 針金切刃付き

ギザ刃、鋸刃、段ボール開梱刃、
針金切刃の 4 種の刃で、多用途
の切断がこれ 1本！

アルミ板：0.8ｍｍまで　プラスチック板：1.2ｍｍまで
銅板：0.5ｍｍまで　トタン板・ブリキ板：0.4ｍｍまで
ロープ（綿・ナイロン）：10ｍｍまで　アルミ・銅線：φ2.5ｍｍまで  針金：2.0ｍmまで

使用目安

■梱包／72 ■製品サイズ／約206×95×17ｍｍ
■材質／（ブレード）ステンレス鋼 SUS420J2 （ハンドル）PP樹脂・TPR樹脂 ■製品重量／約140ｇ 
■JAN／4969402046985

86178
多機能ミニハンディーソー ＭＭH-3
¥2,000（税抜）
■梱包／48 ■製品サイズ／約長さ267×幅122×厚さ25mm ■製品重量／約180g 
■ブレード種類／①木工用（18山）②プラスチック用（24山）③軽金属用（32山） 
■ブレード長さ／150mm ■JAN／4969402861786

4671
粗大ごみ解体工具セット MSG-080
¥8,000（税抜）
■梱包／10 ■製品重量／約710g ■JAN／4969402046718

86177
強力万能鋏 ＭSＳ-30
¥3,000（税抜）

針金・銅板：0.5mm迄、アルミ板・銅線：1.0mm迄
※素材の特性により切れない場合があります。

使用目安

■梱包／48 ■製品サイズ／約長さ245×幅70×厚さ21mm ■製品重量／約250ｇ 
■JAN／4969402861779

4483
粗大ごみ解体工具セット ＭＳG-050
¥5,000（税抜）

●強力万能鋏 MSS-30●多機能ミニハンディーソー MMH-3セット内容
●強力万能鋏 MSS-30●多機能ミニハンディーソー MMH-3●パイプカッター SPC-3セット内容

■梱包／10 ■箱サイズ／約幅280×奥行62×高さ135mm ■製品重量／約430g 
■JAN／4969402044837

4382
替刃式折込鋸 210㎜（金属用）
¥2,500（税抜）
■製品サイズ／使用時：約全長440×幅45×厚さ20mm、収納時：約全長240×幅58×厚さ20mm 
■製品重量／約230g ■材質／炭素工具鋼 SK85（旧 SK5） ■JAN／4969402043823

4381
替刃式折込鋸 210㎜（木工万能用）
¥2,500（税抜）
■製品サイズ／使用時：約全長440×幅45×厚さ20mm、収納時：約全長240×幅58×厚さ20mm 
■製品重量／約230g ■材質／炭素工具鋼SK95（旧SK4） ■JAN／4969402043816

4954
折込鋸 130㎜（引き回し用）
¥1,800（税抜）
■製品サイズ／（使用時）約285×39×24mm （収納時）約160×39×24mm 
■製品重量／約128g ■材質／炭素工具鋼 ABS樹脂 TPR樹脂 ■JAN／4969402049542

4952
折込鋸 130㎜（木工用）
¥1,800（税抜）
■製品サイズ／（使用時）約285×39×24mm （収納時）約160×48×24mm 
■製品重量／約135g ■材質／炭素工具鋼 ＡＢＳ樹脂 ＴＰＲ樹脂 ■JAN／4969402049528

90682
マジックソー 深型 HA-602
¥1,200（税抜）
■製品サイズ／約幅155×奥行21×高さ275mm
■カラー／赤・黄・青 3色アソート（色のご指定はできません） ■JAN／8809041500485

90681
マジックソー HA-502
¥1,000（税抜）
■製品サイズ／約幅78×高さ267mm ■製品重量／約110g 
■カラー／赤・黄・青・黒 4色アソート（色のご指定はできません） ■JAN／8809041500478

◎カーペットや段ボールなどを楽々カット！
◎かさばる粗大ごみを小さくカットしてごみ
　や廃品処分の効率UP！
◎刃の角度が45°の斜め刃で手が素材に
　触れにくく安全でスムーズに作業が行え
　ます。

カーペット

塩ビ波板

素材に合わせて3種類の刃が付いた鋸です。
木材、物干し竿、塩ビパイプ、組立家具、
PCケースなどの廃品の切断に便利です。

木材

プラスチック

塩ビパイプ

◎木工万能用 ◎軽金属／アルミ・真鍮・軟鉄用

◎木工万能用 ◎引き回し用

◎木材、合板、竹、鉄、アルミなどが
コレ1本で切ることが出来ます。
◎ご家庭で不要になりました粗大ゴ
ミの処分やちょっとした工作、園
芸などにも大活躍。

木材に打ち込んだ釘も切断。

塩ビ管も綺麗に切断。

色は赤・黄・青・黒の4色アソート
※単色のご指定はできません。

◎フレームは約125mmと深く設計したことにより、
2×4材のような幅の広い素材も切り落とせます。

◎木材から合板（集成材）、竹、軟鉄、アルミ、塩
ビ、プラスチックなどが切れる替刃式の多目的
のこぎりです。

◎折れにくく曲線切りがラクラクできます。

木材に打ち込んだ釘も切断。

塩ビ管も綺麗に切断。

色は赤・黄・青の3色アソート
※単色のご指定はできません。

粗大ごみ解体工具セット
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12311
糸鋸デラックス（焼入刃付）　No.7260
¥1,000（税抜）

