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銅管用

ステンレス鋼
フレキ管用

鋼管
ステンレス鋼管用

「自動送り機構」で面倒な送り作業が不要です。
また専用薄刃により切粉・火花・カエリが発生しにくいです。

ハンドルを押し下げるだけの簡単操作

ハンドルの振り角度は7.5°。狭い場所でも楽々切断。

No. 小売参考価格適用外径（mm）
￥15,500PCRT-23 6～23

適用 : ●ガス配管用ステンレス鋼フレキ管   呼び8A～20A
     　 ●給水給湯用ステンレス鋼フレキ管   呼び13・20 （スパイラル形状を除く）

適用 : ●給水給湯用ステンレス鋼フレキ管   呼び13・20 （スパイラル形状を除く）

保管用樹脂ケース付ラチェット機構により、
壁際などの狭い場所での切断が可能。

■ミニラチェットチューブカッタ　D.PAT.

No. 小売参考価格全長（mm）
￥39,800
￥59,800

240
335

回転半径（mm）
70
90

適用外径（mm）
15.88～35
35～66

PCR3-35
PCR3-66

ラチェット機構とロータリーヘッドで狭い場所でも
楽々作業ができる！

■ラチェットパイプカッタ／大型ラチェットパイプカッタ

AMBACシステムの採用によりインパクトレンチ使用時のピン飛び出しを防止！
■インパクトレンチ用ソケット

先端ビットが交換可能な長寿命設計。
■ヘキサゴンビットソケット

ラチェット機構を組み込み、連続作業に威力を発揮！
■ラチェットめがねレンチ

狭い場所でも楽に素早く
ナットの締め付け、緩めが可能。

■ジョイントナットレンチ

狭い個所での作業が容易な薄型ソケット。
■4サイズ板ラチェットレンチ（スタンダード）

No. 小売参考価格
￥37,000FV10

早く、効率良くツバ出し。
■フレキツバ出し工具（3山成形専用）

No. 小売参考価格
￥7,130FV20

管の変形、切断面のバリ、
カエリを減少。

■フレキ管カッタ

ロングソケット採用により奥深い個所で大活躍！
■4サイズ板ラチェットレンチ（ロング）

No. 小売参考価格適用ナット二面幅（mm）
￥12,200
￥14,500

22～35
35～49

FMR260
FMR330

No. 小売参考価格呼び寸法
￥4,200
￥4,390

8×12 ・10×13
10×13 ・12×14

MR-0813
MR-1014

No. 小売参考価格呼び寸法
￥4,500
￥4,580

8×12 ・10×13
10×13 ・12×14

MR-0813L
MR-1014L

PCR3-35

PCR3-66

MR-1014LMR-1014

FMR330

本体

ホルダー

自動送り機構

最大肉厚
1.24mm

呼び
1/4"～7/8"

裸銅管

最大肉厚
1.24mm

呼び
1/4"～1/2"

被覆銅管

●切断能力

最大肉厚
3.2mm

呼び
10A～25A

鋼管

肉厚
1.5～
3.0mm

呼び
15A～25A

ステンレス鋼管
●切断能力(PCRK-FS使用時）

最大肉厚
3.8mm

呼び
25A～50A

鋼管

肉厚
1.5～
3.0mm

呼び
25A～40A

ステンレス鋼管
●切断能力(PCRK-FS使用時）

ラチェット機構採用で素早い作業

1本で2役の機能
PCRK-CM
［銅管用］

共通適用替刃

PCRK-FS（オレンジ）
［鋼管・ステンレス鋼管用］

（本体付属）

PCRK-S（ゴールド）
［ステンレス鋼管用］

（別売り）

ZCK305
［ステンレス鋼フレキ管用］

全長 350mm

全長
 140

mm

全長 126
mm

ラチェットパイプカッタ 従来品の場合

使用状態比較

回転切断

ラチェット切断

適用替刃

適用替刃

豊富なサイズバリエーションで、動力工具を使用する様々な作業に対応！インパクトレンチ用ソケット

ソケットタイプだから駆動工具と組み合せていろいろな用途に使える。ヘキサゴンビットソケット

コンビネーションレンチタイプや首振りタイプなど作業に合わせて選べるラインナップ。ラチェットめがねレンチ

※品番・サイズ表示のデザインは写真と異なる場合があります。

PAT.

