9.5

使い手の時間とともに増す
黒檀ならではの趣をご堪能あれ。
ネプロス 9.5sq.

木柄ラチェットハンドル 黒檀

ネプロス 9.5sq.ツールセット

NTX632TH25

ネプロス 6.3sq.ツールセット

NTX641TH25

ネプロス 9.5sq. 木柄ラチェットハンドル 黒檀

NBR390WK
NBR390WK-N（名入れ）

名入れサンプル

数量限定

NBR390WK
NBR390WK-N（名入れ）
No.
NBR390WK
NBR390WK-N

（名入れ）

送り角

90
ギア

Limited Edition

Ebony Grip Ratchet Handle

黒檀は緻密性が高く、硬く高耐久。
使えば使うほど独特の光沢が出てきます！
黒檀製グリップには、
レーザーマーキングによるneprosロゴを刻印。

・ネプロス9.5sq.木柄ラチェットハンドル
黒 檀 N B R 3 9 0 K W- N にレ ーザーマー
キングでお名前をお入れいたします。
ご購入時に専用発注書にて申し込みく
ださい。
・専用発注書は弊社製品取扱い販売店
または下記URLから入手していただけ
ます。
ktc.jp/nepros/download/69-27.pdf
（ マ ー キング 位 置 は 木 柄グリップ の
neprosロゴの裏側です。）

NBR390WK-N（名入れ）

限定モデルとなる木柄ラチェットハンドルには、
銘木として重用される黒檀を採用。
天然素材の木目には一つとして同じものが存在せず、
文字通り世界にたったひとつのアイテムとして
永くご愛用いただける逸品です。
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標準小売価格

¥ 16,500

4°

30

22

15

180

270

4°

30

22

15

180

270

¥ 15,000

●小判形として世界最高クラスの90枚ギアを採用し、かつてない滑らかな動きと強度を実現しました。
●NBR390WK-Nは名入れタイプです。
L
レーザーマーキング加工のための納期を頂戴します。
φ
B
※リペアキット
（NBR390-K）
を設定しています。
※木柄
（黒檀）
は自然素材のため木目・色調は一点ごとに異なります。 T

ネプロスの魅力を全身で感じるライブ空間！

nepros museum360°
ネプロス ミュージアム サンロクマル

見る、触れる、体験するミュージアム。

国内唯一の工具ミュージアム
「KTCものづくり技
術館」
内にオープンした
「nepros museum360°
」
をご存知ですか？ 6つのゾーンからなる館内は
「ネプロスを全身で感じる
（感性）ライブ空間」が
コンセプト。
ネプロスファン、
KTCファンはもちろん、
多くの方々にお楽しみいただける体験型のネプ
ロス専門博物館です。見学お申し込みは予約制。
詳しい情報はwebサイトをご覧ください！
nepros museum360°
オフィシャルwebページ

ktc.jp/brand/nepros360

nepros museum360°
は、
日時指定の事前予約制です。
ご来館の際は、
1週間前までに予約をお願いします。

25年を経て愛され続けるネプロス。
1990年初頭、KTCは自動車メンテナンスのプロフェッショナ

ルに向けた世界一のハンドツールをつくることを決意しま

した。世界中の競合製品を徹底的に検証し、素材、設計、製
造技術、工作精度など、すべてにおいて他を上回り、なおか

つ自分たちの理想の形を追い求める。
その想いを原動力に
5年の期間を経て誕生したのがネプロスです。

1994年の誕生以来、四半世紀を経てなおユーザー数は増

加を続け、ネプロスの高いクオリティとスペックはプロ

フェッショナルをはじめ、さまざまな分野、さまざまな国へ
No.69-26 2019.02.50S
（S）
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活躍の場を広げています。
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ネプロス 9.5sq.ツールセット (32pcs.) No.NTX632TH25

9.5

nepros 9.5sq.Tool Set

ネプロス 9.5sq.ツールセット(32pcs.)

ネプロス 6.3sq.ツールセット(41pcs.)

ケース付き

9.5sq.は作業性にこだわった
プロスペック＆ベーシック。

6.3sq.にもneprosの
精度と信頼性を凝縮。

数量限定

Limited Edition

六角

No.NTX632TH25

Limited Edition

十二角

▼kg 12.7

両開きメタルケース
9.5sq. ソケット
（六角）
9.5sq. ディープソケット
（十二角）
9.5sq. ヘキサゴンビットソケット
9.5sq. ラチェットハンドル
9.5sq. コンパクトラチェットハンドル
9.5sq. クイックスピンナ
9.5sq. クイックスピンナ
（コンパクト）
9.5sq. エクステンションバー
9.5sq. ユニバーサルジョイント
マイナスドライバ
クロスドライバ
コンビネーションレンチ
モンキレンチ
ニッパ
ラジオペンチ

コンパクトさと信頼性を両立する差込角6.3sq.のツール
セットには、狭所作業に適した6.3sq.の特長を最大限に
活かす入組。ラチェットハンドルとビット類はスタッビタ
イプもセット。ハンドル類はドライバタイプやT形ハンド
ルなど、早回しに最適なアイテムを追加。

