
作業の省力化 ＆ 時短を実現するパワーツール。

作業の安全と効率化を実現するKTCのラインナップ
動力工具

作業の信頼性向上に！トルクレンチ

ITEM
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［農機整備編］

〒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。
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http://ktc.jp/

グリース充填を簡単に！グリースガン 作業の快適性をUP！アクセサリー

メンテナンス作業の能率・効率を向上！専用工具・その他

トリガーを引くだけで楽々グリース充填！ 作業時間が短縮。
■コードレスグリースガンセット

様々なシーンで作業を快適にサポート。
丸洗いでき、屋外での作業にも活躍。

■メカニックマット

コードレスで作業場所を選ばず、
アングルタイプで「安全」作業を実現！

■12.7sq.コードレスアングルインパクトレンチ

■12.7sq.アングルインパクトレンチ
　（コンポジットタイプ）

グリースの充填が楽なカートリッジ式。
■グリースガン（カートリッジ式） ■グリースガン用交換ノズル

　（ハイドロホースノズル） 肩まわりに干渉しないフレームワーク。
■サービスクリーパー フラットタイプ

各種ホースの閉栓作業に便利。
■ピンチオフプライヤ

チェーンがはずれにくく確実な緩め作業を実現！
■チェーン型オイルフィルタレンチ

ワイヤーカット・ワイヤーストリップ・
端子かしめの3つの用途に対応。

■電工ペンチ

AMBACシステムの採用によりインパクトレンチ使用時のピン飛び出しを防止！
■インパクトレンチ用ソケット

■12.7sq.プレセット型トルクレンチ

チャッキング用ゴムで作業性向上。
■ノックピンポンチセット［8本組］

本体は樹脂製で
軽くて使いやすい！

■エアブローガン

No. 小売参考価格吐出容量
￥55,000JTAE911 70±5g/min

No. 小売参考価格
￥5,720AYM-1

No. 小売参考価格
￥4,910

1回当たりの排出容量（㎤）
1CG-400 No. 小売参考価格

￥2,650G-330NH

No. 小売参考価格
￥3,480AD102B

No. 小売参考価格
￥9,000AYSC-20F

No. 小売参考価格適用ホース最大径

￥5,360PSA57 外径φ41
￥3,840PSA34 外径φ19

No. 小売参考価格適用径
￥8,780AE502 φ89～142

No. 小売参考価格ノズル長（mm）

￥7,240YKAG-490A 490
￥6,480YKAG-330A 330
￥3,340YKAG-090A 90

No.PK8 ￥14,900小売参考価格
ノックピンポンチ PK- 2125、3135、4185、45185、5190、6207、7212、8217

■12.7sq.インパクトレンチ
　（フラットノーズタイプ）

■12.7sq.インパクトレンチ
　（コンポジットタイプ）

■19.0sq.インパクトレンチ
　（コンポジットタイプ）

YKAG-090A

YKAG-330A

YKAG-490A

リチウムイオン
バッテリー採用

420
195

180

収納時のサイズ

1210
mm

420mm

30
mm

厚さ

810
g

重量

電動
工具

電動
工具

片膝をついての作業も快適

電動コードレスタイプだから取り回し
が容易キャリングケース付

薄型ヘッドは狭い場所での
作業に最適！

微調整が可能な
ティージングスロットル

リチウムイオンバッテリー（BL2005）×2個、
充電器、専用樹脂ケース付

ハイパワーで長寿命の
20Vリチウムイオン
バッテリー採用

No. 小売参考価格トルク測定範囲（N・m）
￥44,300CMPB2004 40～200

メンテナンス作業の信頼性向上に！

PSA57
PSA34

No. 小売参考価格
￥80,000JAP651

3.3KgM33
能力ボルトトルク

MAX

1600N・m

3.5Kg

2.06
KgM12

能力ボルトトルク
MAX

245N・m

No. 小売参考価格
￥62,000JAP491

1.6KgM12
能力ボルトトルク

MAX

250N・m

No. 小売参考価格
￥43,000JAP451

1.3KgM16
能力ボルトトルク

MAX

410N・m

No. 小売参考価格
￥35,000JAP417

1.3KgM16
能力ボルトトルク

MAX

500N・m

六角

¥1,010～¥2,480

¥1,400～¥4,030

¥1,770～¥4,300

