
使い勝手を追求した個性際立つフォルム

正統派にこだわった
スタイリッシュチェスト

壁掛けタイプの薄型メタルケース

EKR-113 & EKR-103 シリーズ
COLOR LINEUP

SKX0213 シリーズ

EKS-103

ご購入者特典
ナンバー可変式南京錠

●世界的に定評のあるドイツABUS社製の南京錠です。
●ダイヤル式で鍵を持ち歩く必要がなく、暗証番号は好きな番号に設定できます。
●KTCのチェスト（EKR-103）や両開きメタルケース（EK-1A）といった工具ケースの
　簡易ロックに最適です。
※当チラシ掲載のカスタムセレクトおよびケース単体、ストレージを除くツールセット。

※当チラシ掲載のカスタムセレクトおよびケース単体、ストレージを除くツールセット。

ご購入者限定
プレゼントキャンペーン

http://sk-sale.net/cp/
ご応募はこちら

▲

応募締切
2016年5月31日まで

期間中、対象商品　をお買い上げいただき、アンケートにお答えいただいた方の中から、
抽選でKTCオフィシャルグッズを進呈します！ 詳しくは、11月1日オープンの「2016 SK 
SALE スペシャルWebサイト」をチェック！

入組点数は充実の66点
斬新なカラー＆スタイルが魅力

小売参考価格合計 ： ¥124,050 SK SALEサービス価格 ： ¥88,400

入組点数

66点

No.SK36616EZ 22 kg ケース品番 ： EKR-113

小売参考価格合計 ： ¥121,750 SK SALEサービス価格 ： ¥83,400
No.SK36616E 21 kg ケース品番 ： EKR-103

小売参考価格合計 ： ¥127,050 SK SALEサービス価格 ： ¥88,700

小売参考価格合計 ： ¥126,050 SK SALEサービス価格 各 ： ¥87,700
No.SK36616EWH 21 kg ケース品番 ： EKR-103WH