Saw ＆ Scissors  のこぎり・はさみ＆ のこぎり・はさみ Convenient Tool  便利工具便利工具

木材やプラスチック、鉄線等の切断に。
用途の合わせた豊富なカッター＆ソー。
木材やプラスチック、鉄線等の切断に。
用途の合わせた豊富なカッター＆ソー。

■製品サイズ／約全長300mm、刃渡り130mm、ふところ寸法145mm ■製品重量／約200g 
■付属品／替刃4本（一般木工用1本、薄板木工用1本、プラスチック用1本、軽金属用1本） 
■JAN／4942466072657

90355
強力スニップス カーブ　PSN-C
¥3,000（税抜）
■製品サイズ／約長さ245×幅95×厚さ25mm ■製品重量／約450g 
■切断能力／ステンレス板：0.7mm、鉄板：1.2mmまで ■JAN／4571163261097

12787
ボルトカッター300㎜
¥2,650（税抜）
■切断能力／軟線直径約φ5mm ■製品サイズ／全長約300mm ■製品重量／約800g 
■JAN／4969402127875

12788
ボルトカッター350㎜
¥3,500（税抜）
■切断能力／軟線直径約φ7mm ■製品サイズ／全長約360mm ■製品重量／約980g
■JAN／4969402127882

12789
ボルトカッター600㎜
¥6,400（税抜）
■切断能力／軟線直径約φ10mm ■製品サイズ／全長約600mm ■製品重量／約2,700g
■JAN／4969402127899

21148
ハトメパンチ ４㎜用　No.01
¥1,000（税抜）
■製品サイズ／全長約145mm ■製品重量／約120g ■付属品／ハトメ4ｍｍ100個 
■JAN／4969402211482

21125
ハトメパンチ 7㎜用　No.02
¥1,500（税抜）
■製品サイズ／全長約180mm ■製品重量／約180g ■付属品／ハトメ7ｍｍ100個 
■JAN／4969402211253

21128
ハトメパンチ 12㎜用　No.05
¥1,900（税抜）
■製品サイズ／全長約200mm ■製品重量／約200g ■付属品：穴あけポンチ、アルミ製替玉10組
■JAN／96940221128490275

強力スニップス ストレート　PSN-ST
¥2,000（税抜）
■製品サイズ／約長さ250×幅85×厚さ25mm ■製品重量／約400g 
■切断能力／鉄板：1.2mm、ステンレス板：0.7mm ■JAN／4571163260793

86183
ロータリーレザーパンチ　RLP-6
¥1,500（税抜）
■サイズ／約全長230×幅60mm ■質量／335g 
■仕様／パンチ穴サイズ（直径）：2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5mm
■材質／（本体）スチール （ダイヤル）ポリプロピレン （グリップ）ABS樹脂 ■JAN／4969402861830

90278
ベルト荷締機　RJ-800
¥6,200（税抜）
■製品サイズ／約幅50mm×7m（約1m+6m） ■製品重量／約2,180g 
■仕様／安全荷重（使用荷重：800kg・破断荷重：4,000kg）、ベルト端：Jフック 
■JAN／4571163260939

90277
ベルト荷締機　RJ-500
¥3,800（税抜）
■製品サイズ／約幅37mm×6m（約1m+5m） ■製品重量／約1,330g 
■仕様／安全荷重（使用荷重：500kg・破断荷重：2,000kg）、ベルト端：Jフック 
■JAN／4571163260922

90228
バキュームリフター
¥1,000（税抜）
■製品サイズ／約直径120×高さ100mm ■製品重量／約290g 
■材質／（本体）ポリプロピレン樹脂、ゴム ■JAN／4571163260175　

90220
3WAYハクソーフレーム
¥2,000（税抜）
■製品サイズ／約全長460×幅165×厚さ31mm ■製品重量／約520g 
■材質／刃：炭素鋼  柄：スチール・ポロプロピレン樹脂、TPR樹脂 ■JAN／4571163260090

◎ギザ付刃で鉄板やステンレス
板が滑らずに切れます。
◎耐久性と切断能力に優れた
クロームモリブデン鋼を使用。

◎ギザ付刃で鉄板やステンレス
板が滑らずに切れます。
◎耐久性と切断能力に優れた
クロームモリブデン鋼を使用。

番線、針金、釘、鉄線、チェーンの切断に最適！非常時、防災用としても有効。

厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などのハトメ付けに。

600㎜ 300㎜350㎜

◎鉄パイプ、アルミ材、カーテン
レールなどの切断に！
◎切断状況や条件に合わせて刃の
角度が90度と45度に調節可能。

◎革・布・ゴム・ビニール・厚紙などの穴あけに。
◎ホビー・レザークラフトや裁縫など使い方いろいろ。
◎手で回転させて簡単にサイズ変更。

「これひとつで6サイズの穴あけに対応」

耐荷重
約20kg

荷役・運搬の必需品。
あらゆる荷物の荷崩れ
防止、段ボール製品・
樹脂製品・木工製品・
家具製品の移送や輸
送に引っ越し荷物などの
トラック輸送など大切
な荷物の荷締めに。

◎取っ手が無く、持ち上げにくい
物の移動に。
◎タオル掛けやちょっとしたもの
を吊るすのにも便利。
◎スチール書庫やロッカーの移
動や大理石やタイルの施工・
移動に便利。