¥4,290～¥4,710

¥2,070～¥4,980

¥3,370～¥8,940

小売参考価格※

※ピン・リング付きの価格です。

インパクトレンチ用
ロングソケット（薄肉）

インパクトレンチ用ソケット
（ディープ薄肉）

インパクトレンチ用ソケット
（セミディープ薄肉）

インパクトレンチ用ソケット
（標準）

インパクトレンチ用ソケット
（ディープ薄肉）

インパクトレンチ用ソケット
（標準）

sq. 形状

8～32

8～36

10～32

12～22

17～46

19～46

サイズ（mm）
ムービーで
チェック！

PAT.
AMBAC（アンバック）システムはKTCが開発したインパクトレンチ用
ソケット・アクセサリー類に採用されているピン抜け防止機構です。

インガソール・ランド社（Ingersoll Rand 略称：IR社）はアメリカに本拠をおく
エアツールの世界トップメーカーです。その製品力と技術力が高く評価され、
現在では大手の各企業から指名を受けています。
KTCはIRブランドのエアツール及びコードレスツールを主体とする生産設備
機器関連商品全般を日本国内において販売提携しております。

※品番・サイズ表示のデザインは写真と異なる場合があります。

57mm

No. 小売参考価格
オープン価格W5350JP-K2

55mm

110mm

●カートリッジ1本付。

カートリッジ

※商品の価格につきましては、取扱店までお問い合せください。

エア
ツール

エア
ツール

エア
ツール

エア
ツール

・電流が流れている箇所に使用しないでください。
・成形確認機構を持たない簡易圧着工具です。
 信頼性を担保すべき作業には使用できません。

警告
スピンナハンドルによる使用例

メンテナンス可能な
ヘッドを採用

ラチェットでは出せない
最大トルク245N・m

キックバック（反動）が
ないので手にやさしい

エアホースの煩わしい取り回しが不要で作業場所を選びません。
アングルタイプなので爪付近に手を近づけることなく作業でき「安全」です。

36
ギア

1充電当たり作業量（目安）
カートリッジグリース 約7本

439mm

チャッキング用ゴム

フレキシブルノズル 750mm



安全・快適な作業を実現するマストアイテム。ハンドツール

いざという時の必需品。便利アイテム

No.TM508 ￥15,800小売参考価格
めがねレンチ M5-0810,1012,1113,1214,1417,1719,1921,2224

No. 小売参考価格入組点数使用ケース ▼kg
￥44,40026EKB-2（W455×D190×H60） 5.8TB420X

トルク伝達と狭い場所での作業性を両立した
オフセット角度＆コンパクトヘッド採用。

■めがねレンチセット[8本組]
ヘッド幅が世界最小クラスを誇る
ＫＴＣ独自の新やり形ヘッド。

■スパナセット[6本組]
歯形状は「三段形状」で細かいものから
太いものまでをつかみやすい。

■コンビネーションプライヤ（ソフトグリップ付）

農機整備を快適に行えるサイズをセット。
送り角度5°で狭い場所での連続作業がスムーズに。

■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）[8本組]
ソケット側はハンドルをL字形に曲げれば
強い力をかけられ、立てれば
ドライバのように早まわしが可能。

■フレックスソケットスパナ

滑り止めの凸部が付いたグリップが
手にジャストフィット。

■ラジオペンチ（スタンダードタイプ）
先端は軟線や細い線材を、根元は硬い線材を
切るのに適している多機能タイプ。

■ニッパ

適用する軸の外側に
スナップリングを広げて挿入。

■直型スナップリングプライヤ軸用
適用する穴の内側に
スナップリングを縮めて挿入。

■直型スナップリングプライヤ穴用
無段階自動ロック機構。
任意の位置でロックが可能。

■ハブ用スナップリングプライヤ

No. 小売参考価格入組点数使用ケース ▼kg
￥110,00058SKX0213（W520×D215×H300） 19SK4586X

●樹脂成形トレイ（W445×D185×H52）付。 ※メタルケースEKB-2に入る大きさです。

No.TMS212 ￥17,400小売参考価格
コンビネーションレンチ MS2-055,07,08,10,12,13,14,15,17,19,21,22
●樹脂成形トレイ（W445×D185×H52）付。 ※メタルケースEKB-2に入る大きさです。

●ビットの交換が可能です。

No.TS206 ￥6,140小売参考価格
スパナ
スパナホルダー

S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719
EHS-1

D.PAT.