ピン穴の片側が壁

ゴムリング

ソケット
ピン

ピンの
重心

ピンの重心は
壁側に寄せられます。

遠心力は壁側に働くので
ピンは飛び出しません。

遠心力

遠心力

¥1,160～¥1,440

¥1,420～¥2,050

¥3,790～¥4,150

¥1,010～¥2,480

¥1,400～¥4,030

¥1,770～¥4,300

¥4,290～¥4,710

¥2,070～¥4,980

¥3,370～¥8,940

¥4,070～¥23,400

¥5,840～¥25,000

小売参考価格※

※ピン・リング付きの価格です。

インパクトレンチ用
ロングソケット（薄肉）

インパクトレンチ用ソケット
（ディープ薄肉）

インパクトレンチ用ソケット
（セミディープ薄肉）

インパクトレンチ用ソケット
（標準）

インパクトレンチ用
ロングソケット（薄肉）

インパクトレンチ用ソケット
（ディープ薄肉）

インパクトレンチ用ソケット
（セミディープ薄肉）

インパクトレンチ用ソケット
（ディープ薄肉）

インパクトレンチ用ソケット
（標準）

インパクトレンチ用ソケット
（ディープ薄肉）

インパクトレンチ用ソケット
（標準）

sq. 形状

¥770

¥1,010

¥1,380

¥1,130～¥1,340

¥770～¥980

¥890～¥1,100

¥1,130～¥1,340

¥1,490

¥1,010～¥1,390

¥1,250～¥1,630

¥1,620

小売参考価格

7～22

6～22

10～19

8～32

8～36

10～32

12～22

17～46

19～46

21～70

22～70

3～6

3～6

3～6

3～12

3～12

3～12

3～12

3～8

5～17

5～17

5～8

サイズ（mm）

サイズ（mm）

※インチサイズもございます。

ロングヘキサゴン
ビットソケット

ヘキサゴンビットソケット

ショートヘキサゴン
ビットソケット

スタッビヘキサゴン
ビットソケット

ロングボールポイント
ヘキサゴンビットソケット

ロングヘキサゴン
ビットソケット

ヘキサゴンビットソケット

ロングボールポイント
ヘキサゴンビットソケット

ロングヘキサゴン
ビットソケット

ヘキサゴンビットソケット

ロングボールポイント
ヘキサゴンビットソケット

sq. 形状

AMBAC（アンバック）システムはKTCのイン
パクトレンチ用ソケット・アクセサリー類に採用
されているピン抜け防止機構です。

先端ビットは補修部品として設定しています。
ソケット側面の六角穴付き止めねじを緩めると
ビットが交換できます。

六角穴付き止めねじ
（交換用ビットに1コ付属）

六角穴付き
止めねじ

交換ビット

ビット交換方法

※ビット交換時には2mmまたは2.5mmのヘキサゴンレ
ンチが必要です。

¥1,940～¥4,330

¥2,570～¥4,210

¥2,700～¥4,430

¥2,430～¥3,620

¥3,080～¥5,490

¥6,730～¥11,000

小売参考価格

8～24

8～19

8～19

8～17

8～19

10～19

サイズ（mm）

※ラチェットめがねレンチ類は修理対象外品です。

ストレートタイプ

オフセットタイプ

セミショート首振りタイプ

ショートオフセットタイプ

ショート首振りタイプ

超ロングめがね首振りタイプ

形状（タイプ）

●ラチェットコンビネーションレンチ＆超ロングラチェットめがねレンチ

¥4,360～¥13,200

¥6,620～¥9,880

¥3,720～¥4,730

小売参考価格

6×7～22×24

8×10～17×19

8×9～14×17

サイズ（mm）

両頭型首振りタイプ

