
プロフェッショナル
据え置きタイプ

入組内容 ／ 入組点数 点971

共通入組内容 ／ 入組点数 点

使用ケース:EKR-103SBB2

使用ケース:EKR-103PR2

68～1 3

No.SK36820E

期間限定
¥85,800キャンペーン

価格

ケース品番:EKR-103
小売参考価格合計 ¥122,160

3 23 kg

No.SK36820ESBB2

No.SK36820EPR1

※写真はイメージです。
　複数の引出しを同時に開けないでください。

EKR-103
シリーズ
ラインナップ

【パールレッド】
小売参考価格 ¥45,800

No.EKR-103PR2EKR-103シリーズ共通仕様
本体サイズ ： W510×D275×H325　付属品 ： トップマット×1, 引出しマット×3, 仕切板×3 【シルバー×レッド】

小売参考価格 ¥35,500

No.EKR-103
【シャンパンゴールド×シルバー】
小売参考価格 ¥45,800

No.EKR-103CG
※EKR-103シリーズ
　ケース単品でのご購入は、
　ご購入者特典の対象外です。 【シーベットブルー】

小売参考価格 ¥45,800

No.EKR-103SBB2
【ローズゴールド×シルバー】
小売参考価格 ¥45,800

No.EKR-103RG

No.SK59720E

期間限定
¥137,000キャンペーン

価格

ケース品番:EKR-103
小売参考価格合計 ¥171,260

1 25 kg

No.SK36820EPR

数量限定
¥85,800キャンペーン

価格

ケース品番:EKR-103PR2
小売参考価格合計 ¥126,460

1 23 kg

No.SK36820ESBB

数量限定
¥85,800キャンペーン

価格

ケース品番:EKR-103SBB2
小売参考価格合計 ¥126,460

2 23 kg

（EKR-501、EKR-502L）

このセットは
サイドに付けられる
オプション

が入組にセット！

No.EKR-502LNo.EKR-501

No.SK46120E

期間限定
¥89,800キャンペーン

価格

ケース品番:EKR-103
小売参考価格合計 ¥120,180

1 23 kg

入組内容 ／ 入組点数 点611

共通入組内容 ／ 入組点数 点

使用ケース:EKR-103CG

使用ケース:EKR-103RG

68～1 2

（EKR-501、EKR-502S）

No.SK36820ECG

数量限定
¥89,800キャンペーン

価格

ケース品番:EKR-103CG
小売参考価格合計 ¥132,200

1 24 kg No.SK36820ERG

数量限定
¥89,800キャンペーン

価格

ケース品番:EKR-103RG
小売参考価格合計 ¥132,200

2

No.SK36820ECG1

No.SK36820ERG2

24 kg

（別売）

小売参考価格 ¥4,630
No.EKR-502L

この2セットは
サイドに付けられる
オプション

が入組にセット！

No.EKR-502S

No.EKR-501

用途に合わせてカスタマイズできるオプション

EKR-103専用サイドポケットL

小売参考価格 ¥3,860
No.EKR-502S
EKR-103専用サイドポケットS

小売参考価格 ¥4,960
No.EKR-501
EKR-103専用サイドテーブル

9.5
sq.

6.3
sq. 入組点数 点97

スタンダード
据え置きタイプ

12.7
sq. 入組点数 点61

※写真はイメージです。
　複数の引出しを同時に開けないでください。

スタンダード
据え置きタイプ

使いやすさをデザインした個性際立つフォルムに
充実の入組をセット

入組点数 点689.5
sq.

スタンダード
据え置きタイプ

暮らしに彩りを添える限定プレミアムカラー採用モデル

入組点数 点689.5
sq.

機能もデザインも譲れないプロも納得の入組！

大型車・重機・農機などのメンテナンスに！

発想も、デザインも、品質も全てが
メイドインジャパンの収納具。EKR-103

使い勝手を追求した個性際立つフォルム
メンテナンスのクオリティを
格段にアップするトルクル採用モデル。TORQULE MODEL

※写真はイメージです。
　複数の引出しを同時に開けないでください。

※写真はイメージです。
　複数の引出しを同時に開けないでください。

数量限定 数量限定数量限定 数量限定

※写真はイメージです。
　複数の引出しを同時に開けないでください。

SKX0213
シリーズ
ラインナップ

SKX0213シリーズ共通仕様
本体サイズ ： W520×D215×H300　付属品 ： トップマット×1, 引出しマット×3, 仕切板×3

※SKX0213シリーズ
　ケース単品でのご購入は、
　ご購入者特典の対象外です。

新設計の専用トレイで工具の整理がしやすい

お求めやすいスタンダードセット 入組点数96点を誇るプロフェッショナルモデル

大型車・重機・農機などのメンテナンスに

機能を追求したスタイリッシュデザイン

※写真はイメージです。
　複数の引出しを同時に開けないでください。

※写真はイメージです。
　複数の引出しを同時に
　開けないでください。

※写真はイメージです。
　複数の引出しを同時に
　開けないでください。

※写真はイメージです。
　複数の引出しを同時に
　開けないでください。

共通入組内容 ／ 入組点数 点56～1 6

EK-10A／EK-1Aシリーズラインナップ ※EK-10A ／ EK-1Aシリーズケース単品でのご購入は、ご購入者特典の対象外です。

スタンダード
持ち運びタイプ

アクティブに使えるケースに多彩な入組をセット

入組点数 点569.5
sq.

