
省力化

オイル交換作業を楽々、キレイに効率UP!

作業の安全と効率化を実現するKTCのラインナップ
オイル交換

作業者の安全確保と、機器の破損を防ぐ。絶縁工具

便利に使えるアイテムで自動車整備作業をより快適に!アクセサリー

16mm、18mmのボルト・ナットに対応!日産車対応

落下防止
ネット

廃油受け皿
（12リットル）

440

220

＜廃油受け皿の構造＞
タンク
80ℓ
普通車12～15台分

の廃油量

タンク
24ℓ
普通車3～4台分の

廃油量

※有効容量20ℓ

タンク
80ℓ
普通車12～15台分

の廃油量

作業状態（上抜き）

作業状態

使用例※取り外し専用

作業状態（下抜き）

上抜き下抜き両方に対応した
お買い得モデル。

No.GOD80E 小売参考価格　￥107,000
■オイルドレーナー［標準型］

低くて狭い作業現場で大活躍！
No.AYM-1 小売参考価格　￥5,720
■メカニックマット

肩まわりに干渉しない
フレームワーク。

No.AYSC-20F 小売参考価格　￥9,000
■サービスクリーパー フラットタイプ

明るくワイドな光で目にやさしい！
No.AL806 小売参考価格　￥19,800
■LEDライト　D.PAT.

吊り下げでの使用に便利な
ショートコードタイプ。

No.AL806S 小売参考価格　￥19,000
■LEDライト（ショートコードタイプ）　D.PAT.

No.M160-16X18 小売参考価格　￥3,270
■超ロングストレートめがねレンチ

強力マグネットで安定した保持が可能。
No.AL806-MG 小売参考価格　￥2,460
■LEDライト用フレキシブルマグネットホルダー

軽自動車・普通車のコンパクトカー・ミニバンまでフィット。
No.AYC-3 小売参考価格　￥9,600
■フロントカバー　D.PAT.

持ち運び可能な上抜き専用タイプ。
No.GOD24B 小売参考価格　￥76,800
■小型オイルドレーナー「持てるくん」

上抜き下抜き両方に対応
エア加圧式で廃油排出もラクラク!

No.GOD80B 小売参考価格　￥165,000
■オイルドレーナー「見えるくん」

アルミ製・樹脂製ろ紙交換タイプオイルフィルタキャップの
噛み込み＆すべりを防ぐ。

国産車オイルフィルタの大半をカバー。
No.AVSA-R64A 小売参考価格　￥7,140

No.AVSA-R64B 小売参考価格　￥7,860

■ろ紙交換用オイルフィルタレンチ
No.AVSA12A 小売参考価格　￥36,400
■カップ型オイルフィルタレンチセット[12コ組]

No.AE502 小売参考価格 ￥8,780
■チェーン型オイルフィルタレンチ

No.AVSA-6379 小売参考価格 ￥7,700
■アジャスタブルオイルフィルタレンチ ［内側］

［内側］

No.AVSA-R64B　主な適用／マークX,クラウン,ハイエース他

No.AVSA-R64A　主な適用／プリウス,VOXY,ヴィッツ他

AVSA-063, 064, 067, 073, 074, 079, 080, 　
　　　089, 092, 095, 099, 101のセット。
メタルケース（W390×D245×H75）付きです。

適用径 φ89～142 適用径 φ63～79

ITEM
SELECT2015

［ 自動車編 ］
作業前の0V（ゼロボルト）
確認ができる
ボルテージテスター付き！

No.ZTB311VA 小売参考価格　￥91,800
■絶縁工具セットB［12点組］

HV・EV車の整備に最適！
No.ZTB311A 小売参考価格　￥59,800
■絶縁工具セットA［11点組］

No.ZGEV-1000 小売参考価格 ￥32,000
■ボルテージテスター

8W 
LED

8W 
LED

AL806
AL806S
専用

420
195

180

1210
mm

420mm
使用例

収納時のサイズ ※ワンボックス・トラック除く

使用例 使用例

使用例

使用例

測定範囲
3～1000V AC
4～1400V DC

280

860

330

コンパクトで
出張整備に
便利です。

測定レンジの切替不要！

大きなトルクがかけやすく、
狭く奥まった個所での作業が容易。

安全性の高い二層絶縁被膜

ムービーで
チェック！

〒613-0034　京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地
お客様窓口 ☎ 0774（46）4159　　E-mail :support@kyototool.co.jp