No.SK36616ESB 21 kg ケース品番 ： EKR-103SB

No.SK36616EWH
使用ケース：EKR-103WH

トップ収納部は、9.5sq.のディープ
ソケットなどを立てて収納できます。

深さが魅力のトップ収納
ハンドルは肩幅に近い位置にあり、
チェストの移動が楽に行えます。

持ちやすいビルトインハンドル

パチン錠に代わり、マグネットを採
用。南京錠による本格施錠も可能。

こだわりの施錠方式
引出し全段に採用。ガタツキが少な
くスムーズな開閉を実現します。

ベアリングレール採用

共通入組内容

数量限定

No.SK36616ER 21 kg ケース品番 ： EKR-103R2数量限定

No.SK36616EGR 21 kg ケース品番 ： EKR-103GR2数量限定

数量限定

EKR-103  
【シルバー×レッド】
小売参考価格 ￥35,500

EKR-113
【シルバー×レッド×ブラック】
小売参考価格 　￥37,800

※EKR-103SB、EKR-103WH、EKR-103GR2、EKR-103R2は2016年1月発売

EKR-103GR2
【グリーン×ブラック】
小売参考価格 ￥39,800

EKR-103R2
【レッド×ブラック】
小売参考価格 ￥39,800

EKR-103SB
【スカイブルー×ブラック】
小売参考価格 ￥39,800

EKR-103WH
【ホワイト×ブラック】
小売参考価格 ￥40,800

機能もデザインも譲れない。プロも納得の入組

入組点数

93点
大型車・重機・農機などのメンテナンスに

入組点数

59点

小売参考価格合計 ： ¥121,970 SK SALEサービス価格 ： ¥92,900
No.SK45916EZ 22 kg ケース品番 ： EKR-113

小売参考価格合計 ： ¥163,560 SK SALEサービス価格 ： ¥132,000
No.SK59316EZ 24 kg ケース品番 ： EKR-113

No.SK45916E
使用ケース：EKR-103

小売参考価格合計 ： ¥119,670 SK SALEサービス価格 ： ¥87,900
No.SK45916E 21 kg ケース品番 ： EKR-103

小売参考価格合計 ： ¥161,260 SK SALEサービス価格 ： ¥127,000
No.SK59316E 23 kg ケース品番 ： EKR-103

No.SK59316EZ
使用ケース：EKR-113

No.SK36616ESB
使用ケース：EKR-103SB

細部にわたるこだわりの仕様

No.SK36716XS
使用ケース：SKX0213S

No.SK46016XBK
使用ケース：SKX0213BK

No.SK59416XX
使用ケース：SKX0213
使用ワゴン：SKX2613ST

No.SK59416X
使用ケース：SKX0213

入組点数

94点

入組点数

60点
入組点数

67点

充実のインチサイズセット

大型車・重機・農機などに

インチ 入組点数

54点

入組点数94点を誇る
プロフェッショナルモデル

No.SK46016X 19 kg
ケース品番 ： SKX0213

No.SK46016XS 19 kg
ケース品番 ： SKX0213S

No.SK46016XBK 19 kg
ケース品番 ： SKX0213BK

小売参考価格合計 ： ¥120,430
SK SALEサービス価格 各 ： ¥79,800

No.SK35416BX 19 kg
ケース品番 ： SKX0213

小売参考価格合計 ： ¥114,820
SK SALEサービス価格 ： ¥81,900

スタンダードセット
No.SK36716X 19 kg
ケース品番 ： SKX0213

No.SK36716XS 19 kg
ケース品番 ： SKX0213S

No.SK36716XBK 19 kg
ケース品番 ： SKX0213BK

小売参考価格合計 ： ¥122,510
SK SALEサービス価格 各 ： ¥72,300

No.SK59416X 21 kg
ケース品番 ： SKX0213

No.SK59416XX
45 kgケース品番 ： SKX0213

ワゴン品番 ： SKX2613ST

小売参考価格合計 ： ¥195,320
SK SALEサービス価格 ： ¥145,000

小売参考価格合計 ： ¥162,020
SK SALEサービス価格 ： ¥124,000入組点数

56点

No.SK35616SF
23 kgケース品番 ： EKS-103

デスクトップスタンド品番 ： EKS-301

小売参考価格合計 ： ¥118,360
SK SALEサービス価格 ： ¥105,000

No.SK35616SS 20 kg
ケース品番 ： EKS-103

小売参考価格合計 ： ¥112,680
SK SALEサービス価格 ： ¥100,000

No.SK35616SS
使用ケース：EKS-103

No.SK35616SF
使用ケース：EKS-103
使用デスクトップ
スタンド：EKS-301

＋

軽量ボディに
豊富な収納力

No.SK35616P
使用ケース：SK330P-M

No.SK45216P
使用ケース：SK330P-M

No.SK45216P 10.5 kg
ケース品番 ： SK330P-M

小売参考価格合計 ： ¥97,480
SK SALEサービス価格 ： ¥75,300

両開きプラハードケースに
充実の入組内容

入組点数

56点

大型車・重機・農機などの
メンテナンスに最適

入組点数

52点

SK330P-M

No.SK35616P 10 kg
ケース品番 ： SK330P-M

小売参考価格合計 ： ¥99,020
SK SALEサービス価格 ： ¥75,700

薄型メタルケースに工具を
収めたニュースタイル

・SK35616SSは壁掛け、据え置きに関わらず、
 アンカーによる施工が必要です。
・SK35616SFは自立式ですが、安全にお使いいただく
 ために転倒防止策を施すことをおすすめします。