充実の入組アイテムをアクティブに使いこなそう！

大型車・重機・農機などのメンテナンスに

携行性に優れた両開きメタルケース

No.SK31220TQ

期間限定
¥39,800キャンペーン

価格

ケース品番:MCKB-B
小売参考価格合計 ¥43,670

1 2 kg

専用アプリにより実現する高精度な作業履歴管理
お手持ちのスマートフォンやタブレットなどに専用アプリをインス
トールするだけで、測定値の結果表示やデータの転送はもちろん、
測定履歴の管理といった作業トレーサビリティを実現します。

使用ケース:EK-1A
No.SK45220W2

No.SK35620WCG

数量限定
¥71,800キャンペーン

価格

ケース品番:EK-1ACG
小売参考価格合計 ¥96,520

1 15 kg

No.SK35620WR

期間限定
¥69,800キャンペーン

価格

ケース品番:EK-1AR2
小売参考価格合計 ¥95,520

4 15 kgNo.SK35620WRG

数量限定
¥71,800キャンペーン

価格

ケース品番:EK-1ARG
小売参考価格合計 ¥96,520

2 15 kg

No.SK35620W

期間限定
¥69,800キャンペーン

価格

ケース品番:EK-1A
小売参考価格合計 ¥93,520

5 15 kgNo.SK35620WWH

数量限定
¥69,800キャンペーン

価格

ケース品番:EK-1AWH
小売参考価格合計 ¥96,520

3 15 kg

No.SK35620WGBK

期間限定
¥69,800キャンペーン

価格

ケース品番:EK-1AGBK
小売参考価格合計 ¥95,520

6 15 kg

No.SK45220WR

期間限定
¥71,800キャンペーン

価格

ケース品番:EK-1AR2
小売参考価格合計 ¥93,980

共通入組内容 ／ 入組点数 点

期間限定
¥71,800キャンペーン

価格

ケース品番:EK-1A
小売参考価格合計 ¥91,980

期間限定
¥71,800キャンペーン

価格

ケース品番:EK-1AGBK
小売参考価格合計 ¥93,980

1

No.SK45220W2

No.SK45220WGBK3

15 kg

15 kg

15 kg

52～1 3

【シーベットブルー】
小売参考価格 ¥29,400

No.EK-10ASBB
EK-10Aシリーズ共通仕様　本体サイズ ： W440×D233×H230
EK-1Aシリーズ共通仕様　本体サイズ ： W430×D225×H225

【スカイブルー】
小売参考価格 ¥29,400

No.EK-10ASB
【シャンパンゴールド】
小売参考価格 ¥29,400

No.EK-1ACG

【シルバー】
小売参考価格 ¥27,400

No.EK-10A
【ブラック】
小売参考価格 ¥28,400

No.EK-10AGBK
【レッド】
小売参考価格 ¥29,400

No.EK-10AR3

【ホワイト】
小売参考価格 ¥30,400

No.EK-10AWH

【ブラック】
小売参考価格 ¥28,400

No.EK-1AGBK

【ホワイト】
小売参考価格 ¥29,400

No.EK-1AWH

【レッド】
小売参考価格 ¥28,400

No.EK-1AR2
【シルバー】
小売参考価格 ¥26,400

No.EK-1A

【ローズゴールド】
小売参考価格 ¥29,400

No.EK-1ARG

革新的ハンドルを手に入れた
ジャパンメイドのスタイリッシュボディ。EK-10A/EK-1A

使用ケース:EK-10ASBB
No.SK35620WZSBB2

使用ケース:EK-10AR3
No.SK35620WZR4

No.SK35620WZSB

数量限定
¥70,800キャンペーン

価格

ケース品番:EK-10ASB
小売参考価格合計 ¥96,520

1 15 kg

No.SK35620WZ

期間限定
¥70,800キャンペーン

価格

ケース品番:EK-10A
小売参考価格合計 ¥94,520

5 15 kgNo.SK35620WZSBB

数量限定
¥70,800キャンペーン

価格

ケース品番:EK-10ASBB
小売参考価格合計 ¥96,520

2 15 kg

No.SK35620WZGBK

期間限定
¥70,800キャンペーン

価格

ケース品番:EK-10AGBK
小売参考価格合計 ¥95,520

6 15 kg

スタンダード
持ち運びタイプ

9.5
sq.

共通入組内容 ／ 入組点数 点56～1 6

入組点数 点56

スタンダード
持ち運びタイプ

12.7
sq. 入組点数 点52

No.SK35620WZR

期間限定
¥70,800キャンペーン

価格

ケース品番:EK-10AR3
小売参考価格合計 ¥96,520

4 15 kg

No.SK35620WZWH

数量限定
¥70,800キャンペーン

価格

ケース品番:EK-10AWH
小売参考価格合計 ¥97,520

3 15 kg

使用例

使用ケース:SKX0213
使用ワゴン:SKX2613ST

2 No.SK59620XX

使用ケース:SKX0213
1 No.SK59620X

No.SK59620X

期間限定
¥134,000キャンペーン

価格

ケース品番:SKX0213
小売参考価格合計 ¥165,000

1 23 kg No.SK59620XX

期間限定
¥155,000キャンペーン

価格

ケース品番:SKX0213　　ワゴン品番:SKX2613ST
小売参考価格合計 ¥198,300

+

2 48 kg

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

プロフェッショナル
据え置きタイプ

9.5
sq.

6.3
sq.

