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ケース
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.エクステンションバー
9.5sq.クイックスピンナ
9.5sq.ラチェットハンドル
9.5sq.スピンナハンドル
9.5sq.ユニバーサルジョイント

めがねレンチ（45X6°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

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

板ラチェット差替えドライバセット

EKR-103
B3-08,10,12,13,14,17,19,21,22
B3L-08,10,12,14
BT3-05S,06S,08S,10S
BE3-050,075,150
BE3-Q
BR3E
BS3E
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
PJ-200
PN1-150
PSL-150
HL259SP（1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10）
TMDB8
　クロスビット： №2（22･30mm）
　 №3（25mm)
　六角ビット： 4･5･6mm

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（45X6°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
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
コンビハンマ
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
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
PJ-200
PN1-150
PSL-150
HL259SP（1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10）
UD6-10
WM-250
SPD-175C
WPD1-250
KAG-300

総合カタログ
No.37付
総合カタログ
No.37付

多彩なアイテムをキャンペーン価格でご提供！多彩なアイテムをキャンペーン価格でご提供！

小売参考価格 ￥115,000
キャンペーン価格

20.8kg 個性際立つ革新の
フォルムに充実の
入組内容を厳選

個性際立つ
次世代
スタンダード
ケース

№SK35010W　　使用ケース：EK-1 №SK44210WM　　使用ケース：EK-1

キャンペーン価格
小売参考価格 ￥89,700

№SK36411Ｅ　　使用ケース：EKR-103

本　　　体 W430×D225×H225
キャリングトレイ w390×d100×h45×2

サ
イ
ズ

材
質
本　　　体 スチール
ハンドル部 アルミダイキャスト

重
量6kg

機能もデザインも
洗練の両開き
メタルケース

本　　体 W510×D275×H325
トップ部 w445×d225×h75
引 出 し w420×d215×h45×2
 w420×d215×h75×1

サ
イ
ズ

材
質
本　　　体 スチール
ハンドル部 アルミダイキャスト 重

量13kg

シルバー×レッド
ケース品番：EKR-103

¥69,800¥69,800¥69,800¥69,800

メタリックシルバー
ケース品番：EK-1

整備に欠かせない
キャリングセット！
基本工具を
一通りそろえた
12.7sq.セットモデル！

¥89,800¥89,800¥89,800¥89,800
12.3kg 17.4kg

ケース
9.5sq.ソケット（六角）
9.5sq.エクステンションバー
9.5sq.クイックスピンナ
9.5sq.ラチェットハンドル
めがねレンチ（45X6°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
樹脂柄スタッビドライバ
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

板ラチェット差替えドライバセット

コンビハンマ
モンキレンチ

EK-1
B3-08,10,12,13,14,17,19
BE3-075,150
BE3-Q
BR3E
M5-0810,1012,1214,1417,1719,2224
S2-0810,1012,1113,1214,1417
D1M2-5,6
D1P2-1,2,3
マイナス：D1MS-6　　クロス：D1PS-2
PJ-200
PN1-150
PSL-150
HL259SP（1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10）
TMDB8
　クロスビット： №2（22･30mm）
 №3（25mm)
　六角ビット： 4･5･6mm
UD7-10
WM-250

キャンペーン価格
小売参考価格 ￥86,900

しっかりボディ＆
たっぷり収納の
両開きケースに
実用性に優れた
ツールをセレクト！

¥69,800¥69,800¥69,800¥69,800

総合カタログ
No.37付
総合カタログ
No.37付

¥79,800¥79,800
キャンペーン価格小売参考価格

￥95,700

¥49,800¥49,800
キャンペーン価格小売参考価格

￥59,460

ホーシングナットレンチホーシングナットレンチ
AS351SPNo.

ホーシングナットレンチホーシングナットレンチ
AS352SPNo.

ドライブシャフト用工具セットドライブシャフト用工具セット
KDC1209No.

ホイールナット専用 コードレスインパクトレンチセットホイールナット専用 コードレスインパクトレンチセット
JTAE424SPNo.