KTC製品情報（スマートフォンからも閲覧可能）

KTCファンクラブ http://fc.ktc.jp/

KTCオフィシャルショップ http://ktcos.jp/

KTC公式Facebookページ https://www.facebook.com/kyototool※電話での受付時間は午前9：00～12：00、午後1：00～5：00まで（土・日・祝日および弊社休業日を除く）

●KTC、　　　 ロゴ、ネプロスおよび　　　　　 ロゴは京都機械工具株式会社の登録商標です。
●製品の寸法公差により、サイズは実際の製品とは異なる場合があります。
●仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

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。
No.66-05　2015.6.100S（SS）

http://ktc.jp/

省力化

30
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持ち手付

※本体のみ

防滴
タイプ

※本体のみ
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表4　［アイテムセレクト B4］ 表1　［アイテムセレクト B4］



エアを混入せず、すばやく冷却水を注入。LLC交換

狭いエンジンルームでも使いやすくて、作業もラクラク。ベルト交換

ブレーキ液交換作業を一人で短時間、確実に。ブレーキ液交換

電装系配線修理作業の効率を向上。配線修理

樹脂部品などの取り外し作業を効率的に。内装・外装部品取り外し

使用例

使用例

使用例（クローA） 使用例（クローB） 使用例（クローC） 使用例

使用例

プリウスのインバーター用（電気モーター）冷却系で
頻発するエア噛みを防げます。

No.AE401 小売参考価格　￥74,200
■クーラントチャージャー

ホースクリップの脱着作業を快適に！
No.AE92 小売参考価格　￥3,920
■ホースクリッププライヤ

各種ホースの閉栓作業に便利。
No.PSA34 小売参考価格　￥3,840
■ピンチオフプライヤ

No.PSA57 小売参考価格　￥5,360

3種のクローで小さい・薄い・凹んだロックを解除！
No.AD101 小売参考価格　￥9,800
■コネクタハウジングプライヤ　D.PAT.

ショートタイプだから狭い場所で威力を発揮！
No.AP208A／No. AP208B 小売参考価格 各　￥6,350
■クリップクランププライヤ35°・80°タイヤハウス用ショートタイプ

ワイヤーカット・ワイヤーストリップ・端子かしめに
対応。

No.AD102A 小売参考価格　￥4,980
■電工ペンチ（自動車細線用）　D.PAT.

ロックピン引抜きに威力を発揮！
No.ATP2022 小売参考価格　￥12,700
■クリップクランププライヤ35°・80°セット（ロックピン引抜きタイプ）　PAT. D.PAT.

作業しづらいリアガーニッシュのトリムクリップの取り外しに最適！
No.AP207 小売参考価格　￥7,200
■リアガーニッシュ用トリムクリッププライヤ　D.PAT.

カーナビ、カーオーディオの脱着作業に最適。
No.ATD6013 小売参考価格　￥7,800
■伸縮式ドライバセット

ピンが割れにくくスムーズにロックを解除！
No.ATP2022A 小売参考価格　￥12,700
■クリップクランププライヤ20°・80°セット３爪タイプ（3つ溝タイプロックピン引抜き用）　D.PAT.