※SK35616SFにはEKS-301（薄型収納メタルケース用
　デスクトップスタンド）が付属します。

ラチェットコンビネーションレンチ
採用セット

ラチェットコンビネーションレンチ
採用セット

携行性にすぐれた
両開きメタルケース

自在キャスターで移動もスムーズ

No.SK36816X
使用ローラーキャビネット：SKX3805

No.SK36816XBK
使用ローラーキャビネット：SKX3805BK

No.SK36816XBL
使用ローラーキャビネット：SKX3805BL

小売参考価格合計 ： ¥171,490 SK SALEサービス価格 各 ： ¥147,000

ベーシックモデルのローラーキャビネットに
様々な用途に使える充実の入組をセット

入組点数

68点

No.SK36816X 68 kg ローラーキャビネット品番 ： SKX3805

No.SK36816XBK 68 kg ローラーキャビネット品番 ： SKX3805BK

No.SK36816XCR 68 kg ローラーキャビネット品番 ： SKX3805CR

No.SK36816XBL 68 kg ローラーキャビネット品番 ： SKX3805BL

No.SK36816XSB 68 kg ローラーキャビネット品番 ： SKX3805SB

数量限定

数量限定

数量限定

数量限定

No.SK36816XSB
使用ローラーキャビネット：SKX3805SB

No.SK36816XCR
使用ローラーキャビネット：SKX3805CR

SKX3805 シリーズ
EK-1A & EK-10A シリーズ

EK-1A
【メタリックシルバー】
小売参考価格 ￥26,400

EK-10A
【メタリックシルバー】
小売参考価格 ￥27,400

EK-1AGR
【グリーン】
小売参考価格 ￥28,400
期間限定 数量限定

EK-10AGR2
【グリーン】
小売参考価格 ￥29,400
期間限定 数量限定

EK-1AR2
【レッド】
小売参考価格 ￥28,400
期間限定 数量限定

EK-10AR3
【レッド】
小売参考価格 ￥29,400
期間限定 数量限定

COLOR LINEUP

※EK-1ASB、EK-1AWH、EK-1AGR、EK-1AR2は2016年1月発売

※EK-10ASB、EK-10AWH、EK-10AGR2、EK-10AR3は201６年1月発売

期間限定 数量限定

EK-1ASB
【スカイブルー】
小売参考価格 ￥28,400

期間限定 数量限定

EK-10ASB
【スカイブルー】
小売参考価格 ￥29,400

期間限定 数量限定

EK-1AWH
【ホワイト】
小売参考価格 ￥29,400

期間限定 数量限定

EK-10AWH
【ホワイト】
小売参考価格 ￥30,400

アクティブに、そしてハードに使えるケースに多彩な入組をセット

入組点数

56点

No.SK35616W 12.5 kg ケース品番 ： EK-1A

小売参考価格合計 ： ¥93,520 SK SALEサービス価格 ： ¥68,800

No.SK35616WWH 12.5 kg ケース品番 ： EK-1AWH

小売参考価格合計 ： ¥97,520 SK SALEサービス価格 ： ¥71,800
数量限定

No.SK35616WZ 12.7 kg ケース品番 ： EK-10A

小売参考価格合計 ： ¥94,520 SK SALEサービス価格 ： ¥69,800

No.SK35616WZWH 12.7 kg ケース品番 ： EK-10AWH

小売参考価格合計 ： ¥97,520 SK SALEサービス価格 ： ¥72,800
数量限定

No.SK35616WWH
使用ケース：EK-1AWH

No.SK45216WGR
使用ケース：EK-1AGR

大型車・重機・農機などのメンテナンスに最適

入組点数

52点

No.SK45216W 12.5 kg ケース品番 ： EK-1A

小売参考価格合計 ： ¥91,980 SK SALEサービス価格 ： ¥70,800

No.SK45216WWH 12.5 kg ケース品番 ： EK-1AWH

小売参考価格合計 ： ¥94,980 SK SALEサービス価格 ： ¥73,800
数量限定

No.SK35616WZSB
使用ケース：EK-10ASB

持ち運ぶときは、「ハンドルをつかんで
持ち上げる」の1アクション。

つかみやすいハンドル形状

新型ビルトインハンドル採用

アルミダイキャストハンドルは手を離
すだけでフラットに収納されます。

折りたたみ機構採用

No.SK35616WZSB 12.7 kg ケース品番 ： EK-10ASB数量限定

No.SK35616WZGR 12.7 kg ケース品番 ： EK-10AGR2数量限定

小売参考価格合計 ： ¥96,520 SK SALEサービス価格 各 ： ¥70,800
No.SK35616WZR 12.7 kg ケース品番 ： EK-10AR3数量限定

No.SK35616WGR 12.5 kg ケース品番 ： EK-1AGR数量限定

No.SK35616WSB 12.5 kg ケース品番 ： EK-1ASB数量限定

小売参考価格合計 ： ¥95,520 SK SALEサービス価格 各 ： ¥69,800
No.SK35616WR 12.5 kg ケース品番 ： EK-1AR2数量限定