D.PAT.D.PAT. D.PAT.

No. TMSR1A08N ￥23,500小売参考価格▼kg 1.6
ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ） MSR1A-10,12,13,14,17,19,22,24
※オリジナルバッグにはラチェットコンビネーションレンチ6本が収納可能です。（MSR1A-22,24を除く）

No.TBT410H ￥13,300小売参考価格
ヘキサゴンビットソケット
クロスビットソケット
ソケットホルダー10コ用

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

No.TB3TW10 ￥33,400小売参考価格
ツイストソケット

ソケットホルダー10コ用

B3TW-08,09,10,11,12,13,
　　　 14,15,16,17
EHB310

●六角ボルスター付きです。（スタッビドライバ除く）●先端マグネット付きです。
※スタッビドライバは非貫通タイプです。

※動力工具は使用しないでください。 ※動力工具は使用しないでください。

No.TPMD18 ￥8,840小売参考価格
樹脂柄ドライバ貫通タイプ（クロス）
樹脂柄ドライバ貫通タイプ（マイナス）
樹脂柄スタッビドライバ（クロス）
樹脂柄スタッビドライバ（マイナス） 

D1P2-1, 2, 3
D1M2-5, 6, 8
D1PS-2
D1MS-6

スパナとめがねレンチの機能を1本に！
■コンビネーションレンチセット[12本組]

メンテナンスに最適な入組を厳選したチェストケース採用工具セット。
■工具セット（チェストタイプ）

持ち運びに便利な両開きケースに、メンテナンスに必要な工具を入組。
■工具セット （両開きメタルケースタイプ）

ラチェットハンドルに使用頻度の高い
アタッチメントとソケットを入組。

■12.7sq.ソケットレンチセット[26点] ■樹脂柄ドライバセット貫通タイプ[8本組]■12.7sq.ヘキサゴンビットソケットセット
　[10コ組]

目盛り付きやり形ヘッドが
サイズ合わせをスムーズに！

■モンキレンチ
つぶれた小ねじや錆びた小ねじを
緩めるのに大変便利。

■ねじプライヤ

角が取れて丸くなってしまった
ボルトの取り外しに。

■9.5sq.ツイストソケットセット
　[10コ組]

