
COMPACT & LIGHT
操 作 性 に 優 れ た［ 小 さ さ ］と［ 軽 さ ］。

STRONG
タフ に 使 える 、鍛 え 上 げ た［ 強 さ ］。

一切の妥協を排し創造したネプロス。

従来の常識を超えた新しい設計により、

強さ、軽さ、使いよさ、そのすべてを高次元で実現。

コンパクト性、作業性、安全性UP !
これからの時代を見据えた6 .3 sq .シリーズ。

nepros 6.3sq.シリーズ

No.70-29　2020.01.30S（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、　　　 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「標準小売価格」であり消費税は含まれておりません

1995年、世界一のハンドツールを目指し誕生したのがneprosです。そのコンセプトは「より強い・より使いよい・より美しい」。
素材、設計、製造技術、工作精度、生産設備のすべてを見直し、工具にとっての理想を追求し生み出しました。
理想の追求に終わりはありません。誕生から25年目を迎えるneprosはこれからも時代をリードし、進化を続けます。

nepros 6.3sq.シリーズ
ラインナップの詳細はこちら

ラチェットハンドルは、6.3sq.規格のコンパクトなボディ
に、neprosが誇る90ギアを搭載。送り角はわずか4°で
す。妥協のないメカニズムが安全で確実、高い作業性を
実現します。

90ギア採用で緻密な作業を実現

スタッビラチェットハンドルのヘッド幅の比較において、
nepros NBR390H（9.5sq.）の30％以上小型化、重量
比においては60％以上の軽量化を実現。neprosの信
頼性、作業性はそのまま、さらに奥へ届きます。

nepros史上最小のラチェット

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
作業を実現します。

さらに奥へのアプローチを可能に

ソケットは強度・靭性・耐久性を備えた材料と高度な熱
処理技術を採用し、KTCブランドと同等の強度ながら薄
肉・軽量化を実現しています。

薄肉・軽量化を理想のプロセスで実現

ソケットの口径部と差込角部には、KTC独自のパワー
フィット形状を採用。接触面積をより大きくすることで
エッジを傷めにくく、安全な作業が可能です。

パワーフィット形状だから、安全作業を実現

T形ハンドルは、ハンドルの両端にウエイトを置くことに
より早回し時に遠心力を活かし、作業性を向上。持ち運
びに便利なサイズと使用感、作業現場の一線で活躍す
る機能を追求しました。

作業性を最大限に高めるneprosの設計思想

六角二面幅3mm以下のサイズのビットソケットは、
ねじれにくくするため丸軸設計を採用。優れた剛性を
実現しています。

丸軸だからロングでも高い剛性を実現！

スタッビタイプのビットは全長が短いため、ねじれにく
く、かけた力がロスなく伝わります。固着したボルトの緩
め作業にもおすすめです。

ねじり剛性に優れ作業性UP!

エクステンションバーを使用することなく対象へアプ
ローチできるので、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
を可能にします。

ダイレクトアプローチで作業性UP!

最高峰のDNAを継承するnepros6.3sq.シリーズ
エンジンルームの作業スペースの狭小化や、部品の小型化・軽量化といった作業環境の変化に伴い、

コンパクトな差込角6.3sq.のソケットレンチのニーズが高まっています。

最高峰の工具のDNAを継承するnepros 6.3sq.シリーズは、

6.3sq.サイズの利点を最大限に活かしたコンパクト性に加え、

優れた作業性や信頼性を実現。

プロの要望に高次元で応えます。

従来品
線接触で応力が集中

パワーフィット
面接触で応力を分散

重心から離れた両端にウエイトを置く
設計で遠心力を活かしやすい

回転の中心＝重心

■6.3sq.ビットソケットのスタンダード/ロング共通 ■6.3sq.ビットソケットのスタッビ共通 ■6.3sq.ビットソケットのロング共通

■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＋スタッビラチェットハンドル■6.3sq.ラチェットシリーズ共通

■6.3sq.ディープソケット共通 ■6.3sq.ソケット共通 ■6.3sq.T形ハンドル

＜スタッビラチェットハンドル（9.5sq.と6.3sq.）の比較＞

9.5sq. 6.3sq.

