
¥66,800¥66,800
キャンペーン価格
小売参考価格 ￥74,200

様々な作業に対応する
汎用モデル
様々な作業に対応する
汎用モデル

¥26,800¥26,800
キャンペーン価格

小売参考価格
￥29,000

GEK060-R3PNo.
36
ギア

専用樹脂ケース付

GEK060-R3

トルク範囲
12～60N･m

オーバートルクを防ぐ
小トルク対応モデル
オーバートルクを防ぐ
小トルク対応モデル

¥31,800¥31,800
キャンペーン価格

小売参考価格
￥33,800

デジラチェ デジラチェ小トルクタイプ 36
ギア

GEK030-C3A

トルク範囲
2～30N･m

オイルドレ－ナー「見えるくん」オイルドレ－ナー「見えるくん」
GOD80BSPNo.

上抜き・下抜き
対応モデル
上抜き・下抜き
対応モデル

透明シリンダーで
排出状況が一目瞭然
透明シリンダーで
排出状況が一目瞭然

多機能型
タンク容量：80ℓ

¥149,000¥149,000
キャンペーン価格
小売参考価格 ￥165,000

持ち運び可能な
上抜き専用
小型タイプ

持ち運び可能な
上抜き専用
小型タイプ
出張整備に便利出張整備に便利

持ち運び型
タンク容量：24ℓ

オイルドレ－ナー「持てるくん」オイルドレ－ナー「持てるくん」
GOD24BSPNo.

¥69,200¥69,200
キャンペーン価格
小売参考価格 ￥76,800 GOD24BGOD80B

クーラントチャージャークーラントチャージャー
AE401KDCNo.

エア抜き不要で
すばやく冷却水を注入
エア抜き不要で
すばやく冷却水を注入

AE401

AVSA12ASPNo.
呼び寸法

63
64
66.5
72.5
74
79

79.5
89
92
94.5
99
100.5

適用サイズ

カップ型オイルフィルタレンチセット〔12コ組〕カップ型オイルフィルタレンチセット〔12コ組〕

プラグレンチセットプラグレンチセット
KDC1304No.

使用頻度の高い
16mmと近年増加の
14mmサイズに対応する
便利な2本セット

使用頻度の高い
16mmと近年増加の
14mmサイズに対応する
便利な2本セット

¥4,770¥4,770
キャンペーン価格
小売参考価格￥5,300

サービスクリーパーセットサービスクリーパーセット
KDC1206No.

はさみセットはさみセット
PSC1106No.

¥6,980¥6,980
キャンペーン価格

小売参考価格
￥8,430B3A-16SPB3A-14SP

トルク管理という「安全」をすべての人に。

専用樹脂ケース付

自動車専用＆汎用工具 欲しかったあの工具がお買い得！　効率ＵＰで収益性UP！

国産車に
幅広く対応する
12サイズ！

国産車に
幅広く対応する
12サイズ！

AVSA12A ¥29,800¥29,800
キャンペーン価格
小売参考価格 ￥36,400

オススメ

GEK030-C3APNo.
オススメ オススメ

適用：軽自動車から
　　  1.5tクラス
　　  小型トラックまで

PAT.　D.PAT.PAT.　D.PAT.

¥8,800¥8,800
キャンペーン価格

小売参考価格
￥10,770

プレセットモードのご使用は
3N・mからとなります

PJ-200 PN1-150

PSL-150

YKPT-RM

AYSC-20F

2014

In Summer20日
まで

8
月

2014年

ラチェットめがねレンチシリーズ　今ならオリジナルバッグ付き！
オススメ

ラチェットコンビネーション
レンチセット（ストレートタイプ）
ラチェットコンビネーション
レンチセット（ストレートタイプ）

MSR1A- 08,10,
 12,13,
 14

十二角

ラチェットコンビネーション
レンチセット（オフセットタイプ）
ラチェットコンビネーション
レンチセット（オフセットタイプ）

セミショートラチェットコンビネーション
レンチセット（首振りタイプ）
セミショートラチェットコンビネーション
レンチセット（首振りタイプ）

ラチェットめがねレンチセット
（両頭型首振りタイプ）
ラチェットめがねレンチセット
（両頭型首振りタイプ）

¥14,980¥14,980
キャンペーン価格
小売参考価格￥16,360

¥13,980¥13,980
キャンペーン価格
小売参考価格￥15,750

¥13,480¥13,480
キャンペーン価格
小売参考価格￥14,980

¥9,780¥9,780
キャンペーン価格
小売参考価格￥10,800

TMSR1A05SPNo. TMSR2A05SPNo. TMSR1AF05SPNo. TMR1A03SPNo.

8mmを除く

MSR1A-08F,10F,
            12F,13F,
            14F

十二角 8mmを除く

MR1A-0810F
            1214F,
   1719F

十二角 8mmを除く

MSR2A-08,10,12,
     13,14
（ラチェットヘッド側
 13°オフセットタイプ）

十二角 8mmを除く



両開きメタルケース
12.7sq.ソケット（六角）
12.7sq.ソケット（十二角）
12.7sq.エクステンションバー
12.7sq.ラチェットハンドル
めがねレンチ（45°X6°ロング）
スパナ
樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ
樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ
モンキレンチ
ペンチ(コーティンググリップ）
強力型ウォーターポンププライヤ
コンビネーションプライヤ（ソフトグリップ付）
ニッパ
ラジオペンチ
ボールポイントＬ形ロング六角棒レンチセット（9本組）
コンビハンマ
カギ

EK-1
B4-10,12
B4-13W,14W,17W,19W,22W,24W,27W
BE4-150
BR4E
M5-1012,1113,1417,1719,2224
S2-0607,0810,1012,1113,1214,1719
MDD1-100,150
PDD1-2,3
WM-250
SPD-175C
WPD1-250
PJ-200
PN1-150
PSL-150
HL259SP（1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10）
UD6-10
KAG-300

SK44210WMSPNo.
機械整備に欠かせない基本工具を一通りそろえた12.7sq.モデル機械整備に欠かせない基本工具を一通りそろえた12.7sq.モデル

42
点 17.5kg工具セット　工具セット　

オススメ

工具セット
SK36913XNo.