角が取れて丸くなってしまった
ボルトの取り外しに。

■12.7sq.ツイストソケットセット
　[5コ組] 強く締め付けたねじや錆びついた

ねじを緩める場合に威力を発揮。

■インパクトドライバセット
高トルクが必要な作業に最適！
■19.0sq.超ロングスピンナハンドル

手が滑りにくいローレットグリップを採用。
ハンドルは中空で軽量です。

■12.7sq.超ロングスピンナハンドル

入組

58

No. 小売参考価格入組点数使用ケース ▼kg
￥91,90052EK-1A（W430×D225×H225） 15SK4520W

入組

52

縦方向での使用例 滑りにくい先端部分

角の丸くなったボルト

回転方向（右ねじ緩め専用）

角の丸くなったボルト

回転方向（右ねじ緩め専用）

No. 小売参考価格最大開口（mm）

￥16,800MWA-450 55
￥6,270WM-300 43
￥4,600WM-250 35

No. 小売参考価格
￥14,400BS4-780

No. 小売参考価格
￥27,100BS6-1050

No. 小売参考価格適用ねじサイズ
￥2,540PSN-175 M2～M6

No. 小売参考価格適用スナップリング（呼び径）
￥2,660SOP-171 19～30

クロー径
φ2.0

No. 小売参考価格
￥9,670SD6

WM-250

（MWA-450除く）

（21mm以上除く）

クロス マイナス

六角

十二角

十二角

十二角

十二角

十二角

クロス ヘキサゴン

No.TB4TW05 ￥28,300小売参考価格
ツイストソケット
ソケットホルダー5コ用

B4TW-17,19,21,22,24
EHB405

No. 小売参考価格適用スナップリング（呼び径）
￥2,660SCP-171 19～30

クロー径
φ2.0

No. 小売参考価格先端開口範囲（mm）
￥8,740AS307 最小10～最大36

No. 小売参考価格軟線
切断能力

￥3,160PSL-150 φ2.0
硬線
φ1.6

No. 小売参考価格切断可能最大径（鉄線）
￥1,980PJ-200 φ2.6

No. 小売参考価格軟線
切断能力

￥3,290PN1-150 φ2.6
硬線
φ2.0

ピアノ線
φ1.8

多機能な刃形状

呼び径
適用する穴

穴径

穴用スナップリング

呼び径

適用する軸
穴径

軸用スナップリング

穴付スナップ
リング

リング内側
切欠きタイプ

72
ギア

No. 小売参考価格

￥3,370FBS-14
￥2,880FBS-12
￥2,880FBS-10

刃角75°

刃角90°

皮ムキ

凸部付きソフトグリップ
保持力の高い三段形状

オリジナルバッグはロールタイプで
コンパクトに収納
※MSR1A-22,24はオリジナルバッグには
　収納できません。

軸用スナップ
リング

クロー交換可穴用スナップ
リング

クロー交換可

数量限定 オリジナルバッグ付

入組内容 入組内容

※MWA-450は形状が写真とは異なります。

FBS-14

M5
45°×6°ロング

45  ゚ 6  ゚

78
7m
m

10
49
.5m
m

ハ
ン
マ
で
衝
撃（
イ
ン
パ
ク
ト
）を

与
え
る
と
そ
の
力
が
回
転
方
向
に

変
化
し
ま
す
。

差込角
12.7sq.

差込角
19.0sq.

（実寸）
（実寸）

クロス マイナス

新やり形ヘッド



安全・快適な作業を実現するマストアイテム。ハンドツール

いざという時の必需品。便利アイテム

No.TM508 ￥15,800小売参考価格
めがねレンチ M5-0810,1012,1113,1214,1417,1719,1921,2224

No. 小売参考価格入組点数使用ケース ▼kg
￥44,40026EKB-2（W455×D190×H60） 5.8TB420X

トルク伝達と狭い場所での作業性を両立した
オフセット角度＆コンパクトヘッド採用。

■めがねレンチセット[8本組]
ヘッド幅が世界最小クラスを誇る
ＫＴＣ独自の新やり形ヘッド。

■スパナセット[6本組]
歯形状は「三段形状」で細かいものから
太いものまでをつかみやすい。

■コンビネーションプライヤ（ソフトグリップ付）

農機整備を快適に行えるサイズをセット。
送り角度5°で狭い場所での連続作業がスムーズに。

■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）[8本組]
ソケット側はハンドルをL字形に曲げれば
強い力をかけられ、立てれば
ドライバのように早まわしが可能。

■フレックスソケットスパナ

滑り止めの凸部が付いたグリップが
手にジャストフィット。

■ラジオペンチ（スタンダードタイプ）
先端は軟線や細い線材を、根元は硬い線材を
切るのに適している多機能タイプ。

■ニッパ

適用する軸の外側に
スナップリングを広げて挿入。

■直型スナップリングプライヤ軸用
適用する穴の内側に
スナップリングを縮めて挿入。

■直型スナップリングプライヤ穴用
無段階自動ロック機構。
任意の位置でロックが可能。

■ハブ用スナップリングプライヤ

No. 小売参考価格入組点数使用ケース ▼kg
￥110,00058SKX0213（W520×D215×H300） 19SK4586X

●樹脂成形トレイ（W445×D185×H52）付。 ※メタルケースEKB-2に入る大きさです。

No.TMS212 ￥17,400小売参考価格
コンビネーションレンチ MS2-055,07,08,10,12,13,14,15,17,19,21,22
●樹脂成形トレイ（W445×D185×H52）付。 ※メタルケースEKB-2に入る大きさです。

●ビットの交換が可能です。

No.TS206 ￥6,140小売参考価格
スパナ
スパナホルダー

S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719
EHS-1

D.PAT.