小売参考価格合計 ： ¥93,980 SK SALEサービス価格 各 ： ¥72,800

No.SK45216WGR 12.5 kg ケース品番 ： EK-1AGR数量限定

No.SK45216WSB 12.5 kg ケース品番 ： EK-1ASB数量限定

No.SK45216WR 12.5 kg ケース品番 ： EK-1AR2数量限定

共通入組内容 共通入組内容

共通入組内容

共通入組内容
共通入組内容

共通入組内容

共通入組内容

共通入組内容

入組内容

入組内容
入組内容

共通入組内容

http://sk-sale.net/

本体サイズ ： 
W22.5×D13.5×H28mm

シャンク（つる）サイズ ： 
内径9mm×22mm、φ3mm

カラーはお選びいただけません。

使用例

もれなくもらえる！

期間中、対象商品  を
お買い上げの方にもれなく進呈！

※

※

Wチャンス！

最新情報やオリジナルコンテンツが満載の SK SALE
スペシャルWebサイトが2015年11月1日にオープン！ 11/1 OPENスペシャルWebサイト

期間限定 数量限定 期間限定 数量限定 期間限定 数量限定 期間限定 数量限定

さらに、抽選でKTCオフィシャルグッズが手に入るチャンス！



MCKB シリーズ
携行に便利なツールバッグに期間限定カラーが登場！

小売参考価格 ： ¥83,000

収納具としての機能をゼロから創造伝統的スタイルを継承した新たなカタチ
EKX-118

1.

用途に合ったツールをお好みでセレクト。自分だけのオリジナルセットをつくる。

No.SK003M-SB 0.6kg
小売参考価格合計 SK SALE

サービス価格¥8,340

ラジオペンチ（スタンダードタイプ）
ニッパ
コンビネーションプライヤ（ソフトグリップ付）

PSL-150
PN1-125
PJ-200

品名 品番

¥7,090
No.SK002M-SD 0.4kg
小売参考価格合計 SK SALE

サービス価格¥6,290

ミニハンマ
折りたたみ式六角棒レンチ

TUD3L
HLH8

品名 品番

¥4,720
No.SK004M-SE 0.7kg
小売参考価格合計 SK SALE

サービス価格¥21,760

ショートラチェットめがねレンチ（両頭型首振りタイプ）
モンキレンチ
ラチェットドライバ

MR1S-0810F,1214F
WM-150
DBR14

品名 品番

¥16,400
No.SK006M-SD 1kg
小売参考価格合計 SK SALE

サービス価格¥11,620

45°×6°ロングめがねレンチM5-0810，1012，1214，
　　1417，1719,2224

品名 品番

¥8,720

No.SK007M-SB 0.9kg
小売参考価格合計 SK SALE

サービス価格¥10,820

スパナ
板ラチェット差替ドライバセット
ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット

S2-0810，1012，1113，1214，1417
TMDB8
HL259SP（1.5，2，2.5，3，4，5，6，8，10）

品名 品番

¥8,120

No.SK007M-SE 1kg
小売参考価格合計 SK SALE

サービス価格¥7,110

樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ
樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ
樹脂柄スタッビドライバ

D1P2-1，2，3
D1M2-5，6
クロス：D1PS-2 マイナス：D1MS-6

品名 品番

¥5,340

No.SK307M-SA 0.6kg
小売参考価格合計 SK SALE

サービス価格¥11,920

9.5sq.ソケット（六角）
9.5sq.ラチェットハンドル
9.5sq.首振りエクステンションバー
9.5sq.ソケットホルダー

B3-08，10，12，13，14
BR3E
BE3-075JW
EHB310

品名 品番

¥8,940
No.SK317M-SA 1kg

小売参考価格合計 SK SALE
サービス価格¥20,470

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

B3-08，10，12，13，14，17，19
B3L-10，12，14
BT3-05S,06S,08S
BE3-075，150
BE3-Q
BR3E

品名 品番

¥15,400
No.SK413M-SA 1.7kg

小売参考価格合計 SK SALE
サービス価格¥18,930

12.7sq.ソケット（六角）

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

B4-10，12，13，14，17，19,
　　21,22,24
BE4-075，150
BE4-Q
BR4E

品名 品番

¥14,200

両開きメタルケースを選ぶ 2. 収納したい入組を選ぶ 3. 完成！A A
A AB

カスタムセレクト対応 両開きメタルケース : 
EK-1A , EK-1ASB , EK-1AWH , EK-1AGR , EK-1AR2 , 
EK-10A ,  EK-10ASB ,  EK-10AWH ,  EK-10AGR2 ,  EK-10AR3が選択できます。
※EK-1A、EK-10A以外は2016年1月よりお選びいただくことができます。

