
汎用ツールラチェットスタッビドライバ

収納具ワイドローラーキャビネット＆収納具用アクセサリー

アクセサリワークマット

汎用ツールホースクリッププライヤ
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付属品 : トップマット×1, 引出しマット 大×1・中×6・小×5, 仕切板×5, カギ×2

■ワイドローラーキャビネット（7段12引出し）
No.SKX3812 ▼kg 103 1 小売参考価格 ￥258,000
本体サイズ

引出しサイズ（内寸）

W1045×D460×H975（キャスターH180含む）
ハンドル突出量　85　φ29
トップ部耐荷重　　　　　　　　　　   180kg
w945×d405×h95×1
w580×d405×h  75×5
w580×d405×h150×1
w300×d405×h  75×4
w300×d405×h225×1

（耐荷重 15kg）
（耐荷重 15kg）
（耐荷重 20kg）
（耐荷重 10kg）
（耐荷重 15kg）

ボールベアリング

スライドレール

■ラチェットスタッビドライバ
No.DBRS06 ▼g 150 6 小売参考価格 ¥2,990
本体
ビット

1コ
クロスNo.1×1, クロスNo.2×1, 
六角3mm×1, 六角4mm×1, 六角5mm×1, 六角6mm×1

幅９４5ｍｍの超ワイド引出しを装備。
長尺物・小物が一台のキャビネットで収納可能。

能率・効率が向上するストレージまわりのマグネットアイテム。

狭い作業個所での早回し作業に最適！

ツーウェイロックキャスター（軸回転と車輪回転を
ワンアクションで両方ロック）採用。

開閉がスムーズなボールベアリングスライドレー
ル採用。

最上段の引出しはトルクレンチ、スピンナハンドル等、長尺物も収納可能。

■マグネットハンドルホルダー
■マグネットボウル ■マグネットインパクト

　レンチホルダー

PAT.P.

No. 小売参考価格
￥2,520YKHD-A2
￥2,550YKHD-A3
￥2,580YKHD-A4

sq.
6.3
9.5

12.7

YKHD-A2

YKHD-A3 YKHD-A4

No. 小売参考価格
￥1,280
￥1,680

YKHD-03S
YKHD-03L

YKHD-03S

YKHD-03L

No. 小売参考価格
￥4,980YKHD-01

耐荷重 : 1kg耐荷重 : 900g（静止時に限る）

■マグネットスプレー缶
　ホルダー

■マグネットシート

No. 小売参考価格
￥4,580YKHD-02

No. 小売参考価格
￥1,000EHMG-1

耐荷重 : 4kg

耐荷重 : 5kg
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ギア

クロス ヘキサゴン

●先端ビット交換式のラチェットスタッビドライバです。
●自動車車内のグローブボックスやハンドル下、エンジンルームなど、高さも奥行も
　なくてスタンダードドライバが使用できない個所での作業に有効です。
●付属のビット5本はグリップエンドに収納可能です。
●締め・緩めのラチェット操作および、ラチェットの固定により通常のドライバとしても
　使用可能です。

特長

※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせください。 本体＋ビット
付属ビットはグリップエンドに
収納が可能。

握りやすくて力が入りやすい。

NEW 945mm

AE931よりグリップ、歯部ともコンパクト。先端を
35°角度をつけることで、パイプやステーを避け
て奥まで差し込み、作業が可能。

ホースクリップの締め付け圧が高まっている
現在の車両状況に対応。レバー比を最適化し、
先端がより大きく開き、使いやすい。

山形エッジを碁盤目状に配した
台形形状の歯部。AE932の歯
部は、よりコンパクトな設計（写
真はAE931）。

すべり止め加工を施したグリッ
プ。少しでも狭い所に手が差し
込めるよう、樹脂カバーはあえて
非装着。

●スプリング式ホースクリップの脱着作業。用途
●ホース外径φ10～47mm（ショートベントタイプはφ10～36mm）に使用される
　板バネ式ホースクリップ。

適用

●自動車の冷却系ホースを固定しているスプリング式ホースクリップの
　脱着作業専用工具です。
●歯は碁盤目状の山形エッジなので、くわえたホースクリップが滑らず外れにくく、
　狭い所や奥まった所でも使用できます。
●歯部は台形形状で、縦・横・斜めと、あらゆる方向で使用できます。

特長

AE931
スタンダードタイプ

AE932
ショートベントタイプ
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T
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W2
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AE931

AE932

35°

スタンダード ショートベント

・化学薬品や海水、水分等を付着したまま放置しないでください。
・シンナー等の溶剤を使用しないでください。
・可動部に過大な力を掛けないでください。

・面ファスナーを持って引っ張らないでください。
・火を近づけたり、火器の側で使用しないでください。
・足場のかわりに使用しないでください。

・直射日光のあたる場所や高温になる場所で保管しないでください。
・著しい変形等が見られる場合は使用しないでください。

注意

■メカニックマット＆ワークマット（ワイド・ミニ）

ワークマット ワイド

ワークマット ミニ

No. ▼g 小売参考価格

●軽くて落ち運びに便利。持ち手穴付き。
●クッション性に富み、長時間の作業でも体への負担が少ない。
●濡れた地面や、デコボコの地面での作業に便利。
●四隅をR形状とし、引っ掛かりや車両へのダメージを軽減。
●洗剤で洗えるので、清潔な作業環境を実現。
●薄くて車体下への潜りこみ作業が容易。（メカニックマット・ワークマット ワイド）
●折りたためるので、作業にあわせて高さ、広さを調整可能。（メカニックマット・ワークマット ワイド）
●滑りにくく、トルクレンチ等を使用する作業に最適。（メカニックマット・ワークマット ワイド）
●コンパクトで持ち運びに便利。（ワークマット ミニ）

特長

L W H

L
H

AYM-1, AYM-2 AYM-3 W

AYM-2 ￥8,60019801210 570 30
￥1,9801130190 450 30

AYM-3 （ブラック×イエロー）

AYM-2 （ブラック×ブルー）

メカニックマット
AYM-1 （ブラック×レッド）

面ファスナー付で、折りたたんだ状態で
持ち運び・収納が可能。

狭く奥まった所でも
使いやすく！

パイプ等を避けて
さらに奥まで！

選べる3タイプ！
アイデア次第で使い方自由自在！

屋外での出張整備に。

L
H

W
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各アイテムの使用状態。
（使用ローラーキャビネット：SKX3814）

NEW

39.3

38

87.8
112

wd

hH

DW 85

29

AYM-1 ￥5,72018101210 420 30

AYM-3

■ホースクリッププライヤ（スタンダード・ショートベントタイプ）
No. ▼g 小売参考価格
AE931 ￥4,98020

L ℓ
210

W1 W2

48
B1T B2

25
AE932 ￥4,68020

310
225163

適用ホース外径
φ10～47
φ10～36

34.5
25 45

12
12 25

9
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低くて狭い場所の整備に。

NEW ITEM DIGEST 09-10
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