D.PAT.D.PAT. D.PAT.

No. TMSR1A08N ￥23,500小売参考価格▼kg 1.6
ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ） MSR1A-10,12,13,14,17,19,22,24
※オリジナルバッグにはラチェットコンビネーションレンチ6本が収納可能です。（MSR1A-22,24を除く）

No.TBT410H ￥13,300小売参考価格
ヘキサゴンビットソケット
クロスビットソケット
ソケットホルダー10コ用

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

No.TB3TW10 ￥33,400小売参考価格
ツイストソケット

ソケットホルダー10コ用

B3TW-08,09,10,11,12,13,
　　　 14,15,16,17
EHB310

●六角ボルスター付きです。（スタッビドライバ除く）●先端マグネット付きです。
※スタッビドライバは非貫通タイプです。

※動力工具は使用しないでください。 ※動力工具は使用しないでください。

No.TPMD18 ￥8,840小売参考価格
樹脂柄ドライバ貫通タイプ（クロス）
樹脂柄ドライバ貫通タイプ（マイナス）
樹脂柄スタッビドライバ（クロス）
樹脂柄スタッビドライバ（マイナス） 

D1P2-1, 2, 3
D1M2-5, 6, 8
D1PS-2
D1MS-6

スパナとめがねレンチの機能を1本に！
■コンビネーションレンチセット[12本組]

メンテナンスに最適な入組を厳選したチェストケース採用工具セット。
■工具セット（チェストタイプ）

持ち運びに便利な両開きケースに、メンテナンスに必要な工具を入組。
■工具セット （両開きメタルケースタイプ）

ラチェットハンドルに使用頻度の高い
アタッチメントとソケットを入組。

■12.7sq.ソケットレンチセット[26点] ■樹脂柄ドライバセット貫通タイプ[8本組]■12.7sq.ヘキサゴンビットソケットセット
　[10コ組]

目盛り付きやり形ヘッドが
サイズ合わせをスムーズに！

■モンキレンチ
つぶれた小ねじや錆びた小ねじを
緩めるのに大変便利。

■ねじプライヤ

角が取れて丸くなってしまった
ボルトの取り外しに。

■9.5sq.ツイストソケットセット
　[10コ組]