ハブプラーセットハブプラーセット
KDC1210No.

大容量リチウムイオンバッテリーで
ハイパワー&稼働時間アップ
予備バッテリー1つ付 !

大容量リチウムイオンバッテリーで
ハイパワー&稼働時間アップ
予備バッテリー1つ付 !

¥49,800¥49,800
キャンペーン価格小売参考価格

￥60,300

¥8,800¥8,800
キャンペーン価格小売参考価格

￥10,300

トルクレンチセットトルクレンチセット
PSC1128No.

¥36,800¥36,800
キャンペーン価格小売参考価格

￥43,800

ブレーキツールセット（ドラムブレーキ用）ブレーキツールセット（ドラムブレーキ用）
ATBX12SPNo.

ブレーキツールセット（ディスクブレーキ用）ブレーキツールセット（ディスクブレーキ用）
ATBX6SPNo.

大型車用リアハブプラー大型車用リアハブプラー
AS353SPNo.

大型車用フロントハブプラー大型車用フロントハブプラー
AS354SPNo.

¥62,800¥62,800
キャンペーン価格小売参考価格

￥74,100

¥24,800¥24,800
キャンペーン価格小売参考価格

￥29,800

JTAE424

JBE18030
予備バッテリーが入る
専用樹脂ケース付

¥47,800¥47,800
キャンペーン価格小売参考価格

￥57,000

AS30AUD4

専用
樹脂トレイ付

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

絶縁工具セット絶縁工具セット
ZTB311SPANo.

絶縁工具セット絶縁工具セット
ZTB311VSPANo.

ボルテージテスターボルテージテスター
ZGEV-750SPNo.

¥53,800¥53,800
キャンペーン価格

作業前の0V確認が
できるボルテージ
テスターを追加

作業前の0V確認が
できるボルテージ
テスターを追加

ゼロゼロHV車の整備に
必要な工具だけを
厳選したセット

HV車の整備に
必要な工具だけを
厳選したセット

¥78,900¥78,900
キャンペーン価格
小売参考価格 ￥87,700小売参考価格 ￥59,800

¥25,100¥25,100
キャンペーン価格

絶縁ドライバセット絶縁ドライバセット
PSC1109No.

¥5,700¥5,700
キャンペーン価格

小売参考価格 ￥27,900 小売参考価格 ￥6,740

作業者の安全確保と、機器の破損を防ぐ絶縁工具シリーズ！絶縁工具

ワゴンワゴン
SKX2613SPNo.

ワゴンワゴン
SKX2613BKSPNo.

薄型収納メタルケース（パンチング仕様）薄型収納メタルケース（パンチング仕様）
EKS-101SPNo.

¥29,800¥29,800
キャンペーン価格

¥29,800¥29,800
キャンペーン価格

¥34,800¥34,800
キャンペーン価格

薄型収納メタルケース（影絵ボード仕様）薄型収納メタルケース（影絵ボード仕様）
EKS-103SPNo.

¥34,800¥34,800
キャンペーン価格

ツールステーションツールステーション
SKR402AFSCNo.

ツールステーションツールステーション
SKR502AFSCNo.

ツールステーションツールステーション
SKR703AFSCNo.