小さなすき間にも差込みやすく、
スライドしやすい先端爪形状。

日産のドア取り付けボルトに
対応する口径13mm。

No.AP206 小売参考価格　￥3,980
■ドアベルトモールリムーバー

No.ABX70 小売参考価格　￥114,000
■ブレーキブリーダー

回生ブレーキ（プリウスなど）のフルード交換も
診断機なしでOK！

ブリーダープラグの締緩作業に便利。
No.ABX7-0811 小売参考価格　￥2,850
■ブリーダープラグ用めがねレンチ

ブレーキエア抜き作業の必需品！
No.ATBX04 小売参考価格　￥9,260
■ブリーダーレンチセット

オートテンショナー式ドライブベルト交換に
最適！

No.ATE175 小売参考価格　￥17,200
■ベルトテンショナーレンチセット

フィラポートの内径が大きな車種に。
No.AE401-CPL 小売参考価格　￥3,500
■コーンプラグ L サイズアダプタ

エンジンルームの下部からアクセス！
No.AE107-260 小売参考価格　￥5,400
■ベルトテンショナーレンチ（オフセットタイプ）

軽自動車のベルト交換作業に最適！
No.ATE109 小売参考価格　￥11,000
■ベルトレンチセット

No.PNC-125 小売参考価格 ￥3,700
■バンドホールドニッパ

No.AD701 小売参考価格 ￥3,000
■ヘッドライト光軸調整用伸縮ドライバ

No.DMZ-13 小売参考価格 ￥4,190
■ドアヒンジレンチ

No.B3A-14SPW 小売参考価格 ￥2,650
■9.5sq.プラグレンチ（十二角）

No.B3A-14SP 小売参考価格 ￥2,650
■9.5sq.プラグレンチ（六角）

適用［ワイヤーストリップ］：
0.3, 0.5, 0.75f, 0.85, 1.25sq
（JASO日本自動車技術会規格）

適用［端子かしめ］：
オープンバレル端子
025, 040, 090型

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！

適用ホース最大径 ： 
外径φ19

No.AP202A
（35°タイプ）

適用クリップ

適用クリップ

適用ホース最大径 ： 
外径φ41

19mm 17mm 14mm 9.5sq.
ドライブ

オフセット形状なので、
周りの障害物を回避できます。

72
ギア

72
ギア

超ロン
グタイ

プ 510
mm

振り角度、自由自在

90°90°
本締めOK

作業個所
作
業
個
所

ダンパー式
オートテンショナー

オートテンショナー

No.ABX7-T1

No.ABX7-S1

No.ABX7-08

No.ABX7-10

▲No.AE107-500（別売）との
　組み合せ

ナンバープレートのみ
取り外して作業できるので、
時間短縮に効果的です。

コーンプラグ
（標準サイズ）

コーンプラグ
Lサイズアダプタ
フィラポート

使
　
用
　
方
　
法

六角

六角 クロス

クロス

使用例（80°タイプ）使用例（35°タイプ）

No.AP202C
(20°タイプ）

No.AP202D
(80°タイプ）

No.AD601-P2
クロスNo.2

No.AD601-08
8mm（口径：六角）

No.AD601-10
10mm（口径：六角） 伸長時：軸長290ｍｍ

通常時：軸長230ｍｍ

ヴェルファイア,アルファード［2008年5月以降］、
エスティマ［2006年1月以降］などの
8×11mmのブリーダープラグの締緩作業用

ワゴンR［2008年9月以降］、
ムーヴ［2008年12月以降］、
タント［2007年12月以降］などに

主な適用：
BMW MINI
BMW 1シリーズ
BMW 3シリーズ

トヨタの2.4ℓ（2AZ）搭載車
ヴェルファイア、
アルファード［2008年5月以降］、
マークXジオなどに

使用例

大きな廃液タンクと必要なツールのセットで
作業効率が向上。

ハウジングクローA
装着時

ハウジングクローB ハウジングクローC

No.AP202B
(80°タイプ）

No.ABX70

クランプD1

アタッチメントA1

アタッチメントA2

アタッチメントB1

アタッチメントB2

クランプE1

時 短

省人化

自動車
細線用

輸入車対応！

結束バンドをキレイに切って
離さない。

適用クリップ

No.AP208A
（35°タイプ）

No.AP208B
（80°タイプ）

中面左　［アイテムセレクト B4］ 中面右　［アイテムセレクト B4］
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狭いエンジンルームでも使いやすくて、作業もラクラク。ベルト交換
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アタッチメントA2

アタッチメントB1

アタッチメントB2

クランプE1

時 短

省人化

自動車
細線用

輸入車対応！

結束バンドをキレイに切って
離さない。

適用クリップ

No.AP208A
（35°タイプ）

No.AP208B
（80°タイプ）

中面左　［アイテムセレクト B4］ 中面右　［アイテムセレクト B4］



省力化

オイル交換作業を楽々、キレイに効率UP!

作業の安全と効率化を実現するKTCのラインナップ
オイル交換

作業者の安全確保と、機器の破損を防ぐ。絶縁工具

便利に使えるアイテムで自動車整備作業をより快適に!アクセサリー

16mm、18mmのボルト・ナットに対応!日産車対応

落下防止
ネット

廃油受け皿
（12リットル）

440

220

＜廃油受け皿の構造＞
タンク
80ℓ
普通車12～15台分

の廃油量

タンク
24ℓ
普通車3～4台分の

廃油量

※有効容量20ℓ

タンク
80ℓ
普通車12～15台分

の廃油量

作業状態（上抜き）

作業状態

使用例※取り外し専用

作業状態（下抜き）

上抜き下抜き両方に対応した
お買い得モデル。

No.GOD80E 小売参考価格　￥107,000
■オイルドレーナー［標準型］

低くて狭い作業現場で大活躍！
No.AYM-1 小売参考価格　￥5,720
■メカニックマット

肩まわりに干渉しない
フレームワーク。

No.AYSC-20F 小売参考価格　￥9,000
■サービスクリーパー フラットタイプ

明るくワイドな光で目にやさしい！
No.AL806 小売参考価格　￥19,800
■LEDライト　D.PAT.