ゴールドのハトメが
アクセントに。
ちょっとしたプレゼントに
付けてみても。

使いやすさを考えた便利ツール。使いやすさを考えた便利ツール。
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12311
糸鋸デラックス（焼入刃付）　No.7260
¥1,000（税抜）

Saw ＆ Scissors  のこぎり・はさみ＆ のこぎり・はさみ Convenient Tool  便利工具便利工具

木材やプラスチック、鉄線等の切断に。
用途の合わせた豊富なカッター＆ソー。
木材やプラスチック、鉄線等の切断に。
用途の合わせた豊富なカッター＆ソー。

■製品サイズ／約全長300mm、刃渡り130mm、ふところ寸法145mm ■製品重量／約200g 
■付属品／替刃4本（一般木工用1本、薄板木工用1本、プラスチック用1本、軽金属用1本） 
■JAN／4942466072657

90355
強力スニップス カーブ　PSN-C
¥3,000（税抜）
■製品サイズ／約長さ245×幅95×厚さ25mm ■製品重量／約450g 
■切断能力／ステンレス板：0.7mm、鉄板：1.2mmまで ■JAN／4571163261097

12787
ボルトカッター300㎜
¥2,650（税抜）
■切断能力／軟線直径約φ5mm ■製品サイズ／全長約300mm ■製品重量／約800g 
■JAN／4969402127875

12788
ボルトカッター350㎜
¥3,500（税抜）
■切断能力／軟線直径約φ7mm ■製品サイズ／全長約360mm ■製品重量／約980g
■JAN／4969402127882

12789
ボルトカッター600㎜
¥6,400（税抜）
■切断能力／軟線直径約φ10mm ■製品サイズ／全長約600mm ■製品重量／約2,700g
■JAN／4969402127899

21148
ハトメパンチ ４㎜用　No.01
¥1,000（税抜）
■製品サイズ／全長約145mm ■製品重量／約120g ■付属品／ハトメ4ｍｍ100個 
■JAN／4969402211482

21125
ハトメパンチ 7㎜用　No.02
¥1,500（税抜）
■製品サイズ／全長約180mm ■製品重量／約180g ■付属品／ハトメ7ｍｍ100個 
■JAN／4969402211253

21128
ハトメパンチ 12㎜用　No.05
¥1,900（税抜）
■製品サイズ／全長約200mm ■製品重量／約200g ■付属品：穴あけポンチ、アルミ製替玉10組
■JAN／96940221128490275

強力スニップス ストレート　PSN-ST
¥2,000（税抜）
■製品サイズ／約長さ250×幅85×厚さ25mm ■製品重量／約400g 
■切断能力／鉄板：1.2mm、ステンレス板：0.7mm ■JAN／4571163260793

86183
ロータリーレザーパンチ　RLP-6
¥1,500（税抜）
■サイズ／約全長230×幅60mm ■質量／335g 
■仕様／パンチ穴サイズ（直径）：2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5mm
■材質／（本体）スチール （ダイヤル）ポリプロピレン （グリップ）ABS樹脂 ■JAN／4969402861830

90278
ベルト荷締機　RJ-800
¥6,200（税抜）
■製品サイズ／約幅50mm×7m（約1m+6m） ■製品重量／約2,180g 
■仕様／安全荷重（使用荷重：800kg・破断荷重：4,000kg）、ベルト端：Jフック 
■JAN／4571163260939

90277
ベルト荷締機　RJ-500
¥3,800（税抜）
■製品サイズ／約幅37mm×6m（約1m+5m） ■製品重量／約1,330g 
■仕様／安全荷重（使用荷重：500kg・破断荷重：2,000kg）、ベルト端：Jフック 
■JAN／4571163260922

90228
バキュームリフター
¥1,000（税抜）
■製品サイズ／約直径120×高さ100mm ■製品重量／約290g 
■材質／（本体）ポリプロピレン樹脂、ゴム ■JAN／4571163260175　

90220
3WAYハクソーフレーム
¥2,000（税抜）
■製品サイズ／約全長460×幅165×厚さ31mm ■製品重量／約520g 
■材質／刃：炭素鋼  柄：スチール・ポロプロピレン樹脂、TPR樹脂 ■JAN／4571163260090

◎ギザ付刃で鉄板やステンレス
板が滑らずに切れます。
◎耐久性と切断能力に優れた
クロームモリブデン鋼を使用。

◎ギザ付刃で鉄板やステンレス
板が滑らずに切れます。
◎耐久性と切断能力に優れた
クロームモリブデン鋼を使用。

番線、針金、釘、鉄線、チェーンの切断に最適！非常時、防災用としても有効。

厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などのハトメ付けに。

600㎜ 300㎜350㎜

◎鉄パイプ、アルミ材、カーテン
レールなどの切断に！
◎切断状況や条件に合わせて刃の
角度が90度と45度に調節可能。

◎革・布・ゴム・ビニール・厚紙などの穴あけに。
◎ホビー・レザークラフトや裁縫など使い方いろいろ。
◎手で回転させて簡単にサイズ変更。

「これひとつで6サイズの穴あけに対応」

耐荷重
約20kg

荷役・運搬の必需品。
あらゆる荷物の荷崩れ
防止、段ボール製品・
樹脂製品・木工製品・
家具製品の移送や輸
送に引っ越し荷物などの
トラック輸送など大切
な荷物の荷締めに。