※カスタムセレクトの商品はご購入者特典の対象外です。

No.SK005M-SC 1.7kg
小売参考価格合計 SK SALE

サービス価格¥17,100 ¥12,900
モンキレンチ
ラジオペンチ（スタンダードタイプ）
コンビネーションプライヤ（ソフトグリップ付）
ニッパ
コンビハンマ

WM-250
PSL-150
PJ-200
PN1-150
UD7-10

品名 品番

最大4アイテムまで選択可能

1アイテムのみ選択可能A B

下記のA、Bから必要なセットを選択。 自分だけのオリジナルツールセットが
できあがり！

カスタムセレクト

No.MCKB-B
ブラック No.MCKB-BKR

ブラック × レッド

MCKBシリーズ共通仕様
展開サイズ ： 260×490（ベルト、フラップ除く）

No.MCKB-BKG
ブラック × グレー

No.MCKB-BLP
ブルー × パープル小売参考価格 各 ： ¥4,000

No.MCKB-BLY 270g

No.MCKB-BLP 270g

No.MCKB-BKG 270g

No.MCKB-BKR 270g

小売参考価格 ： ¥3,320
No.MCKB-B 270g

期間限定 数量限定

期間限定 数量限定

※MCKBシリーズ単品でのご購入は、ご購入者特典の対象外です。

No.MCKB-BLY
ブルー × イエロー

スタイリッシュなツールステーションと多機能なワゴン

SK SALEサービス価格 ： ¥69,800
No.SKR402AST 27 kg

お客様組立品 お客様組立品 お客様組立品 お客様組立品
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付属品 ： トップマット×1,仕切板×8
本体サイズ ： W670×D420×H770

SK SALEサービス価格 ： ¥59,800
No.SKR502AST 26 kg

付属品 ： トップマット×1,仕切板×8
本体サイズ ： W670×D420×H900

SK SALEサービス価格 ： ¥75,900
No.SKR602AST 30 kg

付属品 ： トップマット×1,仕切板×8
本体サイズ ： W670×D420×H900

SK SALEサービス価格 ： ¥98,900
No.SKR703AST 39 kg

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

SK SALEサービス価格 ： ¥29,300
No.SKX2613S 24 kg

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：W715×D410×H880

SK SALEサービス価格 ： ¥29,300
No.SKX2613BK 24 kg

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：W715×D410×H880

SK SALEサービス価格 ： ¥29,300
No.SKX2613ST 24 kg

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：W715×D410×H880

SK SALEサービス価格 ： ¥33,000
No.SKX2704ST 29 kg

付属品：トップマット×1,引出しマット×1,トレイマット×3
本体サイズ：W715×D410×H1011

※ツールステーションとワゴン単品でのご購入は、ご購入者特典の対象外です。

TOOL STATION ＆ WAGONSKX3805 シリーズ
コストパフォーマンスにすぐれたローラーキャビネット
選べる充実のカラーバリエーションで個性を主張