＜6.3sq.ディープソケット（10mm）比較＞

肉厚
-20％

重量
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mm
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ソケット（六角）
ソケットホルダー 6コ用

NB2-055,08,10,12,13,14
NEHB206

：
：

ソケットセット　六角  ［6コ組］

■nepros6.3sq.ソケットセット

NO.NTB206A 標準小売価格 ￥8,400
□ソケットセット 六角  ［5コ組］ NO.NTB205A 標準小売価格 ￥6,700
□ソケットセット 六角  ［12コ組］NO.NTB212A 標準小売価格 ￥14,100
□ソケットセット 十二角  ［6コ組］NO.NTB206WA 標準小売価格 ￥8,810

ソケット（六角）
ソケットホルダー 10コ用

NB2-055,06,07,08,09,10,11,12,13,14
NEHB210

：
：

ソケットセット　六角  ［10コ組］
NO.NTB210A 標準小売価格 ￥12,900

ソケット（六角）
ソケットホルダー 6コ用

NB2-7/32,1/4,9/32,5/16,3/8,7/16
NEHB206

：
：

ソケットセット　六角  インチ  ［6コ組］
NO.NTB206BA 標準小売価格 ￥8,900

ソケット（六角）

ソケットホルダー 10コ用

NB2-3/16,7/32,1/4,9/32,5/16,11/32,
　　　3/8,7/16,1/2,9/16
NEHB210

：

：

ソケットセット　六角  インチ  ［10コ組］
NO.NTB210BA 標準小売価格 ￥13,900

セミディープソケット（六角）
ソケットホルダー 6コ用

NB2M-055,08,10,12,13,14
NEHB206

：
：

セミディープソケットセット　六角  ［6コ組］
NO.NTB2M06A 標準小売価格 ￥11,100

E型トルクスレンチ
ソケットホルダー 6コ用

NQ4E4,E5,E6,E8,E10
NEHB206

：
：

E型トルクスレンチセット  ［5コ組］
NO.NTQ4E05A 標準小売価格 ￥7,340

セミディープソケット（六角）

ソケットホルダー 10コ用

NB2M-055,06,07,08,09,10,11,12,
　　　 13,14
NEHB210

：

：

セミディープソケットセット　六角  ［10コ組］
NO.NTB2M10A 標準小売価格 ￥16,950

ソケット（十二角）

ソケットホルダー 10コ用

NB2-055W,06W,08W,10W,11W,12W,
　　　13W,14W
NEHB210

：

：

ソケットセット　十二角  ［8コ組］
NO.NTB208WA 標準小売価格 ￥11,800

ソケット（十二角）

ソケットホルダー 10コ用

NB2-7/32W,1/4W,9/32W,5/16W,
　　　11/32W,3/8W,7/16W,1/2W,9/16W
NEHB210

：

：

ソケットセット　十二角  インチ  ［9コ組］
NO.NTB209BWA 標準小売価格 ￥13,800

セミディープソケット（十二角）

ソケットホルダー 6コ用

NB2M-055W,08W,10W,12W,
　　　 13W,14W
NEHB206

：

：

セミディープソケットセット　十二角  ［6コ組］
NO.NTB2M06WA 標準小売価格 ￥12,000

セミディープソケット（十二角）

ソケットホルダー 10コ用

NB2M-055W,06W,08W,10W,11W,
　　　 12W,13W,14W
NEHB210

：

：

セミディープソケットセット　十二角  ［8コ組］
NO.NTB2M08WA 標準小売価格 ￥15,360

ディープソケット（十二角）

ソケットホルダー 10コ用

NB2L-055W,06W,08W,10W,11W,
　　　 12W,13W,14W