◎取っ手が無く、持ち上げにくい
物の移動に。
◎タオル掛けやちょっとしたもの
を吊るすのにも便利。
◎スチール書庫やロッカーの移
動や大理石やタイルの施工・
移動に便利。

ゴールドのハトメが
アクセントに。
ちょっとしたプレゼントに
付けてみても。

使いやすさを考えた便利ツール。使いやすさを考えた便利ツール。
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さまざまな場面に対応する工具セット。さまざまな場面に対応する工具セット。
Car Maintenance Tool  自動車メンテナンス工具Car Maintenance Tool  自動車メンテナンス工具 Screwdriver ＆ Wrench set  ドライバー ＆ レンチセットScrewdriver ＆ Wrench set  ドライバー ＆ レンチセット
備えて安心、使って便利な
ソケットレンチセット。
備えて安心、使って便利な
ソケットレンチセット。

91008
8ドライバー
¥800（税抜）
■梱包／120 ■製品サイズ／（収納ケース）約120×90×35ｍｍ
■製品重量／約170ｇ ■ＪＡＮ／4969402910088

4484
トルクレンチセット MTR-6
¥8,000（税抜）
■梱包／6 ■製品サイズ／（収納ケース）約幅495×奥行80×厚さ66mm ■製品重量／約2,300g 
■JAN／4969402044844

ロングタイプで奥深
い箇所や狭い場所
での作業に最適。

ホイール脱着時の必需品！
◎設定したトルクでボルト・ナットの締め過ぎ、締め不足をチェックできます。
◎トルク調整範囲 28N・m～210N・m　◎トルク設定目盛り付き。
◎アルミホイール対応ソケット。　◎収納に便利なブローケース付。
◎タイヤ交換だけでなくオイル交換でも役立ちます。

アルミホイール対応 専用ケース付

異なる差込角のソケットとハンドルを接続できるソケットアダプター
セット。材質は強固なバナジウム鋼を使用。

ソケット
アダプター

6.35mm角ソケット（別売）

9.5mm角レンチ（別売）

ユニバーサルジョイントとエクステンションバーを同梱した、作業のやり
づらい場所に対応するセット。材質は強固なバナジウム鋼を使用。

150㎜
130°

130°

●トルクレンチ 全長465mm（12.7mm差込角）●ショートソケット 14mm、17mm●アルミホイール対応ロング
ソケット 19mm、21mm●エクステンションバー125mm　 

セット内容

●プラスドライバー（№1、№2、№3）●マイナスドライバー（1.8、3、5、6ｍｍ）●キリ●ドライバーハンドル
●マジックコイン

セット内容

91086
ボールグリップドライバーセット8本組
¥1,700（税抜）
■梱包／72 ■製品サイズ／（ケース）約幅100×奥行38×高さ172ｍｍ
■製品重量／約310ｇ ■ＪＡＮ／4969402910866

ボールグリップドライバーハンドル、ドライバー（№0、№1、№2、-2.5ｍｍ、-5.5ｍｍ、-6ｍｍ）。針、ギムネ
セット内容

41448
精密ドライバーセット PSD-6
¥500（税抜）
■製品サイズ／約縦132×横77×厚さ19mm ■製品重量／約115g 
■材質／炭素鋼 ■JAN／4969402414487

●精密ドライバー6本（＃00、＃0、＃1、-1.4mm、-2.4mm、-3.0mm）
セット内容

90239
精密ヘックスレンチ7P（ミリ） SHM-7
¥400（税抜）
■材質／クロームバナジウム鋼 ■製品重量／約20ｇ ■JAN／4571163260359

●ヘックスレンチ（0.71、0.89、1.27、1.5、2.0、2.5、3.0ｍｍ）
セット内容

90240
精密ヘックスレンチ7P（インチ） SHI-7
¥500（税抜）
■材質／クロームバナジウム鋼 ■製品重量／約20g ■JAN／4571163260366

●ヘックスレンチ（0.028、0.035、0.05、1/16、5/64、3/32、7/64インチ）
セット内容

90241
精密ヘクスローブレンチ8P SHL-8
¥1,500（税抜）
■材質／S-2材（ハードクロームメッキ） ■製品重量／約50g 
■JAN／4571163260373

●ヘクスローブ（T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20）
セット内容

4394
ソケットレンチセット MSR-21
¥3,000（税抜）
■梱包／12 ■製品サイズ／（収納ケース）約幅250×奥行125×厚さ40mm ■製品重量／約1,250g 
■JAN／4969402043946

●9.5mm角ラチェットハンドル（ソフトグリップ）●6.35mm角スピンナーハンドル●6.35mm角ソケット7個（4、5、
6、7、8、9、10mm）●9.5mm角ソケット7個（11、12、13、14、15、17、19mm）●9.5mm角エクステンション
バー2本（75mm、150mm）●ソケットアダプター凹9.5mm×凸6.35mm●9.5mm角スパークプラグソケット
21mm

セット内容

12278
ディープソケットセット（9.5㎜角） MDS-9
¥2,500（税抜）
■製品重量／916g ■差込角／9.5mm（3/8インチ） ■JAN／4969402122788