小物から長尺物まで収納できる
大型チェストセット
小物から長尺物まで収納できる
大型チェストセット

¥140,000¥140,000
キャンペーン価格小売参考価格

￥157,820

〔SK36913X,SK36913XX共通入組〕

工具セット
SK36913XXNo.

チェスト＆ローラーキャビネットで
追加アイテムも余裕で収納
チェスト＆ローラーキャビネットで
追加アイテムも余裕で収納

¥210,000¥210,000
キャンペーン価格小売参考価格

￥240,820

¥74,700¥74,700
キャンペーン価格小売参考価格

￥83,000

¥69,800¥69,800
キャンペーン価格
小売参考価格
￥89,700

ケース品番：
SKX3306：W660×D310×H370
 重量23kg
SKX3805：W680×D460×H975
 重量60kg

ケース品番：SKX3306
サイズ：W660×D310×H370
重　量：23kg

不意な動きを防止する
ツーウェイロック機構採用！
不意な動きを防止する
ツーウェイロック機構採用！

コストパフォーマンスに
優れたベーシックモデル
コストパフォーマンスに
優れたベーシックモデル

9.5sq.ソケット（六角）
9.5sq.ディープソケット（六角）
9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット
9.5sq.ラチェットハンドル
9.5sq.スピンナハンドル
9.5sq.エクステンションバー
9.5sq.クイックスピンナ
9.5sq.ユニバーサルジョイント
めがねレンチ（45°×6°ロング）
コンビネーションレンチ
樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ
樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ
樹脂柄スタッビドライバ

板ラチェット差替えドライバセット

モンキレンチ
コンビネーションプライヤ（ソフトグリップ付）
ラジオペンチ
ニッパ
ボールポイントＬ形ロング六角棒レンチセット（9本組）
ボールピンハンマ
プラスチックハンマ
マグネット付パーツトレイ
トレイ

B3-08,10,12,13,14,17,19,21,22
B3L-08,10,12,14
BT3-05S,06S,08S,10S
BR3E
BS3E
BE3-050,075,150
BE3-Q
BJ3
M5-0810,1012,1113,1214,1417,1719,2224
MS2-08,10,12,13,14,17
D1M2-5,6,8
D1P2-1,2,3
マイナス：D1MS-6  クロス：D1PS-2
TMDB8
   クロスビット：No.2（22・30mm）
　  　　　　 ：No.3（25mm）
　  六角ビット：4･5･6mm　　　　
WM-200,300
PJ-200
PSL-150
PN1-150
HL259SP（1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10）
PH45-323
K9-6
YKPT-RM
SK36813XT2                             

オススメ オススメ
33kg 93kg

大型ケース採用のプロユースセット。 充実の入組内容とお買得価格で新登場！大型ケース採用のプロユースセット。 充実の入組内容とお買得価格で新登場！

共通入組内容

69
点

69
点

サイズ：W740×D470×H910
重   量：82kg
最大耐荷重：350kg（製品重量含む）

サイズ：W740×D470×H910
重   量：74kg
最大耐荷重：350kg（製品重量含む）

使いやすさと安全性に
こだわった次世代スタンダード
使いやすさと安全性に
こだわった次世代スタンダード

収納に便利なトレイ付き

¥107,000¥107,000
キャンペーン価格
小売参考価格
￥119,000

¥118,000¥118,000
キャンペーン価格
小売参考価格
￥132,000

EKW-1005 EKW-1007

EKW-1005R

EKW-1005BK

EKW-1007R

EKW-1007BK

ローラーキャビネット（5段5引出し）ローラーキャビネット（5段5引出し）

使い込むほど良さが分かる ワンランク上の高品質モデル使い込むほど良さが分かる ワンランク上の高品質モデル
ローラーキャビネット（7段7引出し）ローラーキャビネット（7段7引出し）

ローラーキャビネット（5段5引出し）
SKX3805SPNo.

サイズ：W680×D460×H975
重量：60kg
最大耐荷重：300kg（製品重量含む）

ケース品番：EK-1
サイズ：W430×D225×H225
重量：6.5kg

SKX3805

スライドレール

ボールベアリング

スライドレール

ボールベアリング

工具セット&ローラーキャビネット プロの信頼に応えるあのモデルが今だけお買い得！

スライドレール

ボールベアリング

オススメ オススメ使いやすさと安全性に
こだわった次世代スタンダード
使いやすさと安全性に
こだわった次世代スタンダード

EKW-1005RSP 〔レッド〕No.
EKW-1005BKSP〔ブラック〕No.
EKW-1005SP   〔シルバー〕No.

EKW-1007RSP 〔レッド〕No.
EKW-1007BKSP〔ブラック〕No.
EKW-1007SP   〔シルバー〕No.

No.65-02　2014.07.100S（S） 