共通入組内容 ／ 入組点数 点96～1 2

入組点数 点96

No.SK36920XY

¥73,800キャンペーン
価格

ケース品番:SKX0213Y2
小売参考価格合計 ¥125,490

1 21kg

【シルバー】
小売参考価格 ¥28,200

No.SKX0213S

No.SK46020X

期間限定
¥79,800キャンペーン

価格

ケース品番:SKX0213
小売参考価格合計 ¥120,430

1 21kg

No.SK46020XS

期間限定
¥79,800キャンペーン

価格

ケース品番:SKX0213S
小売参考価格合計 ¥120,430

2 21kg No.SK46020XBK

期間限定
¥79,800キャンペーン

価格

ケース品番:SKX0213BK
小売参考価格合計 ¥120,430

3

No.SK46020XBK3

21kg

共通入組内容 ／ 入組点数 点60～1 3

スタンダード
据え置きタイプ

12.7
sq. 入組点数 点60

【ブラック】
小売参考価格 ¥28,200

No.SKX0213BK
【レッド】
小売参考価格 ¥28,200

No.SKX0213
【パープル】
小売参考価格 ¥28,200

No.SKX0213PU
【マットグリーン】
小売参考価格 ¥28,200

No.SKX0213MGR
【イエロー】
小売参考価格 ¥28,200

No.SKX0213Y2

使用ケース:SKX0213LGR

3 No.SK36920XLGR

使用ケース:SKX0213PU

2 No.SK36920XPU

使用ケース:SKX0213MGR

4 No.SK35320XMGR

【ライムグリーン】
小売参考価格 ¥28,200

No.SKX0213LGR

No.SK36920XLGR

¥73,800キャンペーン
価格

ケース品番:SKX0213LGR
小売参考価格合計 ¥125,490

3 21kg

No.SK36920XPU

¥73,800キャンペーン
価格

ケース品番:SKX0213PU
小売参考価格合計 ¥125,490

2 21kg

No.SK36920X

期間限定
¥73,800キャンペーン

価格

ケース品番:SKX0213
小売参考価格合計 ¥125,490

5 21kg

No.SK36920XS

期間限定
¥73,800キャンペーン

価格

ケース品番:SKX0213S
小売参考価格合計 ¥125,490

6 21kg No.SK36920XBK

期間限定
¥73,800キャンペーン

価格

ケース品番:SKX0213BK
小売参考価格合計 ¥125,490

7 21kg

No.SK35320XBK

期間限定
¥69,800キャンペーン

価格

ケース品番:SKX0213BK
小売参考価格合計 ¥115,890

7 20 kg

No.SK36920XMGR

¥73,800キャンペーン
価格

ケース品番:SKX0213MGR
小売参考価格合計 ¥125,490

4 21kg

No.SK35320XY

¥69,800キャンペーン
価格

ケース品番:SKX0213Y2
小売参考価格合計 ¥115,890

1 20 kg No.SK35320XLGR

¥69,800キャンペーン
価格

ケース品番:SKX0213LGR
小売参考価格合計 ¥115,890

3 20 kg

No.SK35320XPU

¥69,800キャンペーン
価格

ケース品番:SKX0213PU
小売参考価格合計 ¥115,890

2 20 kg

No.SK35320X

期間限定
¥69,800キャンペーン

価格

ケース品番:SKX0213
小売参考価格合計 ¥115,890

5 20 kg

No.SK35320XS

期間限定
¥69,800キャンペーン

価格

ケース品番:SKX0213S
小売参考価格合計 ¥115,890

6 20 kgNo.SK35320XMGR

¥69,800キャンペーン
価格

ケース品番:SKX0213MGR
小売参考価格合計 ¥115,890

4 20 kg

収納トレイは黒とピンクの2層構造で工具
の有無が一目瞭然。

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

スタンダード
据え置きタイプ

9.5
sq.

共通入組内容 ／ 入組点数 点69～1 7

入組点数 点69

スタンダード
据え置きタイプ

9.5
sq.

共通入組内容 ／ 入組点数 点53～1 7

入組点数 点53

伝統的スタイルを継承する
カラフルなスタンダードチェスト。SKX0213

No.SK35420BX

期間限定
¥81,900キャンペーン

価格

ケース品番:SKX0213
小売参考価格合計 ¥115,110

1 21kg

スタンダード
据え置きタイプ

インチ9.5
sq.

入組内容 ／ 入組点数 点541入組点数 点54

数量限定 数量限定 数量限定 数量限定

デコレーション
デカール

このセットだけの
プレゼント！

デコレーション
デカール

このセットだけの
プレゼント！

使用ケース:EK-1ACG
No.SK35620WCG1

は
じ
め
よ
う
、

工
具
の
あ
る
生
活
。

は
じ
め
よ
う
、

工
具
の
あ
る
生
活
。

工具セット
SELECTION 2020

あなたにぴったりの工具セットを探そう！

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

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

充実のインチ
サイズセット

トルクル採用モデル

お手持ちの工具に装着するだけでデジタルトルクレンチに早変わり！
高精度なトルク測定ができるトルクル採用モデル

■測定精度 ／ ±4％+1digit　■測定方向 ／ 右ねじのみ　■測定単位 ／ N・ｍ
■電源 ／ 充電式リチウムポリマー電池　■通信方法 ／ Bluetooth 4.1　■付属品 ／ 充電ケーブル

製品仕様

トルク値の表示や報知には専用のアプリケーション【 TRASAS Admin 】（無料）が必要です。
（弊社ホームページ：URL = ktc.jp/download からダウンロード可能です）

※対応OSは2019年11月現在
・iOS10.3以上（iPhone・iPad対応）
・Android 5.0以上推奨（一部機種を除く）対応OS

※充電器は付属していません。市販のUSB充電器をご用意ください。

▶TRASAS（トレサス）について
　詳しくは ktc.jp/trasas

Traceable sensing and
analysis system

トルクルを装着するだけでデジタルトルクレンチに！
No.SK35720XTQ

期間限定
¥121,000キャンペーン

価格

ケース品番:SKX0213
小売参考価格合計 ¥146,630

1 20 kg

No.SK35720XSTQ

期間限定
¥121,000キャンペーン

価格

ケース品番:SKX0213S
小売参考価格合計 ¥146,630

2 20 kg

No.SK35720XBKTQ

期間限定
¥121,000キャンペーン

価格

ケース品番:SKX0213BK
小売参考価格合計 ¥146,630

3 20 kg

採用モデル採用モデル
GNA080-03（8～80N・m）

トルクル採用モデル
据え置きタイプ

入組点数 点579.5
sq.