ショート両頭型首振りタイプ

板ラチェットめがねレンチ

形状（タイプ）

●ラチェットめがねレンチ

両頭型首振りタイプ

72
ギア

ストレートタイプ

72
ギア

オフセットタイプ

72
ギア

18
ギア

板ラチェットめがねレンチ

超ロングめがね首振りタイプ

72
ギア

六角

ムービーで
チェック！

ムービーで
チェック！

ムービーで
チェック！

作業の省力化、時短に
威力を発揮する
エアインパクトレンチや
電動インパクトレンチは、
アイテムセレクト
［ソリューション編］に掲載！



一覧性に優れたツールケースで3Sを実践!ツールセット

作業目的に合わせて選べる駆動工具とソケットのセットをラインナップ。ソケットレンチセット

様々なボルト・ナットに対応するサイズをセット！めがねレンチ・コンビネーションレンチ・スパナ

あったら便利、技ありなアイテム。クローフットレンチ・マグネットソケット・ツイストソケット

つかむ、挟む、切るの特別な機能を持ったマストアイテム。プライヤ・ペンチ・ニッパ

電流が流れる個所の作業を安全に！絶縁工具

六角

スライドシャッター（施錠可能）
により大切な工具を盗難から
守ります。
ケース内側の影絵に合わせて
工具が吊り下げられ、目的の工
具が見つけやすく、戻すときも
迷いません。

メカニキットケース

No.TM506 ￥12,000小売参考価格▼kg 1.3
めがねレンチ M5-0810,1012,1113,1417,1921,2224

No. 小売参考価格入組点数使用ケース ▼kg
￥23,50013EKB-2（W455×D190×H60） 3.5TB410W

狭い場所での作業性とトルク伝達効率を
追求した、立ち上がり角45°×6°を採用。

■めがねレンチセット[6本組]
ヘッド幅が世界最小クラスを誇る
ＫＴＣ独自の新やり形ヘッド。

■スパナセット[6本組]

■12.7sq.ソケットレンチセット

■19.0sq.ソケットレンチセット

No. 小売参考価格入組点数使用ケース ▼kg
￥34,70019EKB-2（W455×D190×H60） 5.1TB415W

■12.7sq.ソケットレンチセット

■19.0sq.ソケットレンチセット

No. 小売参考価格入組点数使用ケース ▼kg
￥48,20010B4110-MA（W545×D185×H85） 9TB610A

■19.0sq.ソケットレンチセット

No. 小売参考価格入組点数使用ケース ▼kg
￥84,30019B4110-MA（W545×D185×H85） 14.1TB619A

No. 小売参考価格入組点数使用ケース ▼kg
￥72,20014B4110-MA（W545×D185×H85） 14.5TB615A

No. 小売参考価格入組点数使用ケース ▼kg
￥53,20015B4110-MA（W545×D185×H85） 10.8TB614A

No. 小売参考価格入組点数使用ケース ▼kg
￥218,00076メカニキットケース（W1125×D145×H630） 32MK81A

No. 小売参考価格入組点数使用ケース ▼kg
￥86,00041EK-1A（W430×D225×H225） 11.5SK4410WM

No. 小売参考価格入組点数使用ケース ▼kg
￥99,60051EK-1A（W430×D225×H225） 13.5SK4510WM

■19.0sq.ソケットレンチセット

●樹脂成形トレイ（W445×D185×H52）付。 ※メタルケースEKB-2に入る大きさです。

No.TMS208 ￥10,400小売参考価格▼kg 1
コンビネーションレンチ MS2-07, 08, 10, 12, 13, 14, 17, 19
●樹脂成形トレイ（W445×D185×H52）付。 ※メタルケースEKB-2に入る大きさです。