角が取れて丸くなってしまった
ボルトの取り外しに。

■12.7sq.ツイストソケットセット
　[5コ組] 強く締め付けたねじや錆びついた

ねじを緩める場合に威力を発揮。

■インパクトドライバセット
高トルクが必要な作業に最適！
■19.0sq.超ロングスピンナハンドル

手が滑りにくいローレットグリップを採用。
ハンドルは中空で軽量です。

■12.7sq.超ロングスピンナハンドル

入組

58

No. 小売参考価格入組点数使用ケース ▼kg
￥91,90052EK-1A（W430×D225×H225） 15SK4520W

入組

52

縦方向での使用例 滑りにくい先端部分

角の丸くなったボルト

回転方向（右ねじ緩め専用）

角の丸くなったボルト

回転方向（右ねじ緩め専用）

No. 小売参考価格最大開口（mm）

￥16,800MWA-450 55
￥6,270WM-300 43
￥4,600WM-250 35

No. 小売参考価格
￥14,400BS4-780

No. 小売参考価格
￥27,100BS6-1050

No. 小売参考価格適用ねじサイズ
￥2,540PSN-175 M2～M6

No. 小売参考価格適用スナップリング（呼び径）
￥2,660SOP-171 19～30

クロー径
φ2.0

No. 小売参考価格
￥9,670SD6

WM-250

（MWA-450除く）

（21mm以上除く）

クロス マイナス

六角

十二角

十二角

十二角

十二角

十二角

クロス ヘキサゴン

No.TB4TW05 ￥28,300小売参考価格
ツイストソケット
ソケットホルダー5コ用

B4TW-17,19,21,22,24
EHB405

No. 小売参考価格適用スナップリング（呼び径）
￥2,660SCP-171 19～30

クロー径
φ2.0

No. 小売参考価格先端開口範囲（mm）
￥8,740AS307 最小10～最大36

No. 小売参考価格軟線
切断能力

￥3,160PSL-150 φ2.0
硬線
φ1.6

No. 小売参考価格切断可能最大径（鉄線）
￥1,980PJ-200 φ2.6

No. 小売参考価格軟線
切断能力

￥3,290PN1-150 φ2.6
硬線
φ2.0

ピアノ線
φ1.8

多機能な刃形状

呼び径
適用する穴

穴径

穴用スナップリング

呼び径

適用する軸
穴径

軸用スナップリング

穴付スナップ
リング

リング内側
切欠きタイプ

72
ギア

No. 小売参考価格

￥3,370FBS-14
￥2,880FBS-12
￥2,880FBS-10

刃角75°

刃角90°

皮ムキ

凸部付きソフトグリップ
保持力の高い三段形状

オリジナルバッグはロールタイプで
コンパクトに収納
※MSR1A-22,24はオリジナルバッグには
　収納できません。

軸用スナップ
リング

クロー交換可穴用スナップ
リング

クロー交換可

数量限定 オリジナルバッグ付

入組内容 入組内容

※MWA-450は形状が写真とは異なります。

FBS-14

M5
45°×6°ロング

45  ゚ 6  ゚

78
7m
m

10
49
.5m
m

ハ
ン
マ
で
衝
撃（
イ
ン
パ
ク
ト
）を

与
え
る
と
そ
の
力
が
回
転
方
向
に

変
化
し
ま
す
。

差込角
12.7sq.

差込角
19.0sq.