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

共通入組内容 ／ 入組点数 点57～1 3

※写真はイメージです。複数の引出しを同時に開けないでください。

No.SK35720XBKTQ3

使用ケース:SKX0213BK

トルクルを持ち運べる、コンパクトなトルク管理ツールセット
採用モデル採用モデル

GNA080-03（8～80N・m）
トルクル採用モデル
持ち運びタイプ

入組点数 点129.5
sq.

入組内容 ／ 入組点数 点121

>>> sk.ktc.jp  11/1 OPEN!

グッドデザイン賞受賞商品

品 名 品 番 差込角（sq.）トルク測定範囲（N・m） 最小表示単位（N・m）
トルクル10N・ｍ GNA010-02 6.3sq. 2 - 10 0.1
トルクル80N・ｍ GNA080-03 9.5sq. 8 - 80 0.1
トルクル200N・ｍ GNA200-04 12.7sq. 40 - 200 0.1

使用例

使用ケース:SKX0213BK

2020 SK SALE2020 SK SALE
2019.11.1 ▶ 2020.4.202019.11.1 ▶ 2020.4.20

※工具は別売です

耐荷重 kg2 耐荷重 kg2 耐荷重 kg2

数量限定数量限定

※トレサスおよびトルクルは京都機械工具株式会社の登録商標です。

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

※重量は出荷時の梱包材を含む重さです。※重量は出荷時の梱包材を含む重さです。

※重量は出荷時の梱包材を含む重さです。※重量は出荷時の梱包材を含む重さです。



おすすめの
工具セットは隣の
カスタムセレクト
をチェック！

スタンダード
持ち運びタイプ

出張メンテナンスを快適に。厳選したツールをセット！

入組点数 点569.5
sq.

メンテナンスに機動力をプラス！
アクティブバディシリーズACTIVE BUDDY

作業現場に必要な工具を「持ち運ぶ、使う、収納する」

形も色もバラエティ豊かなストレージが続々登場。
“遊びゴコロ”あふれるラインナップ。STORAGE

快適なメンテナンスをサポート
持ち運びに便利な軽量コンパクトのケースに
厳選のツールを入り組み。HOBBY

プロが選ぶ工具を暮らしの中へ
選べる充実のバリエーションで
個性を主張。SKX3805

大径キャスターで移動もスムーズ

No.70-19　2019.10.200S（SS）

〒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.jp

＠kyototool

KTCオフィシャルWEBサイト

ネプロススクエア
ktc.jp/nepros

KTCオフィシャルショップ
ktcos.jp

KTC
Official
Shop

KTC
Official

nepros
square

トレサスWEBサイト
ktc.jp/trasas

KTCファンクラブWEBサイト
fc.ktc.jp

KTC
Fan Club

期間限定

¥15,400キャンペーン価格

2 kg

小売参考価格合計 ¥20,470

No.SK317M-SA

¥14,200キャンペーン価格

2 kg

小売参考価格合計 ¥18,930

No.SK413M-SA

用途に合ったツールを自身でセレクトし、オリジナルセットをつくる。

B
は最大4アイテムまで

は1アイテムのみ
選択可能です

A
A A

A A
B

B から必要なセットを選択。

におすすめ！

※カスタムセレクトの商品はご購入者特典の対象外です。 ※掲載のアイテムは です。

カスタムセレクト
カスタムセレクト対応 両開きメタルケース:EK-10ASB、EK-10ASBB、
EK-10AWH、EK-10AR3、EK-10A、EK-10AGBK、EK-1ACG、EK-1ARG、EK-1AWH、
EK-1AR2、EK-1A、EK-1AGBKが選択できます。

お好みの両開きメタルケースを選ぶ1

収納したい入組セットを選ぶ2
A

¥8,120キャンペーン価格

2 kg

小売参考価格合計 ¥10,820

No.SK007M-SB

¥8,720キャンペーン価格

2 kg

小売参考価格合計 ¥11,620

No.SK006M-SD

¥5,340キャンペーン価格

2 kg

小売参考価格合計 ¥7,110

No.SK007M-SE

¥22,000キャンペーン価格

2 kg

小売参考価格合計 ¥27,350

No.SK007F-SD

¥7,860キャンペーン価格

2 kg

小売参考価格合計 ¥11,000

No.SK017F-SE

¥17,800キャンペーン価格

2 kg

小売参考価格合計 ¥19,780

No.SK009AF-SF

¥12,900キャンペーン価格

3 kg

小売参考価格合計 ¥17,100

No.SK005M-SC

完成！3

※トレイは付属していません。 ※トレイは付属していません。 ※トレイは付属していません。
自分だけのオリジナル
ツールセットのできあがり！

A

A B【カモ】　小売参考価格 ¥8,980
No.EKL-140C

【ブラック】　小売参考価格 ¥7,980
No.EKL-140

【デジカモ】　小売参考価格 ¥8,980
No.EKL-140DC

EKL-140シリーズ共通仕様
本体サイズ ： W305×D305×H330
容積：24L　重量：3kg　製品収納耐荷重 ：10kg

【カモ】
小売参考価格 ¥7,800

No.EKL-150C PAT.P.