No.TS206 ￥6,140小売参考価格▼g 550
スパナ S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719
●スパナホルダ EHS-1付。

No.TBNS305W ￥13,400小売参考価格▼g 490
クローフットレンチ BNS3-10W,12W,14W,17W,19W
ソケットホルダー 10コ用 EHB310

No.TB3L05MGA ￥13,500小売参考価格▼g 480
マグネットディープソケット B3L-08MGA,10MGA,12MGA,13MGA,14MGA
ソケットホルダー 5コ用 EHB305

No.TB3TW10 ￥33,400小売参考価格▼g 590
ツイストソケット B3TW-08,09,10,11,12,13,14,15,16,17
ソケットホルダー 10コ用 EHB310

No.TB4TW05 ￥28,300小売参考価格▼g 930
ツイストソケット B4TW-17,19,21,22,24
ソケットホルダー 5コ用 EHB405

No.PMDEZ4 ￥6,740小売参考価格▼g 270
絶縁ドライバ  クロス No.1

No.2
4×100
5.5×150

PDEZ-1
PDEZ-2
MDEZ-4
MDEZ-5

絶縁ドライバ　マイナス

スパナとめがねレンチの機能を1本に！
■コンビネーションレンチセット[8本組] ワイヤーカット・ワイヤーストリップ・端子かしめの

3つの用途に対応。

■電工ペンチ

倍力機構で対象物を強力につかみ、
作業時の手の負担を軽減。

■倍力ペンチ

つぶれた小ねじや錆びた小ねじ、
特殊形状の小ねじを緩めるのに大変便利。

■ねじプライヤ

倍力機構により、
硬い線材も軽い力で切断が可能。

■倍力ニッパ

AC（交流）1000V、DC（直流）1500Vまでに対応！
■絶縁ドライバセット[4本組]

■バンドホールドニッパ

自動車や一般産業機械などの油圧配管に使用されている
フレアナットの締緩作業に。

■9.5sq.クローフットレンチセット［5コ組］
口径部に内蔵されているマグネットで、
ボルト・ナットの落下を防止。

■9.5sq.マグネットディープソケットセット［5コ組］

角が取れて丸くなってしまったボルトや
スタッドボルトの取り外しに。

■9.5sq.ツイストソケットセット[10コ組] ■12.7sq.ツイストソケットセット[5コ組]

一般機械整備向けに入組品を吟味したセット。
■メカニキット（一般機械整備向）

持ち運びに便利な両開きメタルケースに、
一般機械の基本整備に必要な工具を厳選！

■工具セット（インダストリアルモデル）
一般機械整備の様々なシーンに対応！
充実の入組を誇ります。

■工具セット（インダストリアルモデル）

No. 小売参考価格呼び寸法 切断可能径
￥5,290175 硬線φ1.8　軟線φ2.3SPP-175

▲シャッターを閉めた状態

入組内容 入組内容

◀シャッターを開けた状態

入組

76

入組

13
入組

19
入組

10

入組

15
入組

14
入組

19

入組

41
入組

51

フレアナットの締緩作業状態

バンドの切れ端をホールド

切断面がツライチ

縦方向での使用例

滑りにくい先端部分

マグネットがボルトをしっかり
保持

角の丸くなったボルト

回転方向（右ねじ緩め専用）

角の丸くなったボルト

回転方向（右ねじ緩め専用）

角が取れて丸くなってしまったボルトや
スタッドボルトの取り外しに。

No. 小売参考価格
￥3,480AD102B

No. 小売参考価格
￥3,700PNC-125

No. 小売参考価格適用ねじサイズ
￥2,540PSN-175 M2～M6

No. 小売参考価格呼び寸法 切断可能径
￥5,140165 硬線φ1.8　軟線φ2.3DPP-165

鉄線用ニッパ 本製品

結束バンドをキレイに切って
切れ端を離さない!