（実寸）
（実寸）

クロス マイナス

新やり形ヘッド



作業の省力化 ＆ 時短を実現するパワーツール。

作業の安全と効率化を実現するKTCのラインナップ
動力工具

作業の信頼性向上に！トルクレンチ

ITEM
SELECT

［農機整備編］

〒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.66-15　2015.10.50S（SS）

http://ktc.jp/

グリース充填を簡単に！グリースガン 作業の快適性をUP！アクセサリー

メンテナンス作業の能率・効率を向上！専用工具・その他

トリガーを引くだけで楽々グリース充填！ 作業時間が短縮。
■コードレスグリースガンセット

様々なシーンで作業を快適にサポート。
丸洗いでき、屋外での作業にも活躍。

■メカニックマット

コードレスで作業場所を選ばず、
アングルタイプで「安全」作業を実現！

■12.7sq.コードレスアングルインパクトレンチ

■12.7sq.アングルインパクトレンチ
　（コンポジットタイプ）

グリースの充填が楽なカートリッジ式。
■グリースガン（カートリッジ式） ■グリースガン用交換ノズル

　（ハイドロホースノズル） 肩まわりに干渉しないフレームワーク。
■サービスクリーパー フラットタイプ

各種ホースの閉栓作業に便利。
■ピンチオフプライヤ

チェーンがはずれにくく確実な緩め作業を実現！
■チェーン型オイルフィルタレンチ

ワイヤーカット・ワイヤーストリップ・
端子かしめの3つの用途に対応。

■電工ペンチ

AMBACシステムの採用によりインパクトレンチ使用時のピン飛び出しを防止！
■インパクトレンチ用ソケット

■12.7sq.プレセット型トルクレンチ

チャッキング用ゴムで作業性向上。
■ノックピンポンチセット［8本組］

本体は樹脂製で
軽くて使いやすい！

■エアブローガン

No. 小売参考価格吐出容量
￥55,000JTAE911 70±5g/min

No. 小売参考価格
￥5,720AYM-1

No. 小売参考価格
￥4,910

1回当たりの排出容量（㎤）
1CG-400 No. 小売参考価格

￥2,650G-330NH

No. 小売参考価格
￥3,480AD102B

No. 小売参考価格
￥9,000AYSC-20F

No. 小売参考価格適用ホース最大径

￥5,360PSA57 外径φ41
￥3,840PSA34 外径φ19

No. 小売参考価格適用径
￥8,780AE502 φ89～142

No. 小売参考価格ノズル長（mm）

￥7,240YKAG-490A 490
￥6,480YKAG-330A 330
￥3,340YKAG-090A 90

No.PK8 ￥14,900小売参考価格
ノックピンポンチ PK- 2125、3135、4185、45185、5190、6207、7212、8217

■12.7sq.インパクトレンチ
　（フラットノーズタイプ）

■12.7sq.インパクトレンチ
　（コンポジットタイプ）

■19.0sq.インパクトレンチ
　（コンポジットタイプ）

YKAG-090A

YKAG-330A

YKAG-490A

リチウムイオン
バッテリー採用

420
195

180

収納時のサイズ

1210
mm

420mm

30
mm

厚さ

810
g

重量

電動
工具

電動
工具

片膝をついての作業も快適

電動コードレスタイプだから取り回し
が容易キャリングケース付

薄型ヘッドは狭い場所での
作業に最適！

微調整が可能な
ティージングスロットル

リチウムイオンバッテリー（BL2005）×2個、
充電器、専用樹脂ケース付

ハイパワーで長寿命の
20Vリチウムイオン
バッテリー採用

No. 小売参考価格トルク測定範囲（N・m）
￥44,300CMPB2004 40～200

メンテナンス作業の信頼性向上に！

PSA57
PSA34

No. 小売参考価格
￥80,000JAP651

3.3KgM33
能力ボルトトルク

MAX

1600N・m

3.5Kg

2.06
KgM12

能力ボルトトルク
MAX

245N・m

No. 小売参考価格
￥62,000JAP491

1.6KgM12
能力ボルトトルク

MAX

250N・m

No. 小売参考価格
￥43,000JAP451

1.3KgM16
能力ボルトトルク

MAX

410N・m

No. 小売参考価格
￥35,000JAP417

1.3KgM16
能力ボルトトルク

MAX

500N・m

六角

¥1,010～¥2,480

¥1,400～¥4,030

¥1,770～¥4,300

¥4,290～¥4,710

¥2,070～¥4,980

¥3,370～¥8,940

小売参考価格※

※ピン・リング付きの価格です。

インパクトレンチ用
ロングソケット（薄肉）

インパクトレンチ用ソケット
（ディープ薄肉）

インパクトレンチ用ソケット
（セミディープ薄肉）

インパクトレンチ用ソケット
（標準）

インパクトレンチ用ソケット
（ディープ薄肉）

インパクトレンチ用ソケット
（標準）

sq. 形状

8～32

8～36

10～32

12～22

17～46

19～46

サイズ（mm）
ムービーで
チェック！

PAT.
AMBAC（アンバック）システムはKTCが開発したインパクトレンチ用
ソケット・アクセサリー類に採用されているピン抜け防止機構です。

インガソール・ランド社（Ingersoll Rand 略称：IR社）はアメリカに本拠をおく
エアツールの世界トップメーカーです。その製品力と技術力が高く評価され、
現在では大手の各企業から指名を受けています。
KTCはIRブランドのエアツール及びコードレスツールを主体とする生産設備
機器関連商品全般を日本国内において販売提携しております。

※品番・サイズ表示のデザインは写真と異なる場合があります。

57mm

No. 小売参考価格
オープン価格W5350JP-K2

55mm

110mm

●カートリッジ1本付。

カートリッジ

※商品の価格につきましては、取扱店までお問い合せください。

エア
ツール

エア
ツール

エア
ツール

エア
ツール

・電流が流れている箇所に使用しないでください。
・成形確認機構を持たない簡易圧着工具です。
 信頼性を担保すべき作業には使用できません。

警告
スピンナハンドルによる使用例

メンテナンス可能な
ヘッドを採用

ラチェットでは出せない
最大トルク245N・m

キックバック（反動）が
ないので手にやさしい

エアホースの煩わしい取り回しが不要で作業場所を選びません。
アングルタイプなので爪付近に手を近づけることなく作業でき「安全」です。

36
ギア

1充電当たり作業量（目安）
カートリッジグリース 約7本

439mm

チャッキング用ゴム

フレキシブルノズル 750mm