●8・10・12・13・14・15・17・19・21mm
セット内容

86185
ソケットジョイントセット SJS-2
¥1,200（税抜）
■材質／クロームバナジウム鋼（クロームメッキ） ■JAN／4969402861854

●ユニバーサルジョイント 差込角9.5mm（3/8"）●エクステンションバー150mm 差込角9.5mm（3/8"）
セット内容

86184
ソケットアダプターセット（9.5㎜角） SAS-4
¥700（税抜）
■材質／クロームバナジウム鋼（クロームメッキ） ■JAN／4969402861847

●凹6.35mm×凸9.5mm、凹9.5mm×凸6.35mm、凹9.5mm×凸12.7mm、凹12.7mm×凸9.5mm
セット内容

86190
ワイヤーブラシ3本組（S） SWB-3
¥800（税抜）
■製品サイズ／全長180mm ■材質／（本体）ポリプロピレン樹脂 （ブラシ）真鍮、ナイロン、ステンレス 
■JAN／4969402861908

◎自動車、バイク、自転車の
　保守・点検に。
◎収納・保管に便利なブローケース入り。
◎9.5mm角ラチェットハンドル付で作業が楽 ！々

用途：［真鍮］ガンコな汚れやサビ取り、
　　　　　　ガスコンロの目詰まり除去等
　　 ［ナイロン］傷付きやすい面の掃除
　　 ［ステンレス］水廻りの掃除やサビ取り

時計・メガネの修理、精密ネジの
締め付け、緩め作業に便利です。

◎ネジ、釘、小物等も収納できるケース付。
◎ヒートン回しなどアイディア次第でいろいろ
使えるマジックコイン付。

◎精密機器、カセット、ラジオ、プラモデルなどの修理組み立て。自動車整備
工具としても優れた性能を発揮。
◎収納しやすく、取り出しやすい。コンパクトで常備するのに場所を取りません。

全てのサイズがいじり
止めネジ対応。普通
のヘクスローブネジは
もちろん、中央部にい
じり止めの突起のあ
るネジも回せます。

◎マスターハンドルは力が入りやすい電工
(ボール)グリップタイプ。
◎高級モリブデンバナジウム鋼を使用し、さら
に高精度仕様により靱性、耐摩耗性に優れ
たドライバーです。
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さまざまな場面に対応する工具セット。さまざまな場面に対応する工具セット。
Car Maintenance Tool  自動車メンテナンス工具Car Maintenance Tool  自動車メンテナンス工具 Screwdriver ＆ Wrench set  ドライバー ＆ レンチセットScrewdriver ＆ Wrench set  ドライバー ＆ レンチセット
備えて安心、使って便利な
ソケットレンチセット。
備えて安心、使って便利な
ソケットレンチセット。

91008
8ドライバー
¥800（税抜）
■梱包／120 ■製品サイズ／（収納ケース）約120×90×35ｍｍ
■製品重量／約170ｇ ■ＪＡＮ／4969402910088

4484
トルクレンチセット MTR-6
¥8,000（税抜）
■梱包／6 ■製品サイズ／（収納ケース）約幅495×奥行80×厚さ66mm ■製品重量／約2,300g 
■JAN／4969402044844

ロングタイプで奥深
い箇所や狭い場所
での作業に最適。

ホイール脱着時の必需品！
◎設定したトルクでボルト・ナットの締め過ぎ、締め不足をチェックできます。
◎トルク調整範囲 28N・m～210N・m　◎トルク設定目盛り付き。
◎アルミホイール対応ソケット。　◎収納に便利なブローケース付。
◎タイヤ交換だけでなくオイル交換でも役立ちます。

アルミホイール対応 専用ケース付

異なる差込角のソケットとハンドルを接続できるソケットアダプター
セット。材質は強固なバナジウム鋼を使用。

ソケット
アダプター

6.35mm角ソケット（別売）

9.5mm角レンチ（別売）

ユニバーサルジョイントとエクステンションバーを同梱した、作業のやり
づらい場所に対応するセット。材質は強固なバナジウム鋼を使用。

150㎜
130°

130°

●トルクレンチ 全長465mm（12.7mm差込角）●ショートソケット 14mm、17mm●アルミホイール対応ロング
ソケット 19mm、21mm●エクステンションバー125mm　 

セット内容

●プラスドライバー（№1、№2、№3）●マイナスドライバー（1.8、3、5、6ｍｍ）●キリ●ドライバーハンドル
●マジックコイン

セット内容

91086
ボールグリップドライバーセット8本組
¥1,700（税抜）
■梱包／72 ■製品サイズ／（ケース）約幅100×奥行38×高さ172ｍｍ
■製品重量／約310ｇ ■ＪＡＮ／4969402910866

ボールグリップドライバーハンドル、ドライバー（№0、№1、№2、-2.5ｍｍ、-5.5ｍｍ、-6ｍｍ）。針、ギムネ
セット内容

41448
精密ドライバーセット PSD-6
¥500（税抜）
■製品サイズ／約縦132×横77×厚さ19mm ■製品重量／約115g 
■材質／炭素鋼 ■JAN／4969402414487

●精密ドライバー6本（＃00、＃0、＃1、-1.4mm、-2.4mm、-3.0mm）
セット内容

90239
精密ヘックスレンチ7P（ミリ） SHM-7
¥400（税抜）
■材質／クロームバナジウム鋼 ■製品重量／約20ｇ ■JAN／4571163260359