【ブラック】
小売参考価格 ¥6,820

No.EKL-150 PAT.P.

【デジカモ】
小売参考価格 ¥7,800

No.EKL-150DC PAT.P.

キャリー【ブラック】
小売参考価格 ¥19,400

カバーロール スタンドファイル

EKL-110

EKL-110仕様
本体サイズ ： W500×D310×H410
容積：60L　重量：6kg
製品収納耐荷重 ：15kg

ボストン【ブラック】
小売参考価格 ¥17,100

EKL-120

EKL-140

EKL-150シリーズ共通仕様
本体サイズ ： 
W285×D90×H340
容積：8L　重量：3kg
製品収納耐荷重 ：3kg

EKL-150

EKL-120仕様
本体サイズ ： W500×D290×H260
容積：40L　重量：5kg
製品収納耐荷重 ：15kg

EKL-130仕様
本体サイズ ： W360×D165×H440
容積：30L　重量：4kg
製品収納耐荷重 ：10kg

バックパック【ブラック】
小売参考価格 ¥14,400

EKL-130

パンチングが施してある付属のディバ
イダーに、ゴムベルトをクリップで自在
に取り付けができるので、用途に
応じた収納が可能。（ゴムベルト、
クリップ付属）

取外しが容易な専用トレイ付き

キャリアーと伸縮ハンドルを装備し、
キャリーバッグとして運べます。

使用イメージ（工具は別売です） キャリアーと伸縮ハンドルを装備し、
キャリーバッグとして運べます。

中面には収納ポケットを数多く
設けました。（工具は別売です）

底面は樹脂製のフラットな形状。
縦置きしても自立できます。

※ケース（EK-100PH）単体販売は
　行っておりません。

No.SK35620PH

数量限定

¥79,000キャンペーン
価格

ケース品番:EK-100PH
小売参考価格合計 ¥99,120

1 9 kg

開口部が全開できるがま口タイプな
ので、工具の取り出しが容易なうえ、
長物の収納も可能です（EKL-110, 
EKL-120共通仕様）。

EK-100PH仕様  本体サイズ ： W390×D192×H310

入組内容 ／ 入組点数 点561

軽量樹脂ケースで快適に持ち運ぶEK-100PH

立てて収納でき、作業も快適。
（工具やタブレットは別売りです）

キャリーやボストンのバッグイン
バッグとしても使用できます。使用中も使用後も工具をスッキリ収納！（工具は別売りです）

●
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本格的なメンテナンスにも最適なワゴンに
新色が登場！ お好みのカラーがきっと見つかる。

