
2012.12.150S（S）
No.63-13

KTCコーポレートサイト　http://ktc.co.jp/ http://ktc.jp/製品情報

オフタイム応援コミュニティ「となりのガレージ」

KTC公式Facebookページ　http://www.facebook.com/kyototool/

http://www.next-garage.jp/

トルク管理という「安全」をすべての人に。

¥79,800¥79,800
キャンペーン価格

小売参考価格
￥95,700

PSC1128No.

トルクレンチセットトルクレンチセットトルクレンチセット

B38ZM-21H

CMPB2004

JTAE424SPNo.JAP436KDCNo.

TBP410KDCNo. TBTP406KDCNo.TBP4M10KDCNo.

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
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インパクトレンチセットインパクトレンチセットインパクトレンチセット

JTAE424

JBE18030予備バッテリーが入る
専用樹脂ケース付

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！

¥26,800¥26,800
キャンペーン価格

小売参考価格
￥29,000

¥21,400¥21,400
キャンペーン価格

小売参考価格
￥26,840

GEK060-R3PNo. GEK135-R4PNo.36
ギア 36

ギア

¥33,800¥33,800
キャンペーン価格
小売参考価格￥36,000

専用樹脂ケース付

GEK060-R3

足回り作業を安全＆効率的に！自動車専用工具

¥41,800¥41,800
キャンペーン価格
小売参考価格￥47,000

トルク範囲
12～60N・ｍ

専用樹脂ケース付

GEK200-R4PNo.

専用樹脂ケース付

GEK135-R4

トルク範囲
40～200N・ｍ

トルク範囲
27～135N・ｍ

GEK200-R4

最大トルク500N・m

  インパクトレンチ用ソケットセット
（標準）
  インパクトレンチ用ソケットセット
（標準）
  インパクトレンチ用ソケットセット
（標準）

  インパクトレンチ用ソケットセット
（セミディープ薄肉）
  インパクトレンチ用ソケットセット
（セミディープ薄肉）
  インパクトレンチ用ソケットセット
（セミディープ薄肉）

インパクトレンチ用
ヘキサゴンレンチセット
インパクトレンチ用
ヘキサゴンレンチセット
インパクトレンチ用
ヘキサゴンレンチセット

BP4-10P,12P,13P,14P,17P,
      19P,21P,22P,24P,27P,
EHB410

BP4M-10TP,12TP,13TP,14TP,
 17TP,19TP,21TP,22TP,
 24TP,27TP
EHB410  

BTP4-06P,08P,10P,12P,
 14P,17P
EHB410  

¥40,900¥40,900
キャンペーン価格

小売参考価格
￥48,100

¥12,600¥12,600
キャンペーン価格

小売参考価格
￥14,030¥15,500¥15,500

キャンペーン価格

小売参考価格
￥17,270¥12,300¥12,300

キャンペーン価格

小売参考価格
￥13,690

コストパフォーマンスに優れた
アルミボディのスタンダードモデルが
さらにお買い得！

コストパフォーマンスに優れた
アルミボディのスタンダードモデルが
さらにお買い得！

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つ付き!

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つ付き!

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！

BP4M-19TP BP4M-21TP

トルク範囲
40～200N・ｍ

36
ギア

ピン抜け防止機構
AMBAC（アンバック）システムPAT.

お客様の安全に配慮したピン抜け防止機構 KTC独自のAMBACシステム採用。
インパクトレンチ使用時に起こる
ピンの飛び出しを確実に防止します。

AMBACシステム採用製品には
このマークがついています。

※AMBAC:Anti-disconnect Mechanism By Availing of Centrifugal force（遠心力利用脱落防止機構）

従来品
アンバック
AMBAC
システム

脱落防止用ピンの穴の片側を壁にし、ピンを短くすることで、回転時に発生
する遠心力を常に壁側に働かせ、ピンの飛び出しを防止します。（上図参照）

アンバック

AMBACシステム
ピンの重心が常に
壁側に寄せられます。

遠心力が壁側に働くので、
ピンが飛び出しません。

JAP436

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

PAT.　D.PAT.PAT.　D.PAT.