No.SKX3805　レッド
No.SKX3805BL　ブルー

No.SKX3805SB　スカイブルーNo.SKX3805CR　オレンジ No.SKX3805BK　ブラック

本体サイズ ： 
W680×D460×H975
付属品 ： 
トップマット×1
引出しマット×5
仕切板×5、カギ×2

SKX3805シリーズ共通仕様

No.SKX3805SB 60kg

小売参考価格 各 ： ¥83,000

No.SKX3805 60kg

60kg

No.SKX3805CR 60kg

No.SKX3805BL 60kg

※SKX3805シリーズ単品でのご購入は、ご購入者特典の対象外です。

No.SKX3805BK 60kg

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

表示価格には消費税は含まれておりません。 No.66-14　2015.10.200S（SS）

http://ktc.jp/

EKR-113 & EKR-103 シリーズ
先進の発想を包み込んだ個性あふれるデザイン

小売参考価格合計 ： ¥374,010 SK SALEサービス価格 各 ： ¥324,000

小売参考価格合計 ： ¥493,010 SK SALEサービス価格 各 ： ¥421,000

No.SK94516ER 56 kg ケース品番 ： EKR-1004R

大型チェスト採用のプロユースセット

入組点数

145点

No.SK94516EBK
使用ケース：EKR-1004BK

No.SK94516EE
使用ケース：EKR-1004
使用ローラーキャビネット：EKW-1005

※入組にペーパーは
　含まれておりません。

No.SK94516EER 129 kg ケース品番 ： EKR-1004R
ローラーキャビネット品番 ： EKW-1005R

No.SK94516E 56 kg ケース品番 ： EKR-1004

No.SK94516EBK 56 kg ケース品番 ： EKR-1004BK

あらゆる産業での使用を考慮した充実の入組

入組点数

220点

＋

No.SK94516EE 129 kg ケース品番 ： EKR-1004
ローラーキャビネット品番 ： EKW-1005＋

No.SK94516EEBK 129 kg ケース品番 ： EKR-1004BK
ローラーキャビネット品番 ： EKW-1005BK＋

小売参考価格合計 ： ¥750,600 SK SALEサービス価格 ： ¥632,000
No.SK8016EX 145 kg ケース品番 ： EKX-118

※デジラチェは京都機械工具株式会社の登録商標です。

※デジラチェは京都機械工具株式会社の登録商標です。

※デジラチェは京都機械工具株式会社の登録商標です。

EKR-1004&EKW-1005シリーズ

デジラチェトルク測定範囲

GEK060-R3（12～60N・m）
GEK085-R3（17～85N・m）
GEK135-R4（27～135N・m）

デジラチェトルク測定範囲

GEK085-R3（17～85N・m）

ストレージ
独創のスタイリッシュボディ。開けば工具が一目瞭然EK-1A & EK-10A シリーズ

小売参考価格 ： ¥26,400
No.EK-1A 6.9kg

No.EK-1A　メタリックシルバー

小売参考価格 ： ¥27,400
No.EK-10A 7.1kg

小売参考価格 ： ¥29,400
No.EK-1AWH 6.9kg

2016年1月発売期間限定 数量限定

No.EK-1AR2　レッドNo.EK-1ASB　スカイブルー No.EK-1AWH　ホワイト

※EK-1A&EK-10Aシリーズ単品でのご購入は、ご購入者特典の対象外です。No.EK-10A　メタリックシルバー
No.EK-10AGR2　グリーンNo.EK-10ASB　スカイブルー