●ヘックスレンチ（0.71、0.89、1.27、1.5、2.0、2.5、3.0ｍｍ）
セット内容

90240
精密ヘックスレンチ7P（インチ） SHI-7
¥500（税抜）
■材質／クロームバナジウム鋼 ■製品重量／約20g ■JAN／4571163260366

●ヘックスレンチ（0.028、0.035、0.05、1/16、5/64、3/32、7/64インチ）
セット内容

90241
精密ヘクスローブレンチ8P SHL-8
¥1,500（税抜）
■材質／S-2材（ハードクロームメッキ） ■製品重量／約50g 
■JAN／4571163260373

●ヘクスローブ（T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20）
セット内容

4394
ソケットレンチセット MSR-21
¥3,000（税抜）
■梱包／12 ■製品サイズ／（収納ケース）約幅250×奥行125×厚さ40mm ■製品重量／約1,250g 
■JAN／4969402043946

●9.5mm角ラチェットハンドル（ソフトグリップ）●6.35mm角スピンナーハンドル●6.35mm角ソケット7個（4、5、
6、7、8、9、10mm）●9.5mm角ソケット7個（11、12、13、14、15、17、19mm）●9.5mm角エクステンション
バー2本（75mm、150mm）●ソケットアダプター凹9.5mm×凸6.35mm●9.5mm角スパークプラグソケット
21mm

セット内容

12278
ディープソケットセット（9.5㎜角） MDS-9
¥2,500（税抜）
■製品重量／916g ■差込角／9.5mm（3/8インチ） ■JAN／4969402122788

●8・10・12・13・14・15・17・19・21mm
セット内容

86185
ソケットジョイントセット SJS-2
¥1,200（税抜）
■材質／クロームバナジウム鋼（クロームメッキ） ■JAN／4969402861854

●ユニバーサルジョイント 差込角9.5mm（3/8"）●エクステンションバー150mm 差込角9.5mm（3/8"）
セット内容

86184
ソケットアダプターセット（9.5㎜角） SAS-4
¥700（税抜）
■材質／クロームバナジウム鋼（クロームメッキ） ■JAN／4969402861847

●凹6.35mm×凸9.5mm、凹9.5mm×凸6.35mm、凹9.5mm×凸12.7mm、凹12.7mm×凸9.5mm
セット内容

86190
ワイヤーブラシ3本組（S） SWB-3
¥800（税抜）
■製品サイズ／全長180mm ■材質／（本体）ポリプロピレン樹脂 （ブラシ）真鍮、ナイロン、ステンレス 
■JAN／4969402861908

◎自動車、バイク、自転車の
　保守・点検に。
◎収納・保管に便利なブローケース入り。
◎9.5mm角ラチェットハンドル付で作業が楽 ！々

用途：［真鍮］ガンコな汚れやサビ取り、
　　　　　　ガスコンロの目詰まり除去等
　　 ［ナイロン］傷付きやすい面の掃除
　　 ［ステンレス］水廻りの掃除やサビ取り

時計・メガネの修理、精密ネジの
締め付け、緩め作業に便利です。

◎ネジ、釘、小物等も収納できるケース付。
◎ヒートン回しなどアイディア次第でいろいろ
使えるマジックコイン付。

◎精密機器、カセット、ラジオ、プラモデルなどの修理組み立て。自動車整備
工具としても優れた性能を発揮。
◎収納しやすく、取り出しやすい。コンパクトで常備するのに場所を取りません。

全てのサイズがいじり
止めネジ対応。普通
のヘクスローブネジは
もちろん、中央部にい
じり止めの突起のあ
るネジも回せます。

◎マスターハンドルは力が入りやすい電工
(ボール)グリップタイプ。
◎高級モリブデンバナジウム鋼を使用し、さら
に高精度仕様により靱性、耐摩耗性に優れ
たドライバーです。
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使いやすさを考えた便利ツール。使いやすさを考えた便利ツール。
Stationery Tool  ステーショナリーツールStationery Tool  ステーショナリーツール
素材や目的に合わせて選ぶ
使いやすいカッター。
素材や目的に合わせて選ぶ
使いやすいカッター。

4977
ダブルカッター ダンボール用 MCD-2F
¥2,200（税抜）
■梱包／60 ■製品サイズ／約160×38×30ｍｍ ■製品重量／約120ｇ 
■材質／（本体）ＡＢＳ樹脂、ＴＰＲ樹脂 （刃）ステンレス鋼 ■ＪＡＮ／4969402049771

86171
2WAYハンドタッカー PHT-2W
¥3,000（税抜）
■製品サイズ／約幅160×高さ100×厚さ31mm ■製品重量／約600g 
■材質／（本体）スチール、TPR樹脂 （グリップ）PVC樹脂 
■使用可能ステープル（針）サイズ／幅12mm×針足4～14mm ■JAN／4969402861717

90226
タッカー&ホチキス プーラ 針400本付
¥2,000（税抜）
■製品サイズ／（本体）約幅145×高さ80×厚さ20mm 
■製品重量／約310g ■材質／（本体）スチール、ABS樹脂 ■付属品／プーラ、針400本 
■JAN／4571163260151

4395
ミニグルーガン SMG-301
¥2,000（税抜）
■製品サイズ／（本体）約幅113×高さ112×厚さ22ｍｍ ■製品重量／約140ｇ 
■仕様／電源：AC100V、50/60Hz  定格消費電力：7W  コード長さ：1.5ｍ 
■付属品／グルースティック3本（透明φ7×100ｍｍ） ■JAN／4969402043953