ムービーで
チェック！



一覧性に優れたツールケースで3Sを実践!ツールセット

作業目的に合わせて選べる駆動工具とソケットのセットをラインナップ。ソケットレンチセット

様々なボルト・ナットに対応するサイズをセット！めがねレンチ・コンビネーションレンチ・スパナ

あったら便利、技ありなアイテム。クローフットレンチ・マグネットソケット・ツイストソケット

つかむ、挟む、切るの特別な機能を持ったマストアイテム。プライヤ・ペンチ・ニッパ

電流が流れる個所の作業を安全に！絶縁工具

六角

スライドシャッター（施錠可能）
により大切な工具を盗難から
守ります。
ケース内側の影絵に合わせて
工具が吊り下げられ、目的の工
具が見つけやすく、戻すときも
迷いません。

メカニキットケース

No.TM506 ￥12,000小売参考価格▼kg 1.3
めがねレンチ M5-0810,1012,1113,1417,1921,2224

No. 小売参考価格入組点数使用ケース ▼kg
￥23,50013EKB-2（W455×D190×H60） 3.5TB410W

狭い場所での作業性とトルク伝達効率を
追求した、立ち上がり角45°×6°を採用。

■めがねレンチセット[6本組]
ヘッド幅が世界最小クラスを誇る
ＫＴＣ独自の新やり形ヘッド。

■スパナセット[6本組]

■12.7sq.ソケットレンチセット

■19.0sq.ソケットレンチセット

No. 小売参考価格入組点数使用ケース ▼kg
￥34,70019EKB-2（W455×D190×H60） 5.1TB415W

■12.7sq.ソケットレンチセット

■19.0sq.ソケットレンチセット

No. 小売参考価格入組点数使用ケース ▼kg
￥48,20010B4110-MA（W545×D185×H85） 9TB610A

■19.0sq.ソケットレンチセット

No. 小売参考価格入組点数使用ケース ▼kg
￥84,30019B4110-MA（W545×D185×H85） 14.1TB619A

No. 小売参考価格入組点数使用ケース ▼kg
￥72,20014B4110-MA（W545×D185×H85） 14.5TB615A

No. 小売参考価格入組点数使用ケース ▼kg
￥53,20015B4110-MA（W545×D185×H85） 10.8TB614A

No. 小売参考価格入組点数使用ケース ▼kg
￥218,00076メカニキットケース（W1125×D145×H630） 32MK81A

No. 小売参考価格入組点数使用ケース ▼kg
￥86,00041EK-1A（W430×D225×H225） 11.5SK4410WM

No. 小売参考価格入組点数使用ケース ▼kg
￥99,60051EK-1A（W430×D225×H225） 13.5SK4510WM

■19.0sq.ソケットレンチセット

●樹脂成形トレイ（W445×D185×H52）付。 ※メタルケースEKB-2に入る大きさです。

No.TMS208 ￥10,400小売参考価格▼kg 1
コンビネーションレンチ MS2-07, 08, 10, 12, 13, 14, 17, 19
●樹脂成形トレイ（W445×D185×H52）付。 ※メタルケースEKB-2に入る大きさです。

No.TS206 ￥6,140小売参考価格▼g 550
スパナ S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719
●スパナホルダ EHS-1付。

No.TBNS305W ￥13,400小売参考価格▼g 490
クローフットレンチ BNS3-10W,12W,14W,17W,19W
ソケットホルダー 10コ用 EHB310

No.TB3L05MGA ￥13,500小売参考価格▼g 480
マグネットディープソケット B3L-08MGA,10MGA,12MGA,13MGA,14MGA
ソケットホルダー 5コ用 EHB305

No.TB3TW10 ￥33,400小売参考価格▼g 590
ツイストソケット B3TW-08,09,10,11,12,13,14,15,16,17
ソケットホルダー 10コ用 EHB310