数量限定

90
ギア

90
ギア
六角

十二角

nepros 6.3sq.Tool Set (41pcs.)

nepros 9.5sq.Tool Set (32pcs.)
標準小売価格

￥157,000

NB3-08,10,12,13,14,17
NB3L-10W,12W,14W
NBT3-04,05,06
NBR390
NBRC390
NBE38
NBEC38
NBE3-075,150
NBJ3
ND1M2-5,6
ND1P2-1,2
NMS2-08,10,12,13,14,17
NWM-250
NPN-150
NPSL-150

●専用両開きメタルケース付きモデルです。
●発泡ポリエチレン製収納トレイを採用しています。

スタンダードサイズのNBR390
（左）
コンパクトヘッドタイプのNBRC390
（右）

No.NTX641TH25

両開きメタルケース
6.3sq. ソケット
（六角）

▼kg 11.5

6.3sq. ディープソケット
（十二角）
6.3sq. ラチェットハンドル
6.3sq. スタッビラチェットハンドル
6.3sq. スピンナハンドル
6.3sq. エクステンションバー
6.3sq. クイックスピンナ
6.3sq. ユニバーサルジョイント
6.3sq. ドライバ型ハンドル
（ショート）
6.3sq. ロングクロスドライバビットソケット
6.3sq. ロングマイナスドライバビットソケット
6.3sq. スタッビクロスドライバビットソケット
6.3sq. スタッビマイナスドライバビットソケット
6.3sq. ヘキサゴンビットソケット
6.3sq. スタッビヘキサゴンビットソケット
コンビネーションレンチ
T 形ハンドル
ニッパ
ラジオペンチ

標準小売価格

￥161,000

NB2-055,08,10,12,13,14
NB2L-055W,08W,10W,
12W,13W,14W

NBR290
NBR290H
NBS2
NBE2-050,075
NBE28
NBJ2
NBD12S
NBT2P-1L,2L
NBT2M-06L
NBT2P-1SS,2SS
NBT2M-06SS
NBT2-03,04,05
NBT2-03SS,04SS,05SS
NMS2-08,10,12,13,14,17
NBHT2
NPN-150
NPSL-150

発泡ポリエチレン製収納トレイを採用。ソケット
ビット類の多い入組でも移動時の静粛性を確保。

のアプローチが
！
さらに奥へ 可能に
■スタッビラチェットハンドル:NBR290H
＋スピンナハンドル:NBS2
群を抜く極小サイズを活か
して、不可能だった障害物
の奥へも容易にアプロー
チ。奥へ届くだけでなく確
実な作業を実現。

●専用両開きメタルケース付きモデルです。

●発泡ポリエチレン製収納トレイを採用しています。

作業性UP!
ダイレクト なアプローチで

■ロングクロスドライバビットソケット:NBT2P-1L,2L
■ロングマイナスドライバビットソケット:NBT2M-06L

ネプロス

専用両開きメタルケース

（NTX632TH25・NTX641TH25共通）
収納ケースは、
ベストセラーのEK-10A
をセレクト。
ネプロスでは初となる両開
きタイプのメタルケースの天面に専用
のエンブレムをセットした特別仕様。

持ち上げて移動

手を離すと収納

フラットに収納されるビルトインハンドルは
「持ち
上げる」
動作でケースを運べ、
置くときは手を放す
と自重で収納。
NTX632TH25・NTX641TH25共通

nepros案内̲B.indd 1

nepros 6.3sq.Tool Set

ケース付き

自動車整備のスタンダードとなる差込角9.5sq.
のツールセットは作業性にこだわった入組を
セレクト。
ラチェットハンドルは狭所作業にも
対 応 するコン パクトヘッドタイプ を 追 加 。
ディープソケットは奥まった個所へのアプロー
チ時のはまりやすさを重視し、十二角を採用。

発泡ポリエチレン製収納トレイを採用。
適度なフィット性で大切な工具を保持します。

6.3

ネプロス 6.3sq.ツールセット(41pcs.) No.NTX641TH25

エクステンションバーを使用
することなく対象へアプロー
チ。ガタつきが少なく、ダイレ
クト感を実現。小さな径の深
穴、上部に障害物がありドラ
イバタイプではアプローチが
難しい個所での
作業に最適。

狭小箇所、障害物の奥へも
ダイレクトに届きます

美しさ!
ねじり剛性 に優れ作業性UP! デザイン アワード受賞の
■スタッビヘキサゴンビットソケット:
NBT2-03SS,04SS,05SS

スタッビタイプのビットソケッ
トは、ねじれにくく、かけた力
をロスなく伝達。狭所作業だ
けでなく、固着したボルトの緩
め作業にもおすすめ。

■ラチェットハンドル:NBR290

世界的に最も権威のあるデザイン賞
の一つ「iFデザインアワード2017」受
賞のラチェットハンドルNBR290を
採用。世界が認めた最高峰の美しさ
と機能をその手にお届け。
（ネプロス6.3sq.ラチェッットハンドル
シリーズとして受賞）

もちろん90枚ギア、
送り角4°
の精密機構！
美しさだけでなく、90枚ギアの緻密な操作感と
ネプロスならではの高剛性を実現。
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