NEHB210

：

：

ディープソケットセット　十二角  ［8コ組］
NO.NTB2L08WA 標準小売価格 ￥16,300

ディープソケット（十二角）

ソケットホルダー 10コ用

NB2L-7/32W,1/4W,9/32W,5/16W,
　　　11/32W,3/8W,7/16W,1/2W,9/16W
NEHB210

：

：

ディープソケットセット　十二角  インチ  ［9コ組］
NO.NTB2L09BWA 標準小売価格 ￥19,300

T型トルクスビットソケット
ソケットホルダー 10コ用

NQ4T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30
NEHB210

：
：

T型トルクスビットソケットセット  ［7コ組］
NO.NTQ4T07 標準小売価格 ￥20,400

T型ロングトルクスビットソケット

ソケットホルダー 10コ用

NQ4T8L,T10L,T15L,T20L,
　　 T25L,T27L,T30L
NEHB210

：

：

T型ロングトルクスビットソケットセット  ［7コ組］
NO.NTQ4T07L 標準小売価格 ￥22,200

T型スタッビトルクスビットソケット

ソケットホルダー 10コ用

NQ4T8SS,T10SS,T15SS,T20SS,
　　　T25SS,T27SS,T30SS
NEHB210

：

：

T型スタッビトルクスビットソケットセット  ［7コ組］
NO.NTQ4T07SS 標準小売価格 ￥20,400

ディープソケット（六角）
ソケットホルダー 6コ用

NB2L-7/32,1/4,9/32,5/16,3/8,7/16
NEHB206

：
：

ディープソケットセット　六角  インチ  ［6コ組］
NO.NTB2L06BA 標準小売価格 ￥12,100

ディープソケット（六角）
ソケットホルダー 6コ用

NB2L-055,08,10,12,13,14
NEHB206

：
：

ディープソケットセット　六角  ［6コ組］
NO.NTB2L06A 標準小売価格 ￥11,500

ヘキサゴンビットソケット
ソケットホルダー 6コ用

NBT2-02,025,03,04,05,06
NEHB206

：
：

ヘキサゴンビットソケットセット  ［6コ組］
NO.NTBT206A 標準小売価格 ￥16,200

ロングヘキサゴンビットソケット
ソケットホルダー 6コ用

NBT2-02L,025L,03L,04L,05L,06L
NEHB206

：
：

ロングヘキサゴンビットソケットセット  ［6コ組］
NO.NTBT2L06A 標準小売価格 ￥16,300

スタッビヘキサゴンビットソケット

ソケットホルダー 6コ用

NBT2-02SS,025SS,03SS,04SS,
　　　 05SS,06SS
NEHB206

：

：

スタッビヘキサゴンビットソケットセット  ［6コ組］
NO.NTBT2SS06A 標準小売価格 ￥16,200

ヘキサゴンビットソケット
クロスビットソケット
マイナスビットソケット
ソケットホルダー 10コ用

NBT2-02,025,03,04,05,06
NBT2P-1,2
NBT2M-06
NEHB210

：
：
:
:

ヘキサゴンビットソケットセット  ［9コ組］
NO.NTBT209A 標準小売価格 ￥23,500

■nepros6.3sq.T型トルクスビットソケットセット

■nepros6.3sq.ヘキサゴンビットソケットセット

■nepros6.3sq.セミディープソケットセット ■nepros6.3sq.ディープソケットセット

■nepros6.3sq.E型トルクスレンチセット

6.3sq.SOCKET SET
広 が り 続 け る 6 . 3 s q . の 可 能 性 。

その他のソケットセットシリーズ

□ディープソケットセット 六角 ［9コ組］ NO.NTB2L09A 標準小売価格 ￥15,200
□ディープソケットセット 十二角 ［6コ組］NO.NTB2L06WA 標準小売価格 ￥12,200