期間限定 数量限定 期間限定 数量限定 期間限定 数量限定 期間限定 数量限定

期間限定 数量限定 期間限定 数量限定 期間限定 数量限定 期間限定 数量限定

No.EK-10AWH　ホワイト

2016年1月発売期間限定 数量限定

2016年1月発売期間限定 数量限定 2016年1月発売期間限定 数量限定

小売参考価格 ： ¥30,400
No.EK-10AWH 7.1kg

No.EK-1AGR　グリーン

No.EK-10AR3　レッド

EK-1Aシリーズ共通仕様
本体サイズ ： W430×D225×H225

EK-10Aシリーズ共通仕様
本体サイズ ： W440×D233×H230

小売参考価格 各 ： ¥28,400

No.EK-1ASB 6.9kg

No.EK-1AGR 6.9kg

No.EK-1AR2 6.9kg

小売参考価格 各 ： ¥29,400

No.EK-10ASB 7.1kg

No.EK-10AGR2 7.1kg

No.EK-10AR3 7.1kg

※EKR-113&EKR-103シリーズ単品でのご購入は、ご購入者特典の対象外です。

小売参考価格 ： ¥37,800
No.EKR-113 14kg

小売参考価格 ： ¥40,800
No.EKR-103WH 13kg

小売参考価格 各 ： ¥39,800

No.EKR-103GR2 13kg

No.EKR-103SB 13kg

No.EKR-103R2 13kg

小売参考価格 ： ¥35,500
No.EKR-103 13kg

2016年1月発売期間限定 数量限定

2016年1月発売期間限定 数量限定

No.EKR-103
シルバー×レッド No.EKR-103GR2

グリーン×ブラック

期間限定 数量限定

期間限定 数量限定

期間限定 数量限定 期間限定 数量限定 期間限定 数量限定

No.EKR-103R2
レッド×ブラック

期間限定 数量限定

No.EKR-103SB
スカイブルー×ブラック

期間限定 数量限定
No.EKR-103WH
ホワイト×ブラック

期間限定 数量限定

期間限定 数量限定

期間限定 数量限定

期間限定 数量限定

期間限定 数量限定

EKR-103シリーズ共通仕様　本体サイズ ： W510×D275×H325

本体サイズ ： W540×D280×H335

ホームユース

No.SK34616X 21kg ケース品番 ： SKX0213

小売参考価格合計 ： ¥84,450 SK SALEサービス価格 ： ¥61,000
No.SK34616XX 45kg ケース品番 ： SKX0213

ワゴン品番 ： SKX2613ST
小売参考価格合計 ： ¥113,750 SK SALEサービス価格 ： ¥91,000

チェスト＆ワゴンを採用した
ベーシックモデル登場！

入組点数

46点

＋

軽量樹脂片開きケース採用

入組点数

40点

基本のツールを取り揃えた入門モデル

入組点数

43点

No.SK34316S 9 kg ケース品番 ： SK120-M

小売参考価格合計 ： ¥66,990 SK SALEサービス価格 ： ¥51,000

No.SK34016PS 4.5 kg ケース品番 ： EKP-5

小売参考価格合計 ： ¥57,370 SK SALEサービス価格 ： ¥46,000

小売参考価格合計 ： ¥57,070 SK SALEサービス価格 ： ¥45,000

インテリアにもなるツールセット
No.SK21916X 3.8 kg

No.SK21916XX 8.2 kg

小売参考価格合計 ： ¥39,770 SK SALEサービス価格 ： ¥31,000

入組点数

19点

＋

No.SK21916X
使用ミニチェスト：
SKX0012

No.SK34616XX
使用ケース：SKX0213
使用ワゴン：SKX2613ST

No.SK34616X
使用ケース：SKX0213

No.SK21916XX
使用ミニチェスト：SKX0012
使用ミニキャビネット：SKX0514

No.SK22116MC
使用ケース：MCKB-B

ケース品番 ： SKX0012

ケース品番 ： SKX0012
ミニキャビネット品番 ： SKX0514

サイクルツール

No.SK34016CY 4.1 kg ケース品番 ： EKP-5

小売参考価格合計 ： ¥52,260 SK SALEサービス価格 ： ¥48,900
No.SK34416XCY 15 kg ケース品番 ： SKX0213

小売参考価格合計 ： ¥117,020 SK SALEサービス価格 ： ¥94,000

樹脂片開きケースを採用した
持ち運びに便利なスタンダードモデル

入組点数

40点

※自転車用各種ケーブル類の切断は、専用のカッターをご使用ください。 ※自転車用各種ケーブル類の切断は、専用のカッターをご使用ください。
※デジラチェは京都機械工具株式会社の登録商標です。