No.TB4TW05 ￥28,300小売参考価格▼g 930
ツイストソケット B4TW-17,19,21,22,24
ソケットホルダー 5コ用 EHB405

No.PMDEZ4 ￥6,740小売参考価格▼g 270
絶縁ドライバ  クロス No.1

No.2
4×100
5.5×150

PDEZ-1
PDEZ-2
MDEZ-4
MDEZ-5

絶縁ドライバ　マイナス

スパナとめがねレンチの機能を1本に！
■コンビネーションレンチセット[8本組] ワイヤーカット・ワイヤーストリップ・端子かしめの

3つの用途に対応。

■電工ペンチ

倍力機構で対象物を強力につかみ、
作業時の手の負担を軽減。

■倍力ペンチ

つぶれた小ねじや錆びた小ねじ、
特殊形状の小ねじを緩めるのに大変便利。

■ねじプライヤ

倍力機構により、
硬い線材も軽い力で切断が可能。

■倍力ニッパ

AC（交流）1000V、DC（直流）1500Vまでに対応！
■絶縁ドライバセット[4本組]

■バンドホールドニッパ

自動車や一般産業機械などの油圧配管に使用されている
フレアナットの締緩作業に。

■9.5sq.クローフットレンチセット［5コ組］
口径部に内蔵されているマグネットで、
ボルト・ナットの落下を防止。

■9.5sq.マグネットディープソケットセット［5コ組］

角が取れて丸くなってしまったボルトや
スタッドボルトの取り外しに。

■9.5sq.ツイストソケットセット[10コ組] ■12.7sq.ツイストソケットセット[5コ組]

一般機械整備向けに入組品を吟味したセット。
■メカニキット（一般機械整備向）

持ち運びに便利な両開きメタルケースに、
一般機械の基本整備に必要な工具を厳選！

■工具セット（インダストリアルモデル）
一般機械整備の様々なシーンに対応！
充実の入組を誇ります。

■工具セット（インダストリアルモデル）

No. 小売参考価格呼び寸法 切断可能径
￥5,290175 硬線φ1.8　軟線φ2.3SPP-175

▲シャッターを閉めた状態

入組内容 入組内容

◀シャッターを開けた状態

入組

76

入組

13
入組

19
入組

10

入組

15
入組

14
入組

19

入組

41
入組

51

フレアナットの締緩作業状態

バンドの切れ端をホールド

切断面がツライチ

縦方向での使用例

滑りにくい先端部分

マグネットがボルトをしっかり
保持

角の丸くなったボルト

回転方向（右ねじ緩め専用）

角の丸くなったボルト

回転方向（右ねじ緩め専用）

角が取れて丸くなってしまったボルトや
スタッドボルトの取り外しに。

No. 小売参考価格
￥3,480AD102B

No. 小売参考価格
￥3,700PNC-125

No. 小売参考価格適用ねじサイズ
￥2,540PSN-175 M2～M6

No. 小売参考価格呼び寸法 切断可能径
￥5,140165 硬線φ1.8　軟線φ2.3DPP-165

鉄線用ニッパ 本製品

結束バンドをキレイに切って
切れ端を離さない!

ムービーで
チェック！



配管作業現場を安全で効率的な環境に！

作業の安全と効率化を実現するKTCのラインナップ
配管ツール
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表示価格は「小売参考価格」であり消費税は含まれておりません。
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銅管用

ステンレス鋼
フレキ管用

鋼管
ステンレス鋼管用

「自動送り機構」で面倒な送り作業が不要です。
また専用薄刃により切粉・火花・カエリが発生しにくいです。

ハンドルを押し下げるだけの簡単操作

ハンドルの振り角度は7.5°。狭い場所でも楽々切断。

No. 小売参考価格適用外径（mm）
￥15,500PCRT-23 6～23

適用 : ●ガス配管用ステンレス鋼フレキ管   呼び8A～20A
     　 ●給水給湯用ステンレス鋼フレキ管   呼び13・20 （スパイラル形状を除く）

適用 : ●給水給湯用ステンレス鋼フレキ管   呼び13・20 （スパイラル形状を除く）

保管用樹脂ケース付ラチェット機構により、
壁際などの狭い場所での切断が可能。

■ミニラチェットチューブカッタ　D.PAT.