その他のディープソケットセットシリーズ

□ヘキサゴンビットソケットセット ［5コ組］ NO.NTBT205A 標準小売価格 ￥12,600

その他のヘキサゴンビットソケットセットシリーズ

□T型トルクスビットソケットセット ［5コ組］NO.NTQ4T05A 標準小売価格 ￥14,000

その他のT型トルクスビットソケットセットシリーズ



ソケット（六角）
ソケットホルダー 6コ用

NB2-055,08,10,12,13,14
NEHB206

：
：

ソケットセット　六角  ［6コ組］

■nepros6.3sq.ソケットセット

NO.NTB206A 標準小売価格 ￥8,400
□ソケットセット 六角  ［5コ組］ NO.NTB205A 標準小売価格 ￥6,700
□ソケットセット 六角  ［12コ組］NO.NTB212A 標準小売価格 ￥14,100
□ソケットセット 十二角  ［6コ組］NO.NTB206WA 標準小売価格 ￥8,810

ソケット（六角）
ソケットホルダー 10コ用

NB2-055,06,07,08,09,10,11,12,13,14
NEHB210

：
：

ソケットセット　六角  ［10コ組］
NO.NTB210A 標準小売価格 ￥12,900

ソケット（六角）
ソケットホルダー 6コ用

NB2-7/32,1/4,9/32,5/16,3/8,7/16
NEHB206

：
：

ソケットセット　六角  インチ  ［6コ組］
NO.NTB206BA 標準小売価格 ￥8,900

ソケット（六角）

ソケットホルダー 10コ用

NB2-3/16,7/32,1/4,9/32,5/16,11/32,
　　　3/8,7/16,1/2,9/16
NEHB210

：

：

ソケットセット　六角  インチ  ［10コ組］
NO.NTB210BA 標準小売価格 ￥13,900

セミディープソケット（六角）
ソケットホルダー 6コ用

NB2M-055,08,10,12,13,14
NEHB206

：
：

セミディープソケットセット　六角  ［6コ組］
NO.NTB2M06A 標準小売価格 ￥11,100

E型トルクスレンチ
ソケットホルダー 6コ用

NQ4E4,E5,E6,E8,E10
NEHB206

：
：

E型トルクスレンチセット  ［5コ組］
NO.NTQ4E05A 標準小売価格 ￥7,340

セミディープソケット（六角）

ソケットホルダー 10コ用

NB2M-055,06,07,08,09,10,11,12,
　　　 13,14
NEHB210

：

：

セミディープソケットセット　六角  ［10コ組］
NO.NTB2M10A 標準小売価格 ￥16,950

ソケット（十二角）

ソケットホルダー 10コ用

NB2-055W,06W,08W,10W,11W,12W,
　　　13W,14W
NEHB210

：

：

ソケットセット　十二角  ［8コ組］
NO.NTB208WA 標準小売価格 ￥11,800

ソケット（十二角）

ソケットホルダー 10コ用

NB2-7/32W,1/4W,9/32W,5/16W,
　　　11/32W,3/8W,7/16W,1/2W,9/16W
NEHB210

：

：

ソケットセット　十二角  インチ  ［9コ組］
NO.NTB209BWA 標準小売価格 ￥13,800

セミディープソケット（十二角）

ソケットホルダー 6コ用

NB2M-055W,08W,10W,12W,
　　　 13W,14W
NEHB206

：

：

セミディープソケットセット　十二角  ［6コ組］
NO.NTB2M06WA 標準小売価格 ￥12,000

セミディープソケット（十二角）

ソケットホルダー 10コ用

NB2M-055W,06W,08W,10W,11W,
　　　 12W,13W,14W
NEHB210

：

：

セミディープソケットセット　十二角  ［8コ組］
NO.NTB2M08WA 標準小売価格 ￥15,360

ディープソケット（十二角）

ソケットホルダー 10コ用

NB2L-055W,06W,08W,10W,11W,