小売参考価格 ¥3,320

EKP-5仕様
本体サイズ ： W385×D202×H140
付属品 ： 中皿用仕切板×2

SKX2613シリーズ共通仕様
本体サイズ：W715×D410×H880
付属品：トップマット×1, 引出しマット×1, トレイマット×2

SKX2704ST仕様
本体サイズ ： W715×D410×H1011
付属品 ： トップマット×1, 引出しマット×1, トレイマット×3

グッドデザイン賞受賞商品

WAGON

小売参考価格 ¥33,300 小売参考価格 ¥33,300 小売参考価格 ¥33,300 小売参考価格 ¥37,500

お客様組立品 【イエロー】

No.SKX2613Y2

¥29,300キャンペーン
価格

1 27 kg

新色も新たにラインナップしたベストセラー

落下防止フラップや2段ポケットなどディティールにこだわった仕様。

TOOL BAG
携行に便利なロールタイプのツールバッグ！

お客様組立品 【パープル】

No.SKX2613PU

¥29,300キャンペーン
価格

2 27 kg

期間限定 期間限定 期間限定

お客様組立品 【ライムグリーン】

No.SKX2613LGR

¥29,300キャンペーン
価格

3 27 kg

お客様組立品 【マットグリーン】

No.SKX2613MGR

¥29,300キャンペーン
価格

4 27 kg

期間限定

お客様組立品 【レッド】

No.SKX2613ST

¥29,300キャンペーン
価格

5 27 kg

期間限定

お客様組立品 【シルバー】

No.SKX2613S

¥29,300キャンペーン
価格

6 27 kg

期間限定

お客様組立品 【ブラック】

No.SKX2613BK

¥29,300キャンペーン
価格

7 27 kg

期間限定

お客様組立品 【レッド】

No.SKX2704ST

¥33,000キャンペーン
価格

8 32 kg

【ブラック】

MCKB-B仕様
展開サイズ ： 260×490（ベルト、フラップ除く）

No.MCKB-B1 1kg

小売参考価格 ¥3,800

PLASTIC HARD CASE
軽量樹脂のプラハードケース

No.EKP-52 1.2 kg

EKP-3仕様
本体サイズ ： W443×D216×H160
付属品 ： 中皿用仕切板×8

小売参考価格 ¥4,800
No.EKP-31 1.5 kg

SKR703AST仕様
本体サイズ ： W670×D420×H900
付属品 ： トップマット×1, 仕切板×8, ダイヤル錠×1

No.SKR703AST

¥98,900キャンペーン
価格

小売参考価格 ¥110,000

1 42 kg

SKR602AST仕様
本体サイズ ： W670×D420×H900
付属品 ： トップマット×1, 仕切板×8

No.SKR602AST

¥75,900キャンペーン
価格

小売参考価格 ¥84,700

2 33 kg

SKR502AST仕様
本体サイズ ： W670×D420×H900
付属品 ： トップマット×1, 仕切板×8

No.SKR502AST

¥59,800キャンペーン
価格

小売参考価格 ¥67,300

3 29 kg

【レッド】

SKX3812シリーズ仕様
本体サイズ ： W1045×D460×H975　付属品 ： トップマット×1, 引出しマット×12, 仕切板×5, カギ4（2×2）

No.SKX38122 107 kg

使い勝手のよい大型ローラーキャビネットは
最上段の引出しに長尺物も収納可能。ROLLER CABINET

大容量を誇る大型ローラーキャビネット

TOOL STATION
機能性とデザイン性を両立！

小売参考価格 ¥258,000

【ブラック】

No.SKX3812BK3 107 kg

【パープル】

No.SKX3812PU1 107 kg

小売参考価格 ¥258,000

入組内容 ／ 入組点数 点401

ベーシック
持ち運びタイプ

持ち運びに便利な軽量樹脂片開きケース採用セット

入組点数 点409.5
sq.

※ワゴン単品、ローラーキャビネット単品、ツールステーション単品、EKP-3単品、EKP-5単品、MCKB-B単品および一部の工具セットはご購入者特典の対象外です。

No.SK34020PS

¥47,000キャンペーン
価格

ケース品番:EKP-5
小売参考価格合計 ¥58,270

1 6 kg

EKP-5仕様
本体サイズ ： W385×D202×H140　付属品 ： 中皿用仕切板×2
小売参考価格 ￥3,800

No.SK35620XMC

期間限定
¥84,800キャンペーン

価格

ケース品番:SKX0213
小売参考価格合計 ¥136,310

1 19 kg

No.SK35620XBKMC

期間限定
¥84,800キャンペーン

価格

ケース品番:SKX0213BK
小売参考価格合計 ¥136,310

2 19 kg

ラチェットドライバ
のビットはグリップ
エンドに収納可能。

期間限定

入組内容 ／ 入組点数 点401

ベーシック
持ち運びタイプ

ラージサイズの軽量樹脂片開きケース採用セット！

入組点数 点409.5
sq.

No.SK34020PSL

¥48,000キャンペーン
価格

ケース品番:EKP-3
小売参考価格合計 ¥59,270

1 6 kg

EKP-3仕様
本体サイズ ： W443×D216×H160　付属品 ： 中皿用仕切板×8
小売参考価格 ￥4,800期間限定

入組内容 ／ 入組点数 点431

ベーシック
持ち運びタイプ

厳選した入組のエントリーモデル

入組点数 点439.5
sq.

No.SK34320S

¥53,000キャンペーン
価格

ケース品番:SK120-M
小売参考価格合計 ¥66,990

1 11 kg

SK120-M仕様
本体サイズ ： W405×D200×H170
小売参考価格 ￥12,000期間限定

スタンダード
据え置きタイプ

ローラーキャビネットのベーシックモデルに
オリジナル収納トレイを採用

EKS-103
壁掛けタイプの薄型メタルケース

薄型メタルケース採用の新感覚工具セット

入組点数 点709.5
sq.

用途に合わせて選べる
3種類のケースをラインナップ。MOTORCYCLE

二輪車メンテナンスを快適に

※写真はイメージです。
　複数の引出しを同時に開けないでください。

ベーシック
持ち運びタイプ

ロールタイプのツールバッグ！ コンパクトで携行に便利な入組を厳選！

入組点数 点126.3
sq.

No.SK21220MC

¥24,800キャンペーン
価格

ケース品番:MCKB-B
小売参考価格合計 ¥27,720

1 3 kg

期間限定

No.SK34720WZRMC

¥72,400キャンペーン
価格

ケース品番:EK-10AR3
小売参考価格合計 ¥100,480

1 16 kg

期間限定

入組内容 ／ 入組点数 点471

スタンダード
持ち運びタイプ

T形レンチ採用セットで早回し作業を快適に！

入組点数 点479.5
sq.

スタンダード
据え置きタイプ

二輪車メンテナンスに最適な入組をセット

入組点数 点569.5
sq.

点56共通入組内容 ／ 入組点数～1 2

必要な工具を
すぐに取り出せる！

専用トレイで
傷・破損を防止！

工具の紛失を
防止！

専用の収納トレイで
現場の課題を解決！

SKX3805シリーズ ラインナップ

※SKX3805シリーズ
　ローラーキャビネット単品
　でのご購入は、ご購入者
　特典の対象外です。

【シルバー】
小売参考価格 ¥83,000

No.SKX3805S
【ブラック】
小売参考価格 ¥83,000

No.SKX3805BK
【レッド】
小売参考価格 ¥83,000

No.SKX3805

【パープル】
小売参考価格 ¥83,000

No.SKX3805PU
【マットグリーン】
小売参考価格 ¥83,000

No.SKX3805MGR
【イエロー】
小売参考価格 ¥83,000

No.SKX3805Y

SKX3805シリーズ共通仕様
本体サイズ ： W680×D460×H975（ハンドル突出量85）　付属品 ： トップマット×1, 引出しマット×5, 仕切板×5, カギ×2