吊り下げでの使用に便利な
ショートコードタイプ。

No.AL806S 小売参考価格　￥19,000
■LEDライト（ショートコードタイプ）　D.PAT.

No.M160-16X18 小売参考価格　￥3,270
■超ロングストレートめがねレンチ

強力マグネットで安定した保持が可能。
No.AL806-MG 小売参考価格　￥2,460
■LEDライト用フレキシブルマグネットホルダー

軽自動車・普通車のコンパクトカー・ミニバンまでフィット。
No.AYC-3 小売参考価格　￥9,600
■フロントカバー　D.PAT.

持ち運び可能な上抜き専用タイプ。
No.GOD24B 小売参考価格　￥76,800
■小型オイルドレーナー「持てるくん」

上抜き下抜き両方に対応
エア加圧式で廃油排出もラクラク!

No.GOD80B 小売参考価格　￥165,000
■オイルドレーナー「見えるくん」

アルミ製・樹脂製ろ紙交換タイプオイルフィルタキャップの
噛み込み＆すべりを防ぐ。

国産車オイルフィルタの大半をカバー。
No.AVSA-R64A 小売参考価格　￥7,140

No.AVSA-R64B 小売参考価格　￥7,860

■ろ紙交換用オイルフィルタレンチ
No.AVSA12A 小売参考価格　￥36,400
■カップ型オイルフィルタレンチセット[12コ組]

No.AE502 小売参考価格 ￥8,780
■チェーン型オイルフィルタレンチ

No.AVSA-6379 小売参考価格 ￥7,700
■アジャスタブルオイルフィルタレンチ ［内側］

［内側］

No.AVSA-R64B　主な適用／マークX,クラウン,ハイエース他

No.AVSA-R64A　主な適用／プリウス,VOXY,ヴィッツ他

AVSA-063, 064, 067, 073, 074, 079, 080, 　
　　　089, 092, 095, 099, 101のセット。
メタルケース（W390×D245×H75）付きです。

適用径 φ89～142 適用径 φ63～79

ITEM
SELECT2015

［ 自動車編 ］
作業前の0V（ゼロボルト）
確認ができる
ボルテージテスター付き！

No.ZTB311VA 小売参考価格　￥91,800
■絶縁工具セットB［12点組］

HV・EV車の整備に最適！
No.ZTB311A 小売参考価格　￥59,800
■絶縁工具セットA［11点組］

No.ZGEV-1000 小売参考価格 ￥32,000
■ボルテージテスター

8W 
LED

8W 
LED

AL806
AL806S
専用

420
195

180

1210
mm

420mm
使用例

収納時のサイズ ※ワンボックス・トラック除く

使用例 使用例

使用例

使用例

測定範囲
3～1000V AC
4～1400V DC

280

860

330

コンパクトで
出張整備に
便利です。

測定レンジの切替不要！

大きなトルクがかけやすく、
狭く奥まった個所での作業が容易。

安全性の高い二層絶縁被膜

ムービーで
チェック！

〒613-0034　京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地
お客様窓口 ☎ 0774（46）4159　　E-mail :support@kyototool.co.jp

KTC製品情報（スマートフォンからも閲覧可能）

KTCファンクラブ http://fc.ktc.jp/

KTCオフィシャルショップ http://ktcos.jp/

KTC公式Facebookページ https://www.facebook.com/kyototool※電話での受付時間は午前9：00～12：00、午後1：00～5：00まで（土・日・祝日および弊社休業日を除く）

●KTC、　　　 ロゴ、ネプロスおよび　　　　　 ロゴは京都機械工具株式会社の登録商標です。
●製品の寸法公差により、サイズは実際の製品とは異なる場合があります。
●仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

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。
No.66-05　2015.6.100S（SS）

http://ktc.jp/

省力化

30
mm

厚さ

持ち手付

※本体のみ

防滴
タイプ

※本体のみ

防滴
タイプ

表4　［アイテムセレクト B4］ 表1　［アイテムセレクト B4］