　　　 12W,13W,14W
NEHB210

：

：

ディープソケットセット　十二角  ［8コ組］
NO.NTB2L08WA 標準小売価格 ￥16,300

ディープソケット（十二角）

ソケットホルダー 10コ用

NB2L-7/32W,1/4W,9/32W,5/16W,
　　　11/32W,3/8W,7/16W,1/2W,9/16W
NEHB210

：

：

ディープソケットセット　十二角  インチ  ［9コ組］
NO.NTB2L09BWA 標準小売価格 ￥19,300

T型トルクスビットソケット
ソケットホルダー 10コ用

NQ4T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30
NEHB210

：
：

T型トルクスビットソケットセット  ［7コ組］
NO.NTQ4T07 標準小売価格 ￥20,400

T型ロングトルクスビットソケット

ソケットホルダー 10コ用

NQ4T8L,T10L,T15L,T20L,
　　 T25L,T27L,T30L
NEHB210

：

：

T型ロングトルクスビットソケットセット  ［7コ組］
NO.NTQ4T07L 標準小売価格 ￥22,200

T型スタッビトルクスビットソケット

ソケットホルダー 10コ用

NQ4T8SS,T10SS,T15SS,T20SS,
　　　T25SS,T27SS,T30SS
NEHB210

：

：

T型スタッビトルクスビットソケットセット  ［7コ組］
NO.NTQ4T07SS 標準小売価格 ￥20,400

ディープソケット（六角）
ソケットホルダー 6コ用

NB2L-7/32,1/4,9/32,5/16,3/8,7/16
NEHB206

：
：

ディープソケットセット　六角  インチ  ［6コ組］
NO.NTB2L06BA 標準小売価格 ￥12,100

ディープソケット（六角）
ソケットホルダー 6コ用

NB2L-055,08,10,12,13,14
NEHB206

：
：

ディープソケットセット　六角  ［6コ組］
NO.NTB2L06A 標準小売価格 ￥11,500

ヘキサゴンビットソケット
ソケットホルダー 6コ用

NBT2-02,025,03,04,05,06
NEHB206

：
：

ヘキサゴンビットソケットセット  ［6コ組］
NO.NTBT206A 標準小売価格 ￥16,200

ロングヘキサゴンビットソケット
ソケットホルダー 6コ用

NBT2-02L,025L,03L,04L,05L,06L
NEHB206

：
：

ロングヘキサゴンビットソケットセット  ［6コ組］
NO.NTBT2L06A 標準小売価格 ￥16,300

スタッビヘキサゴンビットソケット

ソケットホルダー 6コ用

NBT2-02SS,025SS,03SS,04SS,
　　　 05SS,06SS
NEHB206

：

：

スタッビヘキサゴンビットソケットセット  ［6コ組］
NO.NTBT2SS06A 標準小売価格 ￥16,200

ヘキサゴンビットソケット
クロスビットソケット
マイナスビットソケット
ソケットホルダー 10コ用

NBT2-02,025,03,04,05,06
NBT2P-1,2
NBT2M-06
NEHB210

：
：
:
:

ヘキサゴンビットソケットセット  ［9コ組］
NO.NTBT209A 標準小売価格 ￥23,500

■nepros6.3sq.T型トルクスビットソケットセット

■nepros6.3sq.ヘキサゴンビットソケットセット

■nepros6.3sq.セミディープソケットセット ■nepros6.3sq.ディープソケットセット

■nepros6.3sq.E型トルクスレンチセット

6.3sq.SOCKET SET
広 が り 続 け る 6 . 3 s q . の 可 能 性 。

その他のソケットセットシリーズ

□ディープソケットセット 六角 ［9コ組］ NO.NTB2L09A 標準小売価格 ￥15,200
□ディープソケットセット 十二角 ［6コ組］NO.NTB2L06WA 標準小売価格 ￥12,200