¥70,600¥70,600
キャンペーン価格

¥60,600¥60,600
キャンペーン価格
小売参考価格 ￥67,300小売参考価格 ￥77,500

¥99,600¥99,600
キャンペーン価格
小売参考価格 ￥110,000

かさばる物から小物までしっかり収納！多くのツールが収められるこの収納力！収納具類

EKS-101
シャッターオープン時

（パンチングボード仕様）
シャッターオープン時
（影絵付き仕様） 収納例

（※工具は別売です）
配置例

（※工具は別売です）

EKS-103

本体サイズ：
W715×D410×H880
付属品：トップマット×1、
引出しマット×1、トレイマット×2

小売参考価格￥33,300 小売参考価格￥39,800 小売参考価格￥39,800

HV、EV車の
整備には
必須！

HV、EV車の
整備には
必須！

端子間が狭い場所での
短絡を防止するショート
防止キャップ付き

測定範囲
DC/AC6～1000V

最大トルク500N・m

4穴・5穴用

丸ナット用六角・八角
ナット用

¥21,800¥21,800
キャンペーン価格小売参考価格

￥25,900
専用

樹脂トレイ付

ZGEV-750

3段1引出し 3段1引出し

2段可動トレイコンパクトタイプ 2段固定トレイタイプ
本体サイズ： W670×D420×H900
付　属　品： トップマット×1、仕切板×8
 ダイヤル錠×1

本体サイズ： W670×D420×H900
付　属　品： トップマット×1、仕切板×8

本体サイズ： W670×D420×H770
付　属　品： トップマット×1、仕切板×8

シャッター付き3段可動トレイタイプ

お客様組立品

本体サイズ：
W715×D410×H880
付属品：トップマット×1、
引出しマット×1、トレイマット×2

本体サイズ：
W600×D145×H600
付属品：各種フック付き

シャッター付き
本体サイズ：
W600×D145×H600

シャッター付き

お客様組立品

SKX2613 SKX2613BK

自動車専用工具 足回り・ブレーキにはこのツール！

B38ZM-21H

各車種に合わせた
トルク設定で
安全管理を徹底！

各車種に合わせた
トルク設定で
安全管理を徹底！

トルク範囲
40～200N・ｍ

AS404

AUD3

AS352 AS353 AS354

ATBX12 ATBX6

ATS3082 ATUD307

AS351

ZTB311 ZTB311V

SKR402A SKR502A SKR703A

ワイドボディ車
エアロパーツ装着車に対応した
セミロングソケット採用 ¥40,900¥40,900

キャンペーン価格小売参考価格
￥48,100CMPB2004

64
点

50
点

42
点

プライスフェア
20122012お買い得



ヘキサゴンレンチセットヘキサゴンレンチセット
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.クイックスピンナ
12.7sq.ラチェットハンドル
12.7sq.スピンナハンドル
12.7sq.ユニバーサルジョイント
めがねレンチ（45X6°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

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

板ラチェット差替えドライバセット

■SKX0213／■SKX0213BK
B4-10,12
B4-13W,14W,17W,19W,21W,22W,24W,27W
BE4-075,150
BE4-Q
BR4E
BS4E
BJ4
M5-0810,1012,1214,1417,1719,2224
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
PJ-200
PN1-150
PSL-150
HL259SP（1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10）
TMDB8
   クロスビット： №2（22･30mm）
 №3（25mm)
   六角ビット： 4･5･6mm

¥5,800¥5,800 ¥21,600¥21,600 ¥25,800¥25,800
キャンペーン価格 キャンペーン価格 キャンペーン価格

トルク範囲
17～85N・ｍ
（適応二面幅
   10～36mm）

№SK35311X 使用ケース：SKX0213

№SK35311XBK 使用ケース：SKX0213BK

¥7,980¥7,980
キャンペーン価格

小売参考価格
￥9,620

¥9,800¥9,800
キャンペーン価格

小売参考価格
￥11,580

¥5,980¥5,980
キャンペーン価格

小売参考価格
￥7,140

¥11,300¥11,300
キャンペーン価格

小売参考価格
￥13,300

¥9,800¥9,800
キャンペーン価格

小売参考価格
￥10,780

¥6,980¥6,980
キャンペーン価格

小売参考価格
￥8,430

バイスグリップセットバイスグリップセット
KDC1203No.

エアブローガンセットエアブローガンセット
KDC1207No.

AVSA12ASPNo.

ピンチオフプライヤセットピンチオフプライヤセット
PSC1123No.

ホースクリップツールセットホースクリップツールセット
KDC1211No.

ベルトテンショナーセットベルトテンショナーセット
PSC1121 No.

クランクプーリーツールセットクランクプーリーツールセット
ATE7CSPNo.

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.

オイルドレ－ナー「受けるくん」オイルドレ－ナー「受けるくん」
GOD80ASPNo.

PSC1106No.

バイスグリップセットバイスグリップセット
KDC1204No.