【ライムグリーン】
小売参考価格 ¥83,000

No.SKX3805LGR

使用ケース:SKX3805MGR
No.SK37020RXMGR4

No.SK37020RXY

¥156,000キャンペーン
価格

ケース品番:SKX3805Y
小売参考価格合計 ¥185,380

1 70 kg

No.SK37020RXPU

¥156,000キャンペーン
価格

ケース品番:SKX3805PU
小売参考価格合計 ¥185,380

2 70 kg

No.SK37020RXMGR

¥156,000キャンペーン
価格

ケース品番:SKX3805MGR
小売参考価格合計 ¥185,380

4 70 kg

No.SK37020RXLGR

¥156,000キャンペーン
価格

ケース品番:SKX3805LGR
小売参考価格合計 ¥185,380

3 70 kg

共通入組内容 ／ 入組点数 点70～1 7

No.SK37020RX

期間限定
¥156,000キャンペーン

価格

ケース品番:SKX3805
小売参考価格合計 ¥185,380

5 70 kg

No.SK37020RXS

期間限定
¥156,000キャンペーン

価格

ケース品番:SKX3805S
小売参考価格合計 ¥185,380

6 70 kg

No.SK37020RXBK

期間限定
¥156,000キャンペーン

価格

ケース品番:SKX3805BK
小売参考価格合計 ¥185,380

7 70 kg

EKS-103仕様
本体サイズ ： W600×D145×H600
小売参考価格 ￥39,800

No.SK35620SS

期間限定
¥105,000キャンペーン

価格

ケース品番:EKS-103
小売参考価格合計 ¥112,680

1 22 kg

スタンダード
壁掛けタイプ

9.5
sq.

入組内容 ／ 入組点数 点561

入組点数 点56

壁掛けタイプのため、アンカーによる施工が必要です。

壁掛け使用例

No.SK35620P

期間限定
¥75,700SK SALE

サービス価格

ケース品番:SK330P-M
小売参考価格合計 ¥99,020

1 13 kg

9.5
sq.

入組内容 ／ 入組点数 点561 入組点数 点56

12.7
sq. 入組点数 点52

※No.SK44320Mはスパナホルダとカギが付き入組点数は43点です。

No.SK44120WM

期間限定

数量限定

数量限定 数量限定 数量限定

数量限定 数量限定
数量限定 数量限定 数量限定

¥69,000キャンペーン
価格

ケース品番:EK-1A
小売参考価格合計 ¥86,010

1 13 kg

No.SK44120WMZ

期間限定
¥69,000キャンペーン

価格

ケース品番:EK-10A
小売参考価格合計 ¥87,010

2 13 kg No.SK44320M

期間限定
¥58,000キャンペーン

価格

ケース品番:SKC-MA
小売参考価格合計 ¥74,265

3 12 kg

No.SK45120WM

期間限定
¥79,000キャンペーン

価格

ケース品番:EK-1A
小売参考価格合計 ¥99,640

1 15 kg

No.SK45120WMZ

期間限定
¥79,000キャンペーン

価格

ケース品番:EK-10A
小売参考価格合計 ¥100,640

2 15 kg No.SK45320M

期間限定
¥66,000キャンペーン

価格

ケース品番:SKC-MA
小売参考価格合計 ¥87,895

3 14 kg

スタンダード
持ち運びタイプ

点41

入組点数 点4112.7
sq.

共通入組内容 ／ 入組点数～1 3

使用ケース:EK-1A
No.SK45120WM1

使用ケース:SKC-MA
No.SK45320M3

使用ケース:SKC-MA
No.SK44320M3

SK330P-M仕様  本体サイズ ： W445×D280×H250　　小売参考価格 ￥31,900
軽量ボディに豊富な収納力SK330P-M

スタンダード
持ち運びタイプ

スタンダード
持ち運びタイプ

一覧できる両開きケースに多彩な入組！

No.SK45220P

期間限定
¥75,300SK SALE

サービス価格

ケース品番:SK330P-M
小売参考価格合計 ¥97,480

1 13 kg

入組内容 ／ 入組点数 点521

大型車・重機・農機の整備に対応！

様々な設備・機械のメンテナンスにINDUSTRIAL
一般機械整備向けに入組を吟味

使用ケース:EK-10A
No.SK44120WMZ2

※No.SK45320Mはスパナホルダとカギが付き入組点数は53点です。

点51共通入組内容 ／ 入組点数～1 3

様々なシーンに対応！
充実の入組を誇るモデル

使い勝手を追求した
こだわりのモデルEKR-1004/EKW-1007

伝統的スタイルを継承した新しいカタチ

実用性の高い7段7引出しのローラーキャビネットセットが新登場！

※写真はイメージです。
　複数の引出しを同時に開けないでください。
※入組にペーパーは含まれておりません。

点149

使用ケース:EKR-1004WH
使用ケース:EKW-1007WH

※EKR-1004 / EKW-1007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.SK94920EXR

期間限定
¥390,000キャンペーン

価格

ケース品番:EKW-1007R
小売参考価格合計 ¥462,370

2 100 kg

No.SK94920EEWH1

プロフェッショナル　
据え置きタイプ

入組点数 点149

EKW-1007シリーズ共通仕様
本体サイズ ： W740×D470×H910（キャスターH180含む）（ハンドル突出量85）
付属品 ： トップマット×1, 引出しマット×7, 仕切板×4, カギ×2

EKR-1004シリーズ共通仕様
本体サイズ ： W715×D390×H410（ハンドル［左右］突出量85）
付属品 ： トップマット×1, 引出しマット×4, 仕切板×2, カギ×2

使用ケース:EKW-1007R
No.SK94920EXR2

No.SK94920EX

期間限定
¥390,000キャンペーン

価格

ケース品番:EKW-1007
小売参考価格合計 ¥462,370

3 100 kg

No.SK94920EXBK

期間限定
¥390,000キャンペーン

価格

ケース品番:EKW-1007BK
小売参考価格合計 ¥462,370

4 100 kg

12.7
sq.

9.5
sq.

6.3
sq.