4396
グルースティック 透明 15本入 SGS-15C
¥400（税抜）
■仕様／φ7ｍｍ×100ｍｍ×15本入 ■JAN／4969402043960

37327
カッターマット CMGB-1（A1）
¥3,500（税抜）
■製品サイズ／約620×900×2.0mm ■製品重量／約1,600g ■材質／PVC樹脂 
■JAN／4969402373272

37328
カッターマット CMGB-2（A2）
¥1,900（税抜）
■製品サイズ／約450×620×2.0mm ■製品重量／約870g ■材質／PVC樹脂 
■JAN／4969402373289

37329
カッターマット CMGB-3（A3）
¥1,100（税抜）
■製品サイズ／約320×450×2.0ｍｍ ■製品重量／約410ｇ ■材質／PVC樹脂 
■JAN／4969402373296

37330
カッターマット CMGB-4（A4）
¥680（税抜）
■製品サイズ／約225×320×2.0ｍｍ ■製品重量／約210ｇ ■材質／PVC樹脂 
■JAN／4969402373302

4979
ダブルカッター ダンボール用替刃（2枚）
¥1,000（税抜）
■製品サイズ／約114mm×18mm×1mm　刃渡り75ｍｍ 
■材質／ステンレス鋼（フッ素加工） ■ＪＡＮ／4969402049795

4976
ダブルカッター 木工用 ＭＣＳ-２Ｗ
¥2,400（税抜）
■梱包／60 ■製品サイズ／約160×38×30ｍｍ ■製品重量／約120ｇ 
■材質／（本体）ＡＢＳ樹脂、ＴＰＲ樹脂 （刃）ステンレス鋼 ■ＪＡＮ／4969402049764

4978
ダブルカッター 木工用替刃
¥800（税抜）
■製品サイズ／約112×19×1ｍｍ　刃渡り80ｍｍ 
■材質／刃物用炭素鋼 ■ＪＡＮ／4969402049788

4691
セイフティシートカッター SSC-45
¥1,300（税抜）
■梱包／40 ■製品サイズ／約幅151×奥行25×高さ84ｍｍ ■製品重量／約120ｇ 
■ブレード仕様／円形刃45ｍｍ ■ＪＡＮ／4969402046916

4692
セイフティシートカッター 替刃 ５枚入
¥1,250（税抜）
■ブレード仕様／円形刃45ｍｍ（5枚入） ■材質／刃物用炭素鋼 ■ＪＡＮ/4969402046923

4672
コーナーカッター Ｌ SCC-10L
¥800（税抜）
■梱包／144 ■製品サイズ／幅90×奥行62×厚さ32ｍｍ ■製品重量／約50ｇ 
■カット能力／コピー用紙4枚以下 ■ＪＡＮ／4969402046725

4673
コーナーカッター S SCC-5S
¥800（税抜）
■梱包／144 ■製品サイズ／幅90×奥行62×厚さ32ｍｍ ■製品重量／約50ｇ 
■カット能力／コピー用紙4枚以下 ■ＪＡＮ／4969402046732

カッター刃と、段ボールの開封
作業やPPバンドをカットできる
ダンボールカッターの
2枚刃カッター

◎荷物や下地、床を傷つけにくいシートカッターです。
◎エアーパッキン、段ボール、樹脂シート、カーペットなどの切断に。

名刺や写真の角を丸くカットするコーナーカッター。

カッター刃と、小物などの木工・
竹細工など細かい加工ができる
木工刃の2枚刃カッター

◎タッカーとホチキスの2通りの使い方
が可能。
◎工作などのDIY作業や家具などの布・
革の張り替えに。
◎針の打ち込み強さの調整ツマミ付き。

◎壁などに装飾品の取り付け作業や
シートの貼り替えなどに。
◎タッカーとホチキス兼用タイプ。

打ち損じの針を取るのに便利
なプーラ付。

◎いろいろな素材を簡単接着！
◎木製品の修理、本の修理、タイルの接着、プラモデルの
製作、アートフラワー、リースの製作などに。

Ｓ カット半径約5ｍｍ　

Ｌ カット半径約10ｍｍ　

◎軟質+硬質+軟質の三層構造で両面使用可能。
◎片面(黒)は世界地図を模したドット入りでデスクマットとしても使えるデザイン。
◎片面(グレー)は落ち着きのあるライトグレー、目にやさしいホワイト印刷。
◎1cm単位のグリッド印刷付き。
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使いやすさを考えた便利ツール。使いやすさを考えた便利ツール。
Stationery Tool  ステーショナリーツールStationery Tool  ステーショナリーツール
素材や目的に合わせて選ぶ
使いやすいカッター。
素材や目的に合わせて選ぶ
使いやすいカッター。

4977
ダブルカッター ダンボール用 MCD-2F
¥2,200（税抜）
■梱包／60 ■製品サイズ／約160×38×30ｍｍ ■製品重量／約120ｇ 
■材質／（本体）ＡＢＳ樹脂、ＴＰＲ樹脂 （刃）ステンレス鋼 ■ＪＡＮ／4969402049771