自転車メンテナンスを追求した
デジラチェ搭載モデル

入組点数

44点

モーターサイクルツール

二輪車の
メンテナンスに最適なツールを厳選

入組点数

56点

ツーリングに便利な携帯モデル

入組点数

21点

No.SK35616XMC 18 kg ケース品番 ： SKX0213

小売参考価格合計 ： ¥136,310 SK SALEサービス価格 ： ¥84,300

No.SK22116MC 1.3 kg ケース品番 ： MCKB-B

小売参考価格合計 ： ¥27,720 SK SALEサービス価格 ： ¥23,900

No.SK22116MCY 1.3 kg ケース品番 ： MCKB-BLY

小売参考価格合計 ： ¥28,400 SK SALEサービス価格 各 ： ¥23,900

No.SK22116MCP 1.3 kg ケース品番 ： MCKB-BLP

No.SK22116MCG 1.3 kg ケース品番 ： MCKB-BKG

No.SK22116MCR 1.3 kg ケース品番 ： MCKB-BKR

数量限定

数量限定

数量限定

数量限定

小売参考価格合計 ： ¥87,010 SK SALEサービス価格 ： ¥66,000

小売参考価格合計 ： ¥74,265 SK SALEサービス価格 ： ¥56,000

厳選の工具セットを
お好みのケースでお求めやすく

No.SK44116WM 13 kg ケース品番 ： EK-1A

No.SK44116WMZ 13.2 kg ケース品番 ： EK-10A

No.SK44316M 10 kg ケース品番 ： SKC-MA

入組点数

41点

小売参考価格合計 ： ¥100,640 SK SALEサービス価格 ： ¥76,000

小売参考価格合計 ： ¥86,010 SK SALEサービス価格 ： ¥66,000

小売参考価格合計 ： ¥99,640 SK SALEサービス価格 ： ¥76,000

小売参考価格合計 ： ¥87,895 SK SALEサービス価格 ： ¥66,000

様々なシーンに対応！
充実の入組を誇るモデル

No.SK45116WM 14.1 kg ケース品番 ： EK-1A

No.SK45116WMZ 14.3 kg ケース品番 ： EK-10A

No.SK45316M 11.1 kg ケース品番 ： SKC-MA

入組点数

51点

※No.SK44316Mはスパナホルダとカギが付き入組点数は43点です。

※No.SK45316Mはスパナホルダとカギが付き入組点数は53点です。

No.SK44116WM
使用ケース：EK-1A

No.SK45116WMZ
使用ケース：EK-10A

No.SK45316M
使用ケース：SKC-MA

デジラチェ採用モデル

小売参考価格合計 ： ¥133,530 SK SALEサービス価格 各 ： ¥93,400

トルク測定範囲と
ケースカラーで選べる4モデル

No.SK35316XS1 18 kg ケース品番 ： SKX0213S

No.SK35316XBK1 18 kg ケース品番 ： SKX0213BK

小売参考価格合計 ： ¥134,530 SK SALEサービス価格 各 ： ¥94,100

No.SK35316XS2 18 kg ケース品番 ： SKX0213S

No.SK35316XBK2 18 kg ケース品番 ： SKX0213BK

入組点数

53点

No.SK35316XBK2
使用ケース：SKX0213BK

No.SK35316XS1
使用ケース：SKX0213S

絶縁工具セット

小売参考価格合計 ： ¥77,360 SK SALEサービス価格 ： ¥54,600

HV・EV車の整備に必要な
工具だけをセレクトしたセット

入組点数

11点

入組点数

12点

No.ZTB311ASP 2.9 kg

小売参考価格合計 ： ¥108,560 SK SALEサービス価格 ： ¥79,800

作業前の0V確認ができる
ボルテージテスターを追加

No.ZTB311VASP

No.ZTB311ASP

No.ZTB311VASP

3.2 kg

IEC 60900:
2004規格適合

ラチェットコンビネーションレンチ
採用セット

ラチェット
コンビネーションレンチ
採用セット

デジラチェトルク
測定範囲

GEK030-C3A
（2～30N・m）

デジラチェGEK085-R3採用モデル

トルク測定範囲：17～85N・m

デジラチェGEK060-R3採用モデル

トルク測定範囲：12～60N・m

KTCイチ押しの「あったら便利」なアイテムをご紹介！ おすすめアイテムセレクション

No.YKHD-02
小売参考価格 ： ¥4,580

No.YKHD-03S
小売参考価格 ： ¥1,280

No.YKHD-03L
小売参考価格 ： ¥1,680

No.PNC-125
小売参考価格 ： ¥3,700

耐荷重：4ｋg

■マグネットスプレー缶ホルダー
かさばるスプレー缶をスッキリ収納!

■マグネットボウル
ボウル形状で、ねじや樹脂部品を収納!

■メカニックマット
メカニックの体をやさしくサポート

■バンドホールドニッパ
結束バンドをキレイに
切って飛散を防止

バンドの切れ端を
ホールド420195

180

収納時のサイズ

1210
mm

420mm

30
mm

厚さ

耐荷重：1ｋg耐荷重：1ｋg

一般機械整備用モデル

共通入組内容

共通入組内容

共通入組内容

共通入組内容

共通入組内容

共通入組内容

入組内容

入組内容 入組内容

入組内容

入組内容

CUSTOM SELECTION

No.AYM-1
小売参考価格 ： ¥5,720

No.EKR-113
シルバー×レッド×ブラック

〒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
※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。
●掲載製品の写真の色は、印刷の都合上、実際の製品と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。

期間限定
数量限定

このマークのついた製品は「2016 SK SALE」期間中（2015年11月1日～2016年4月20日）、
数量限定で販売致します（一部アイテムは2016年1月以降発売開始）。
時期によっては売切れの場合がございます、あらかじめご了承ください。

・KTC絶縁工具以外の工具と組み合わせて使用しないでください。警告