その他のディープソケットセットシリーズ

□ヘキサゴンビットソケットセット ［5コ組］ NO.NTBT205A 標準小売価格 ￥12,600

その他のヘキサゴンビットソケットセットシリーズ

□T型トルクスビットソケットセット ［5コ組］NO.NTQ4T05A 標準小売価格 ￥14,000

その他のT型トルクスビットソケットセットシリーズ



ソケット（六角）
ソケットホルダー 6コ用

NB2-055,08,10,12,13,14
NEHB206

：
：

ソケットセット　六角  ［6コ組］

■nepros6.3sq.ソケットセット

NO.NTB206A 標準小売価格 ￥8,400
□ソケットセット 六角  ［5コ組］ NO.NTB205A 標準小売価格 ￥6,700
□ソケットセット 六角  ［12コ組］NO.NTB212A 標準小売価格 ￥14,100
□ソケットセット 十二角  ［6コ組］NO.NTB206WA 標準小売価格 ￥8,810

ソケット（六角）
ソケットホルダー 10コ用

NB2-055,06,07,08,09,10,11,12,13,14
NEHB210

：
：

ソケットセット　六角  ［10コ組］
NO.NTB210A 標準小売価格 ￥12,900

ソケット（六角）
ソケットホルダー 6コ用

NB2-7/32,1/4,9/32,5/16,3/8,7/16
NEHB206

：
：

ソケットセット　六角  インチ  ［6コ組］
NO.NTB206BA 標準小売価格 ￥8,900

ソケット（六角）

ソケットホルダー 10コ用

NB2-3/16,7/32,1/4,9/32,5/16,11/32,
　　　3/8,7/16,1/2,9/16
NEHB210

：

：

ソケットセット　六角  インチ  ［10コ組］
NO.NTB210BA 標準小売価格 ￥13,900

セミディープソケット（六角）
ソケットホルダー 6コ用

NB2M-055,08,10,12,13,14
NEHB206

：
：

セミディープソケットセット　六角  ［6コ組］
NO.NTB2M06A 標準小売価格 ￥11,100

E型トルクスレンチ
ソケットホルダー 6コ用

NQ4E4,E5,E6,E8,E10
NEHB206

：
：

E型トルクスレンチセット  ［5コ組］
NO.NTQ4E05A 標準小売価格 ￥7,340

セミディープソケット（六角）

ソケットホルダー 10コ用

NB2M-055,06,07,08,09,10,11,12,
　　　 13,14
NEHB210

：

：

セミディープソケットセット　六角  ［10コ組］
NO.NTB2M10A 標準小売価格 ￥16,950

ソケット（十二角）

ソケットホルダー 10コ用

NB2-055W,06W,08W,10W,11W,12W,
　　　13W,14W
NEHB210

：

：

ソケットセット　十二角  ［8コ組］
NO.NTB208WA 標準小売価格 ￥11,800

ソケット（十二角）

ソケットホルダー 10コ用

NB2-7/32W,1/4W,9/32W,5/16W,
　　　11/32W,3/8W,7/16W,1/2W,9/16W
NEHB210

：

：

ソケットセット　十二角  インチ  ［9コ組］
NO.NTB209BWA 標準小売価格 ￥13,800

セミディープソケット（十二角）

ソケットホルダー 6コ用

NB2M-055W,08W,10W,12W,
　　　 13W,14W
NEHB206

：

：

セミディープソケットセット　十二角  ［6コ組］
NO.NTB2M06WA 標準小売価格 ￥12,000

セミディープソケット（十二角）

ソケットホルダー 10コ用

NB2M-055W,06W,08W,10W,11W,
　　　 12W,13W,14W
NEHB210

：

：

セミディープソケットセット　十二角  ［8コ組］
NO.NTB2M08WA 標準小売価格 ￥15,360

ディープソケット（十二角）

ソケットホルダー 10コ用

NB2L-055W,06W,08W,10W,11W,
　　　 12W,13W,14W
NEHB210

：

：

ディープソケットセット　十二角  ［8コ組］
NO.NTB2L08WA 標準小売価格 ￥16,300

ディープソケット（十二角）

ソケットホルダー 10コ用

NB2L-7/32W,1/4W,9/32W,5/16W,
　　　11/32W,3/8W,7/16W,1/2W,9/16W
NEHB210

：

：

ディープソケットセット　十二角  インチ  ［9コ組］