No. 小売参考価格全長（mm）
￥39,800
￥59,800

240
335

回転半径（mm）
70
90

適用外径（mm）
15.88～35
35～66

PCR3-35
PCR3-66

ラチェット機構とロータリーヘッドで狭い場所でも
楽々作業ができる！

■ラチェットパイプカッタ／大型ラチェットパイプカッタ

AMBACシステムの採用によりインパクトレンチ使用時のピン飛び出しを防止！
■インパクトレンチ用ソケット

先端ビットが交換可能な長寿命設計。
■ヘキサゴンビットソケット

ラチェット機構を組み込み、連続作業に威力を発揮！
■ラチェットめがねレンチ

狭い場所でも楽に素早く
ナットの締め付け、緩めが可能。

■ジョイントナットレンチ

狭い個所での作業が容易な薄型ソケット。
■4サイズ板ラチェットレンチ（スタンダード）

No. 小売参考価格
￥37,000FV10

早く、効率良くツバ出し。
■フレキツバ出し工具（3山成形専用）

No. 小売参考価格
￥7,130FV20

管の変形、切断面のバリ、
カエリを減少。

■フレキ管カッタ

ロングソケット採用により奥深い個所で大活躍！
■4サイズ板ラチェットレンチ（ロング）

No. 小売参考価格適用ナット二面幅（mm）
￥12,200
￥14,500

22～35
35～49

FMR260
FMR330

No. 小売参考価格呼び寸法
￥4,200
￥4,390

8×12 ・10×13
10×13 ・12×14

MR-0813
MR-1014

No. 小売参考価格呼び寸法
￥4,500
￥4,580

8×12 ・10×13
10×13 ・12×14

MR-0813L
MR-1014L

PCR3-35

PCR3-66

MR-1014LMR-1014

FMR330

本体

ホルダー

自動送り機構

最大肉厚
1.24mm

呼び
1/4"～7/8"

裸銅管

最大肉厚
1.24mm

呼び
1/4"～1/2"

被覆銅管

●切断能力

最大肉厚
3.2mm

呼び
10A～25A

鋼管

肉厚
1.5～
3.0mm

呼び
15A～25A

ステンレス鋼管
●切断能力(PCRK-FS使用時）

最大肉厚
3.8mm

呼び
25A～50A

鋼管

肉厚
1.5～
3.0mm

呼び
25A～40A

ステンレス鋼管
●切断能力(PCRK-FS使用時）

ラチェット機構採用で素早い作業

1本で2役の機能
PCRK-CM
［銅管用］

共通適用替刃

PCRK-FS（オレンジ）
［鋼管・ステンレス鋼管用］

（本体付属）

PCRK-S（ゴールド）
［ステンレス鋼管用］

（別売り）

ZCK305
［ステンレス鋼フレキ管用］

全長 350mm

全長
 140

mm

全長 126
mm

ラチェットパイプカッタ 従来品の場合

使用状態比較

回転切断

ラチェット切断

適用替刃

適用替刃

豊富なサイズバリエーションで、動力工具を使用する様々な作業に対応！インパクトレンチ用ソケット

ソケットタイプだから駆動工具と組み合せていろいろな用途に使える。ヘキサゴンビットソケット

コンビネーションレンチタイプや首振りタイプなど作業に合わせて選べるラインナップ。ラチェットめがねレンチ

※品番・サイズ表示のデザインは写真と異なる場合があります。

PAT.