36
ギア

¥14,900 ¥14,900 
小売参考価格小売参考価格

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！

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）

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

十二角 十二角 十二角

TMSR1A05SPNo. TMSR2A05SPNo. TMSR1AF05SPNo. TMR1A03SPNo.

汎用工具

大人気のカラーケースを数量限定でご提供！

片開きメタルケース（オーシャンブルー）片開きメタルケース（オーシャンブルー）

¥3,180 ¥3,180 
小売参考価格小売参考価格

¥3,180 ¥3,180 
小売参考価格小売参考価格

¥3,180 ¥3,180 
小売参考価格小売参考価格

¥3,180 ¥3,180 
小売参考価格小売参考価格

片開きメタルケース（バイオレットスカイ）片開きメタルケース（バイオレットスカイ） 片開きメタルケース（グリーンリーフ）片開きメタルケース（グリーンリーフ） 片開きメタルケース（スプラッシュピンク）片開きメタルケース（スプラッシュピンク）
EKB-1BLNo. EKB-1VNo. EKB-1GNo. EKB-1PNo.

片開きメタルケース

W275×D150×H50 W275×D150×H50 W275×D150×H50 W275×D150×H50

各種メンテナンス＆配管作業に！

ヘキサゴンビットソケットセットヘキサゴンビットソケットセット

¥19,900 ¥19,900 
小売参考価格小売参考価格

ヘキサゴンビットソケットセットヘキサゴンビットソケットセット

KDC1311No. KDC1312No.

インダストリアルモデル

BR3E,BE3-075,BT3-04,05,06,08,10,2P,
EKB-1BL

BR4E,BE4-150,BT4-05,06,08,10,12,14,17,
EKB-2

インパクトレンチ用ソケットセット
（セミディープ薄肉）
インパクトレンチ用ソケットセット
（セミディープ薄肉）

¥9,680 ¥9,680 
キャンペーン価格

小売参考価格
￥10,850 ¥12,300 ¥12,300 

キャンペーン価格

小売参考価格
￥13,870 ¥39,700 ¥39,700 

キャンペーン価格

小売参考価格
￥44,130 

インパクトレンチ用ソケットセット
（ディープ薄肉）
インパクトレンチ用ソケットセット
（ディープ薄肉） フレキ管ツールセットフレキ管ツールセット チューブカッタセットチューブカッタセット

¥13,800 ¥13,800 
キャンペーン価格

小売参考価格
￥16,490 

KDC1314No. KDC1315No. KDC1313No. PSC1143No.

BP4M-13TP,14TP,17TP,19TP,
          21TP,24TP,
EHB410

BP4L-13TP,14TP,17TP,19TP,
        21TP,24TP,
EHB410 FV10

FV20

銅管用替刃付
PCRK-CM

PCRT-23

適用外径：6～23mm銅管用銅管用

今なら
オリジナル収納トレイ付き
今なら
オリジナル収納トレイ付き
限定カラーケースで新登場！！限定カラーケースで新登場！！

各種メンテナンスに最適！各種メンテナンスに最適！ 各種メンテナンスに最適！各種メンテナンスに最適！ ステンレス鋼フレキ管のつば出しと切断作業に！ステンレス鋼フレキ管のつば出しと切断作業に！ ラチェット機構の採用で
狭い場所での作業に便利！
ラチェット機構の採用で
狭い場所での作業に便利！

今なら
オリジナル収納トレイ付き
今なら
オリジナル収納トレイ付き
使用頻度の高い入組内容で新登場！！使用頻度の高い入組内容で新登場！！

専用ケース付
（FV10用）

数量
限定

数量
限定

ケース：No.EKB-1BL
カラー：オーシャンブルー
サイズ：W275×D150×H50

ケース：No.EKB-2
カラー：メタリックシルバー
サイズ：W455×D190×H60

8mmを除く 8mmを除く 8mmを除く 8mmを除く

in Winterin Winter

201320132013

キャンペーン期間キャンペーン期間キャンペーン期間 2013年1月7日～3月20日2013年1月7日～3月20日2013年1月7日～3月20日

納得の専用ツールがお買い得！  この機会にぜひ！納得の専用ツールがお買い得！  この機会にぜひ！



¥133,000¥133,000
キャンペーン価格
小売参考価格 ￥148,000

欲しかった自動車専用工具がキャンペーン価格でラインナップ自動車専用工具

便利なあのツールがお買い得！その他工具
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

大型車両の足回りにはこれ！自動車専用工具
能率UPで収益性UP！ 快適作業をサポート！!能率UPで収益性UP！ 快適作業をサポート！!