NO.NTB2L09BWA 標準小売価格 ￥19,300

T型トルクスビットソケット
ソケットホルダー 10コ用

NQ4T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30
NEHB210

：
：

T型トルクスビットソケットセット  ［7コ組］
NO.NTQ4T07 標準小売価格 ￥20,400

T型ロングトルクスビットソケット

ソケットホルダー 10コ用

NQ4T8L,T10L,T15L,T20L,
　　 T25L,T27L,T30L
NEHB210

：

：

T型ロングトルクスビットソケットセット  ［7コ組］
NO.NTQ4T07L 標準小売価格 ￥22,200

T型スタッビトルクスビットソケット

ソケットホルダー 10コ用

NQ4T8SS,T10SS,T15SS,T20SS,
　　　T25SS,T27SS,T30SS
NEHB210

：

：

T型スタッビトルクスビットソケットセット  ［7コ組］
NO.NTQ4T07SS 標準小売価格 ￥20,400

ディープソケット（六角）
ソケットホルダー 6コ用

NB2L-7/32,1/4,9/32,5/16,3/8,7/16
NEHB206

：
：

ディープソケットセット　六角  インチ  ［6コ組］
NO.NTB2L06BA 標準小売価格 ￥12,100

ディープソケット（六角）
ソケットホルダー 6コ用

NB2L-055,08,10,12,13,14
NEHB206

：
：

ディープソケットセット　六角  ［6コ組］
NO.NTB2L06A 標準小売価格 ￥11,500

ヘキサゴンビットソケット
ソケットホルダー 6コ用

NBT2-02,025,03,04,05,06
NEHB206

：
：

ヘキサゴンビットソケットセット  ［6コ組］
NO.NTBT206A 標準小売価格 ￥16,200

ロングヘキサゴンビットソケット
ソケットホルダー 6コ用

NBT2-02L,025L,03L,04L,05L,06L
NEHB206

：
：

ロングヘキサゴンビットソケットセット  ［6コ組］
NO.NTBT2L06A 標準小売価格 ￥16,300

スタッビヘキサゴンビットソケット

ソケットホルダー 6コ用

NBT2-02SS,025SS,03SS,04SS,
　　　 05SS,06SS
NEHB206

：

：

スタッビヘキサゴンビットソケットセット  ［6コ組］
NO.NTBT2SS06A 標準小売価格 ￥16,200

ヘキサゴンビットソケット
クロスビットソケット
マイナスビットソケット
ソケットホルダー 10コ用

NBT2-02,025,03,04,05,06
NBT2P-1,2
NBT2M-06
NEHB210

：
：
:
:

ヘキサゴンビットソケットセット  ［9コ組］
NO.NTBT209A 標準小売価格 ￥23,500

■nepros6.3sq.T型トルクスビットソケットセット

■nepros6.3sq.ヘキサゴンビットソケットセット

■nepros6.3sq.セミディープソケットセット ■nepros6.3sq.ディープソケットセット

■nepros6.3sq.E型トルクスレンチセット

6.3sq.SOCKET SET
広 が り 続 け る 6 . 3 s q . の 可 能 性 。

その他のソケットセットシリーズ

□ディープソケットセット 六角 ［9コ組］ NO.NTB2L09A 標準小売価格 ￥15,200
□ディープソケットセット 十二角 ［6コ組］NO.NTB2L06WA 標準小売価格 ￥12,200

その他のディープソケットセットシリーズ

□ヘキサゴンビットソケットセット ［5コ組］ NO.NTBT205A 標準小売価格 ￥12,600

その他のヘキサゴンビットソケットセットシリーズ

□T型トルクスビットソケットセット ［5コ組］NO.NTQ4T05A 標準小売価格 ￥14,000

その他のT型トルクスビットソケットセットシリーズ



ソケット（六角）
ソケットホルダー 6コ用

NB2-055,08,10,12,13,14
NEHB206

：
：

ソケットセット　六角  ［6コ組］

■nepros6.3sq.ソケットセット

NO.NTB206A 標準小売価格 ￥8,400
□ソケットセット 六角  ［5コ組］ NO.NTB205A 標準小売価格 ￥6,700
□ソケットセット 六角  ［12コ組］NO.NTB212A 標準小売価格 ￥14,100
□ソケットセット 十二角  ［6コ組］NO.NTB206WA 標準小売価格 ￥8,810