スクレーパーセットスクレーパーセット
KDC1208No.

9.5sq.ツイストソケット9.5sq.ツイストソケット

KDC1205No.

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.

KDC1202No.

9.5sq.ソケットレンチセット9.5sq.ソケットレンチセット

12.7sq.ソケットレンチセット12.7sq.ソケットレンチセット

KDC1201No.

ラチェットめがね用ソケットセットラチェットめがね用ソケットセット

TBT410HSPNo.

狭小箇所での
作業なら
おまかせ！

狭小箇所での
作業なら
おまかせ！

ラチェットドライバ＋メガネラチェットセットラチェットドライバ＋メガネラチェットセット
PSC1111 No.

M160- 8X10,
 12X14,
 17X19,
 22X24

PJ-200

7CR×2本

¥6,680¥6,680
キャンペーン価格

小売参考価格
￥8,520

10CR×2本

¥8,800¥8,800
キャンペーン価格

小売参考価格
￥10,770

YKPT-RM

GOD80A GOD24B

AVSA12A

ATE7C

GOD80B

¥8,380¥8,380
キャンペーン価格

小売参考価格
￥9,820

YKAG-330A

YKAG-090A

¥10,800¥10,800
キャンペーン価格

小売参考価格
￥13,540

KZ4-12

KZ1-10

KZ1S-15

KZ1-15 KZ1L-15

上抜き・下抜き対応モデル上抜き・下抜き対応モデル 車検整備とも併用できる
下抜き専用モデル!
車検整備とも併用できる
下抜き専用モデル!

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

¥149,000¥149,000

多機能型
タンク容量：80ℓ

標準型
タンク容量：80ℓ

持ち運び型
タンク容量：24ℓ

¥96,300¥96,300

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 ¥29,800¥29,800小売参考価格 
￥36,400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）

話題のデジラチェを
このプライスで！
話題のデジラチェを
このプライスで！

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

¥6,500¥6,500

ATE175

AE107-260

国産車対応セット国産車対応セット

各種ホース類の
閉塞作業に！
各種ホース類の
閉塞作業に！近年増加している

14mmサイズの
プラグに対応！

近年増加している
14mmサイズの
プラグに対応！

オートテンショナー
採用車の交換作業に!
オートテンショナー
採用車の交換作業に!

スプリング式ホースの
クリップ脱着の作業に！
スプリング式ホースの
クリップ脱着の作業に！

サービスタップ付き
プーリーの引抜き作業に！
サービスタップ付き
プーリーの引抜き作業に！

¥8,500¥8,500

72
ギア

十二角

AE108
AE921PSA34×2本

適用最大ホース
外径φ19mm

十二角

72
ギア

¥11,800¥11,800
キャンペーン価格

小売参考価格
￥14,280¥11,100¥11,100

キャンペーン価格

小売参考価格
￥13,100

14mm 13mm12mm10mm 8mm

樹脂ケース付
TBZ1407

9.5sq.

DBR16

BT4- 05,06,07,08,
 09,10,12,14,17
BT4-2P,EHB410  

¥26,800¥26,800
キャンペーン価格

小売参考価格
￥29,000

GEK060-R3PNo. GEK085-R3PNo. GEK085-W36PNo.36
ギア

36
ギア

¥27,600¥27,600
キャンペーン価格
小売参考価格￥30,000

¥32,200¥32,200
キャンペーン価格
小売参考価格￥35,000

モンキタイプモンキタイプ

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

MSR1A- 08,10,12,
 13,14

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

MR1A-0810F
            1214F,1719F

十二角

¥9,780¥9,780
キャンペーン価格

小売参考価格
￥10,800 ¥13,480¥13,480

キャンペーン価格

小売参考価格
￥14,980 ¥13,980¥13,980

キャンペーン価格

小売参考価格
￥15,750

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
（両頭型首振りタイプ）
ラチェットめがねレンチ
（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