ホーシングナットレンチホーシングナットレンチ D.PAT.D.PAT.

AS351SPNo.
ホーシングナットレンチホーシングナットレンチ
AS352SPNo.

¥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 ¥36,800¥36,800

キャンペーン価格

小売参考価格
￥43,800

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

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

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

AS352 AS353
AS354

AS351

19.0sq. インパクトレンチ用ソケットセット19.0sq. インパクトレンチ用ソケットセット
KDC1301No.

25.4sq. インパクトレンチ用ソケットセット25.4sq. インパクトレンチ用ソケットセット
PSC1133 No.

¥11,500¥11,500
キャンペーン価格

小売参考価格 ￥12,840 ¥120,000¥120,000
キャンペーン価格小売参考価格

￥140,000

¥106,000¥106,000
キャンペーン価格小売参考価格

￥125,000

25.4sq. プレセット型トルクレンチ25.4sq. プレセット型トルクレンチ
CMPB8008SPNo.

25.4sq. 大型メガインパクトセット25.4sq. 大型メガインパクトセット
JAP885KDCNo.

¥132,000¥132,000
キャンペーン価格

小売参考価格 ￥155,460

ZTB311 ZTB311V

KZ3S-18 KZ4S-18

リカバリーセットリカバリーセット
KDC1307No.

エアブローガンセットエアブローガンセット
KDC1308No.

ピンチオフプライヤセットピンチオフプライヤセット
KDC1303No.

¥10,900 ¥10,900 
キャンペーン価格

¥8,240 ¥8,240 
キャンペーン価格

小売参考価格 ￥9,640 小売参考価格 ￥12,210 ¥9,640¥9,640
キャンペーン価格

スクレーパーセットスクレーパーセット
KDC1310No.

¥8,890 ¥8,890 
キャンペーン価格

小売参考価格 ￥10,720 小売参考価格 ￥10,890 

PSN-175

YKAG-090A×2本

YKAG-02×2個

19.0sq. プレセット型トルクレンチ19.0sq. プレセット型トルクレンチ
CMPB8006SPNo.

大型車両ホイールナットの
トルク管理に大活躍！
大型車両ホイールナットの
トルク管理に大活躍！

大型車両ホイールナットの
トルク管理に大活躍！
大型車両ホイールナットの
トルク管理に大活躍！

大型トラックの
タイヤ脱着も楽 ！々
大型トラックの
タイヤ脱着も楽 ！々

新ISO方式ホイール対応の33mmと
使用頻度の高いコンビソケットがお買い得！
新ISO方式ホイール対応の33mmと
使用頻度の高いコンビソケットがお買い得！

新ISO方式ホイール対応の
33mmとセットでお買得！！
新ISO方式ホイール対応の
33mmとセットでお買得！！

CMPB8006

BP8L-33TP

JAP885

CMPB8008

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.

フロントカバーフロントカバー D.PAT.D.PAT.

AYC-3SPNo.

¥9,800 ¥9,800 
キャンペーン価格

小売参考価格 ￥10,800 ¥8,680 ¥8,680 
キャンペーン価格
小売参考価格 ￥9,600

¥8,800¥8,800
キャンペーン価格

小売参考価格 ￥10,770

フロア＆シートカバーセットフロア＆シートカバーセット
KDC1306No.

AYC401

オイルフィルタレンチセットオイルフィルタレンチセット
KDC1302No.

¥30,600¥30,600
キャンペーン価格

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

オイル交換作業の
効率アップに！
オイル交換作業の
効率アップに！

¥149,000¥149,000

多機能型
タンク容量：80ℓ

キャンペーン価格
小売参考価格 ￥165,000 小売参考価格 ￥34,100

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

AVSA-6379

AVSA08A

プラグレンチセットプラグレンチセット
KDC1305No. KDC1309No.