ピン穴の片側が壁

ゴムリング

ソケット
ピン

ピンの
重心

ピンの重心は
壁側に寄せられます。

遠心力は壁側に働くので
ピンは飛び出しません。

遠心力

遠心力

¥1,160～¥1,440

¥1,420～¥2,050

¥3,790～¥4,150

¥1,010～¥2,480

¥1,400～¥4,030

¥1,770～¥4,300

¥4,290～¥4,710

¥2,070～¥4,980

¥3,370～¥8,940

¥4,070～¥23,400

¥5,840～¥25,000

小売参考価格※

※ピン・リング付きの価格です。

インパクトレンチ用
ロングソケット（薄肉）

インパクトレンチ用ソケット
（ディープ薄肉）

インパクトレンチ用ソケット
（セミディープ薄肉）

インパクトレンチ用ソケット
（標準）

インパクトレンチ用
ロングソケット（薄肉）

インパクトレンチ用ソケット
（ディープ薄肉）

インパクトレンチ用ソケット
（セミディープ薄肉）

インパクトレンチ用ソケット
（ディープ薄肉）

インパクトレンチ用ソケット
（標準）

インパクトレンチ用ソケット
（ディープ薄肉）

インパクトレンチ用ソケット
（標準）

sq. 形状

¥770

¥1,010

¥1,380

¥1,130～¥1,340

¥770～¥980

¥890～¥1,100

¥1,130～¥1,340

¥1,490

¥1,010～¥1,390

¥1,250～¥1,630

¥1,620

小売参考価格

7～22

6～22

10～19

8～32

8～36

10～32

12～22

17～46

19～46

21～70

22～70

3～6

3～6

3～6

3～12

3～12

3～12

3～12

3～8

5～17

5～17

5～8

サイズ（mm）

サイズ（mm）

※インチサイズもございます。

ロングヘキサゴン
ビットソケット

ヘキサゴンビットソケット

ショートヘキサゴン
ビットソケット

スタッビヘキサゴン
ビットソケット

ロングボールポイント
ヘキサゴンビットソケット

ロングヘキサゴン
ビットソケット

ヘキサゴンビットソケット

ロングボールポイント
ヘキサゴンビットソケット

ロングヘキサゴン
ビットソケット

ヘキサゴンビットソケット

ロングボールポイント
ヘキサゴンビットソケット

sq. 形状

AMBAC（アンバック）システムはKTCのイン
パクトレンチ用ソケット・アクセサリー類に採用
されているピン抜け防止機構です。

先端ビットは補修部品として設定しています。
ソケット側面の六角穴付き止めねじを緩めると
ビットが交換できます。

六角穴付き止めねじ
（交換用ビットに1コ付属）

六角穴付き
止めねじ

交換ビット

ビット交換方法

※ビット交換時には2mmまたは2.5mmのヘキサゴンレ
ンチが必要です。

¥1,940～¥4,330

¥2,570～¥4,210

¥2,700～¥4,430

¥2,430～¥3,620

¥3,080～¥5,490

¥6,730～¥11,000

小売参考価格

8～24

8～19

8～19

8～17

8～19

10～19

サイズ（mm）

※ラチェットめがねレンチ類は修理対象外品です。

ストレートタイプ

オフセットタイプ

セミショート首振りタイプ

ショートオフセットタイプ

ショート首振りタイプ

超ロングめがね首振りタイプ

形状（タイプ）

●ラチェットコンビネーションレンチ＆超ロングラチェットめがねレンチ

¥4,360～¥13,200

¥6,620～¥9,880

¥3,720～¥4,730

小売参考価格

6×7～22×24

8×10～17×19

8×9～14×17

サイズ（mm）

両頭型首振りタイプ

ショート両頭型首振りタイプ

板ラチェットめがねレンチ

形状（タイプ）

●ラチェットめがねレンチ

両頭型首振りタイプ

72
ギア

ストレートタイプ

72
ギア

オフセットタイプ

72
ギア

18
ギア

板ラチェットめがねレンチ

超ロングめがね首振りタイプ

72
ギア

六角

ムービーで
チェック！

ムービーで
チェック！

ムービーで
チェック！

作業の省力化、時短に
威力を発揮する
エアインパクトレンチや
電動インパクトレンチは、
アイテムセレクト
［ソリューション編］に掲載！