十二角 十二角 十二角

№SK45510X 使用ケース：SKX0213

№SK45510XBK 使用ケース：SKX0213BK

キャンペーン価格
小売参考価格 ￥92,500

¥69,800¥69,800¥69,800¥69,800

ケース
9.5sq.ソケット（六角）
9.5sq.ディープソケット（六角）
9.5sq.エクステンションバー
9.5sq.クイックスピンナ
9.5sq.ラチェットハンドル
めがねレンチ（45X6°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

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

板ラチェット差替えドライバセット

■SKX0213／■SKX0213BK
B3-08,10,12,13,14,17,19
B3L-10,12,14
BE3-050,075,150
BE3-Q
BR3E
M5-0810,1012,1214,1417,1719,2224
MS2-08,10,12,13,14,17
D1M2-5,6
D1P2-1,2,3
マイナス：D1MS-6
クロス：D1PS-2
PJ-200
PN1-150
PSL-150
HL259SP（1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10）
TMDB8
   クロスビット： №2（22･30mm）
 №3（25mm)
   六角ビット： 4･5･6mm

超ロングめがねレンチセット超ロングめがねレンチセット

はさみセットはさみセット

PSC1103No.TBT306HSPNo.

¥4,980¥4,980
キャンペーン価格

小売参考価格
￥6,280

十二角

B3-08,10,12,13,14

BR3E

BR4E

EHB405

EHB305

B4-17,19,21,22,24

ソリッドレッド
ケース品番　SKX0213

ソリッドブラック
ケース品番　SKX0213BK

本　　　体 W520×D215×H300
ト ップ 部 w500×d200×h60
引　出　し w455×d190×h45×3

サ
イ
ズ

材
質スチール
重
量11kg

ツールケースのカラーは2種類ツールケースのカラーは2種類

BT3-04,05,06,08,10
BT3-2P,EHB306

ヘキサゴンレンチセットヘキサゴンレンチセット

ツイスト形状で
ボルト・ナットに
かみ込む！

ツイスト形状で
ボルト・ナットに
かみ込む！

PSC1107No.

角の丸くなったボルト

回転方向
（右ねじ緩め専用）

¥14,800¥14,800
キャンペーン価格

小売参考価格
￥17,040

ツイスト
B3TW-10,
11,12,
13,14

EHB305

プラグレンチセットプラグレンチセット
KDC1212No.

B3A-14SP

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〕

小売参考価格
￥7,680

小売参考価格
￥10,050

小売参考価格
￥6,440

小売参考価格
￥25,440

小売参考価格
￥30,800

キャンペーン価格 キャンペーン価格 キャンペーン価格 キャンペーン価格
小売参考価格 ￥165,000 小売参考価格 ￥107,000 小売参考価格 ￥76,800

キャンペーン価格キャンペーン価格

総合カタログ
No.37付
総合カタログ
No.37付

専用樹脂ケース付専用樹脂ケース付

専用樹脂ケース付

TMSR1A05SPNo. TMSR2A05SPNo. TMSR1AF05SPNo. TMR1A03SPNo.

SKX0213 Series

正統派スタイルのチェストに
基本をおさえたツールをセレクト

55
点

53
点

キャンペーン価格
小売参考価格 ￥104,000

¥86,000¥86,000¥86,000¥86,000

大型車・重機・農機のメンテに最適な
厳選の入組が超特価で！

総合カタログ
No.37付
総合カタログ
No.37付

SK45510XBK

SK35311X

GEK060-R3

GEK085-R3 GEK085-W36

PN1-150
PSL-150

MR1A-1012F

DBR14

AYSC-20F

BE3-Q

B3F-14SP

ソケット5コ組

ソケット5コ組

六角 マグネット付

能率UPで収益性UP！ 快適作業をフルサポート！!
汎用工具

工具セットにプラス１。話題のデジラチェを、この機会に是非！

汎用工具 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！

欲しかった自動車専用工具がキャンペーン価格で多数ラインナップ！

使用頻度の高い汎用ツールをお買得価格でご提供！ 手に入れるなら今がチャンス！

自動車専用工具

17.4kg

15.6kg

トルク範囲
17～85N・ｍ

トルク範囲
12～60N・ｍ