¥14,200¥14,200
キャンペーン価格

プラグレンチセットプラグレンチセット
KDC1304No.

¥ 4,770¥ 4,770
キャンペーン価格
小売参考価格 ￥5,300

小売参考価格 ￥15,900 小売参考価格 ￥8,690 

¥6,800 ¥6,800 
キャンペーン価格

リムーバーセットリムーバーセット

オイルサービスステーションオイルサービスステーション
SKR81SPNo.

PSA57×2本

各種ホース類の
閉塞作業に！
各種ホース類の
閉塞作業に！

3種類の刃先で
様々な作業に
対応

3種類の刃先で
様々な作業に
対応

作業周辺を傷つけにくい
ラバーチップ付き
作業周辺を傷つけにくい
ラバーチップ付き

固く締まった
ねじに
威力を発揮！

固く締まった
ねじに
威力を発揮！

B3A-16SPB3A-14SP

直径：150mm

YKPT-RM

AYSC-20F

AYC403

KZ1-15
ステンレス
（刃幅15mm）

硬鋼刃
（刃幅18mm）

セラミック
（刃幅18mm）

トルク範囲
150～800N・ｍ

トルク範囲
150～800N・ｍ

測定範囲
DC/AC6～1000V

B3F-14SP

B3F-16SP

BP6L-33TP

¥12,100¥12,100
キャンペーン価格

小売参考価格 ￥14,210

BP8L-33TP ABP8-4121TP

新ISO方式ホイール対応の33mmと
使用頻度の高いコンビソケットがお買い得！
新ISO方式ホイール対応の33mmと
使用頻度の高いコンビソケットがお買い得！

ABP6-4121TP

GOD24BGOD80B

呼び寸法
64
66.5
72.5
79

79.5
94.5
99
100.5

●AVSA08A
適用サイズ

●AVSA-6379
 φ63～79（カートリッジ式）

近年増加している
14mmと16mm
サイズに対応する
便利な2本セット

近年増加している
14mmと16mm
サイズに対応する
便利な2本セット

肩まわりに干渉しないフレームワークと
高密度クッションで快適作業！
肩まわりに干渉しないフレームワークと
高密度クッションで快適作業！

軽自動車および普通車のコンパクトカー・ミニバンに対応！軽自動車および普通車のコンパクトカー・ミニバンに対応！ お客様の大切な車を
ヨゴレ・キズから守る！
お客様の大切な車を
ヨゴレ・キズから守る！
軽自動車から普通車の
ミニバンまで対応
軽自動車から普通車の
ミニバンまで対応

14mmと16mm
サイズの
2本セットが
狭く深い個所で
大活躍！

14mmと16mm
サイズの
2本セットが
狭く深い個所で
大活躍！

使用頻度の高い
2種類の
クリップに対応
内外装の
取外しに！

使用頻度の高い
2種類の
クリップに対応
内外装の
取外しに！

AP201-HF AP201-C

AP20-10

AP203-6A

適用最大ホース外径
φ41mm

AYC-3

ZGEV-750

様々なサイズや
形状に対応できる
アジャスタブル式と
確実な作業のカップ型

様々なサイズや
形状に対応できる
アジャスタブル式と
確実な作業のカップ型

SKR81
W850×D420×H900

カバーをかけても
フィルタ交換可能

（1BOX・トラック除く）

SD6

六角・八角の
締め緩めが
これ1つで
OK！！

六角・八角の
締め緩めが
これ1つで
OK！！

丸形状のホーシングナットに！
ピッチ調整式で幅広い車種に対応！
丸形状のホーシングナットに！
ピッチ調整式で幅広い車種に対応！

キズを
つけずに
簡単
抜き取り！

キズを
つけずに
簡単
抜き取り！

これ1つで
6・8・10穴
ホイールに対応！

これ1つで
6・8・10穴
ホイールに対応！

10mm 6mm

AP20-10 AP203-6A