86171
2WAYハンドタッカー PHT-2W
¥3,000（税抜）
■製品サイズ／約幅160×高さ100×厚さ31mm ■製品重量／約600g 
■材質／（本体）スチール、TPR樹脂 （グリップ）PVC樹脂 
■使用可能ステープル（針）サイズ／幅12mm×針足4～14mm ■JAN／4969402861717

90226
タッカー&ホチキス プーラ 針400本付
¥2,000（税抜）
■製品サイズ／（本体）約幅145×高さ80×厚さ20mm 
■製品重量／約310g ■材質／（本体）スチール、ABS樹脂 ■付属品／プーラ、針400本 
■JAN／4571163260151

4395
ミニグルーガン SMG-301
¥2,000（税抜）
■製品サイズ／（本体）約幅113×高さ112×厚さ22ｍｍ ■製品重量／約140ｇ 
■仕様／電源：AC100V、50/60Hz  定格消費電力：7W  コード長さ：1.5ｍ 
■付属品／グルースティック3本（透明φ7×100ｍｍ） ■JAN／4969402043953

4396
グルースティック 透明 15本入 SGS-15C
¥400（税抜）
■仕様／φ7ｍｍ×100ｍｍ×15本入 ■JAN／4969402043960

37327
カッターマット CMGB-1（A1）
¥3,500（税抜）
■製品サイズ／約620×900×2.0mm ■製品重量／約1,600g ■材質／PVC樹脂 
■JAN／4969402373272

37328
カッターマット CMGB-2（A2）
¥1,900（税抜）
■製品サイズ／約450×620×2.0mm ■製品重量／約870g ■材質／PVC樹脂 
■JAN／4969402373289

37329
カッターマット CMGB-3（A3）
¥1,100（税抜）
■製品サイズ／約320×450×2.0ｍｍ ■製品重量／約410ｇ ■材質／PVC樹脂 
■JAN／4969402373296

37330
カッターマット CMGB-4（A4）
¥680（税抜）
■製品サイズ／約225×320×2.0ｍｍ ■製品重量／約210ｇ ■材質／PVC樹脂 
■JAN／4969402373302

4979
ダブルカッター ダンボール用替刃（2枚）
¥1,000（税抜）
■製品サイズ／約114mm×18mm×1mm　刃渡り75ｍｍ 
■材質／ステンレス鋼（フッ素加工） ■ＪＡＮ／4969402049795

4976
ダブルカッター 木工用 ＭＣＳ-２Ｗ
¥2,400（税抜）
■梱包／60 ■製品サイズ／約160×38×30ｍｍ ■製品重量／約120ｇ 
■材質／（本体）ＡＢＳ樹脂、ＴＰＲ樹脂 （刃）ステンレス鋼 ■ＪＡＮ／4969402049764

4978
ダブルカッター 木工用替刃
¥800（税抜）
■製品サイズ／約112×19×1ｍｍ　刃渡り80ｍｍ 
■材質／刃物用炭素鋼 ■ＪＡＮ／4969402049788

4691
セイフティシートカッター SSC-45
¥1,300（税抜）
■梱包／40 ■製品サイズ／約幅151×奥行25×高さ84ｍｍ ■製品重量／約120ｇ 
■ブレード仕様／円形刃45ｍｍ ■ＪＡＮ／4969402046916

4692
セイフティシートカッター 替刃 ５枚入
¥1,250（税抜）
■ブレード仕様／円形刃45ｍｍ（5枚入） ■材質／刃物用炭素鋼 ■ＪＡＮ/4969402046923

4672
コーナーカッター Ｌ SCC-10L
¥800（税抜）
■梱包／144 ■製品サイズ／幅90×奥行62×厚さ32ｍｍ ■製品重量／約50ｇ 
■カット能力／コピー用紙4枚以下 ■ＪＡＮ／4969402046725
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コーナーカッター S SCC-5S
¥800（税抜）
■梱包／144 ■製品サイズ／幅90×奥行62×厚さ32ｍｍ ■製品重量／約50ｇ 
■カット能力／コピー用紙4枚以下 ■ＪＡＮ／4969402046732

カッター刃と、段ボールの開封
作業やPPバンドをカットできる
ダンボールカッターの
2枚刃カッター

◎荷物や下地、床を傷つけにくいシートカッターです。
◎エアーパッキン、段ボール、樹脂シート、カーペットなどの切断に。

名刺や写真の角を丸くカットするコーナーカッター。

カッター刃と、小物などの木工・
竹細工など細かい加工ができる
木工刃の2枚刃カッター

◎タッカーとホチキスの2通りの使い方
が可能。
◎工作などのDIY作業や家具などの布・
革の張り替えに。
◎針の打ち込み強さの調整ツマミ付き。

◎壁などに装飾品の取り付け作業や
シートの貼り替えなどに。
◎タッカーとホチキス兼用タイプ。

打ち損じの針を取るのに便利
なプーラ付。

◎いろいろな素材を簡単接着！
◎木製品の修理、本の修理、タイルの接着、プラモデルの
製作、アートフラワー、リースの製作などに。

Ｓ カット半径約5ｍｍ　

Ｌ カット半径約10ｍｍ　

◎軟質+硬質+軟質の三層構造で両面使用可能。
◎片面(黒)は世界地図を模したドット入りでデスクマットとしても使えるデザイン。
◎片面(グレー)は落ち着きのあるライトグレー、目にやさしいホワイト印刷。
◎1cm単位のグリッド印刷付き。
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