▶ 収納に便利な専用トレイ付き。 黒とピンクの2層構造で工具の有無が一目瞭然。

No.SK94920EXWH

期間限定
¥390,000キャンペーン

価格

ケース品番:EKW-1007WH
小売参考価格合計 ¥462,370

1 100 kg

共通入組内容 ／ 入組点数～1 4

点149

プロフェッショナル　
据え置きタイプ

入組点数 点14912.7
sq.

9.5
sq.

6.3
sq.

▶ 収納に便利な専用トレイ付き。黒とピンクの2層構造で工具の有無が一目瞭然。

共通入組内容 ／ 入組点数～1 4

・GNA080-03（8～80N・m）　・GNA200-04（40～200N・m）

共通入組内容～1 2

No.SK8020AEX

¥632,000キャンペーン
価格

ケース品番:EKX-118　小売参考価格合計 ¥750,600

155 kg No.SK8020AEXTQ

¥658,000キャンペーン
価格

ケース品番:EKX-118　小売参考価格合計 ¥749,500

155 kg

※入組にペーパーは
　含まれておりません。 使用ケース:EKX-118

採用モデル採用モデル

12.7
sq.

9.5
sq.

6.3
sq.

No.SK8020AEXTQ

ジャパンメイドの高機能、高耐久性大型チェスト＆ローラーキャビネット採用のプロユースモデル

No.SK94920EER

¥468,000キャンペーン
価格

ケース品番:EKR-1004R　ケース品番:EKW-1007R
小売参考価格合計 ¥543,420

¥468,000キャンペーン
価格

ケース品番:EKR-1004BK　ケース品番:EKW-1007BK
小売参考価格合計 ¥543,420

2 140 kg

No.SK94920EEBK4 140 kg

＋

＋

¥468,000キャンペーン
価格

ケース品番:EKR-1004　ケース品番:EKW-1007
小売参考価格合計 ¥543,420

No.SK94920EE3 140 kg

＋

期間限定

期間限定

期間限定

¥468,000キャンペーン
価格

ケース品番:EKR-1004WH　ケース品番:EKW-1007WH
小売参考価格合計 ¥543,420

No.SK94920EEWH1 140 kg

＋期間限定

EKX-118仕様　本体サイズ ： W740×D540（キャスター突起部除く）×H1230
　　　　　　　 付属品 ： 引出しマット×8, 仕切板×6, カギ×2

No.EKX-118
【シルバー × レッド × ブラック】
小売参考価格 ¥220,000

収納具としての機能をゼロから創造EKX-118
あらゆる産業での使用を配慮した充実の入組

プロフェッショナル　
据え置きタイプ

入組点数 点220

期間限定 期間限定

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

・GNA010-02（2～10N・m）
・GNA080-03（8～80N・m）
・GNA200-04（40～200N・m）

※No.SK8020AEXTQ
　は223点です。
※デジラチェおよびトル
　クルは京都機械工具
　株式会社の登録商標
　です。

1 2

表示価格には消費税は含まれておりません。

●KTC、　　　 ロゴ、ネプロス、　　　　　ロゴ、トレサスおよび     　　　　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。

このマークのついた製品は「2020 SK SALE」期間中（2019年11月
1日～2020年4月20日）販売致します。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。

期間限定
数量限定

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

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

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

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

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

採用モデル採用モデル

・GNA080-03（8～80N・m）　・GNA200-04（40～200N・m）

採用モデル採用モデル

2

採用モデル採用モデル

スタンダード
持ち運びタイプ

入組点数 点5112.7
sq.

KTCオリジナルワークマット
●薄くて軽い、クッション性に富んだ作業用マット。
●低くて狭い作業現場や冷たく硬いフロアでの
　膝立ちの作業等に最適。
●作業時の移動がしやすい持ち手穴付き。
●裏面はおしゃれなカモフラージュ柄。

本体サイズ ： W450×H30×L190mm

対象商品には
右のアイコンを
記載しています。

ご購入者特典
表面

裏面

※カモフラージュのパターンは個体差があります
※ご購入者特典❶、❷はカスタムセレクトと一部の工具セット
　及び工具ケース単品を除きます

メンテナンスにあると便利な
アイテム付モデルを用意！1 KTCオリジナル

グッズが当たる！！

ご購入者特典 2

（左）マグネタイザ　No.AYG-1
（右）アクティブバディ ミニ　No.EK-25PH

SELECTION 2020工具セット

対象商品ご購入後、レビューを
書いていただいた方の中から
抽選で、KTCオリジナルグッズ
を進呈いたします！
詳しくは製品に同梱されている
チラシをご覧ください。

ドライバの軸など棒状の鉄製品に着磁・脱磁ができる
「マグネタイザ（AYG-1）」と、小物の収納に便利な樹脂
ケース「アクティ
ブバディ ミニ
（EK-25PH）」を
入組に追加した
モデルをライン
ナップ！

TOPICS

※写真はイメージです。
　複数の引出しを同時に開けないでください。

使用ケース:SKX0213BK
No.SK35620XBKMC2

ワゴンシリーズは
SKX0213と合わせて
カラーコーディネート

ができる！

SKX0213BK +
SKX2613PU
組み合わせ例

※写真はイメージです。
　複数の引出しを同時に開けないでください。
※入組にペーパーは含まれておりません。

※TORQULEの詳細は裏面参照

※No.SK8020AEXTQはトルクル専用ケース
　3点が付き、入組点数は223点です。

※TORQULEの詳細は裏面参照

おすすめ
カラー おすすめ

カラー

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
小売参考価格 ¥258,000

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

数量限定期間限定

数量限定期間限定

※重量は出荷時の梱包材を含む重さです。 ※重量は出荷時の梱包材を含む重さです。

※重量は出荷時の梱包材を含む重さです。

※重量は出荷時の梱包材を含む重さです。