ソケット（六角）
ソケットホルダー 10コ用

NB2-055,06,07,08,09,10,11,12,13,14
NEHB210

：
：

ソケットセット　六角  ［10コ組］
NO.NTB210A 標準小売価格 ￥12,900

ソケット（六角）
ソケットホルダー 6コ用

NB2-7/32,1/4,9/32,5/16,3/8,7/16
NEHB206

：
：

ソケットセット　六角  インチ  ［6コ組］
NO.NTB206BA 標準小売価格 ￥8,900

ソケット（六角）

ソケットホルダー 10コ用

NB2-3/16,7/32,1/4,9/32,5/16,11/32,
　　　3/8,7/16,1/2,9/16
NEHB210

：

：

ソケットセット　六角  インチ  ［10コ組］
NO.NTB210BA 標準小売価格 ￥13,900

セミディープソケット（六角）
ソケットホルダー 6コ用

NB2M-055,08,10,12,13,14
NEHB206

：
：

セミディープソケットセット　六角  ［6コ組］
NO.NTB2M06A 標準小売価格 ￥11,100

E型トルクスレンチ
ソケットホルダー 6コ用

NQ4E4,E5,E6,E8,E10
NEHB206

：
：

E型トルクスレンチセット  ［5コ組］
NO.NTQ4E05A 標準小売価格 ￥7,340

セミディープソケット（六角）

ソケットホルダー 10コ用

NB2M-055,06,07,08,09,10,11,12,
　　　 13,14
NEHB210

：

：

セミディープソケットセット　六角  ［10コ組］
NO.NTB2M10A 標準小売価格 ￥16,950

ソケット（十二角）

ソケットホルダー 10コ用

NB2-055W,06W,08W,10W,11W,12W,
　　　13W,14W
NEHB210

：

：

ソケットセット　十二角  ［8コ組］
NO.NTB208WA 標準小売価格 ￥11,800

ソケット（十二角）

ソケットホルダー 10コ用

NB2-7/32W,1/4W,9/32W,5/16W,
　　　11/32W,3/8W,7/16W,1/2W,9/16W
NEHB210

：

：

ソケットセット　十二角  インチ  ［9コ組］
NO.NTB209BWA 標準小売価格 ￥13,800

セミディープソケット（十二角）

ソケットホルダー 6コ用

NB2M-055W,08W,10W,12W,
　　　 13W,14W
NEHB206

：

：

セミディープソケットセット　十二角  ［6コ組］
NO.NTB2M06WA 標準小売価格 ￥12,000

セミディープソケット（十二角）

ソケットホルダー 10コ用

NB2M-055W,06W,08W,10W,11W,
　　　 12W,13W,14W
NEHB210

：

：

セミディープソケットセット　十二角  ［8コ組］
NO.NTB2M08WA 標準小売価格 ￥15,360

ディープソケット（十二角）

ソケットホルダー 10コ用

NB2L-055W,06W,08W,10W,11W,
　　　 12W,13W,14W
NEHB210

：

：

ディープソケットセット　十二角  ［8コ組］
NO.NTB2L08WA 標準小売価格 ￥16,300

ディープソケット（十二角）

ソケットホルダー 10コ用

NB2L-7/32W,1/4W,9/32W,5/16W,
　　　11/32W,3/8W,7/16W,1/2W,9/16W
NEHB210

：

：

ディープソケットセット　十二角  インチ  ［9コ組］
NO.NTB2L09BWA 標準小売価格 ￥19,300

T型トルクスビットソケット
ソケットホルダー 10コ用

NQ4T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30
NEHB210

：
：

T型トルクスビットソケットセット  ［7コ組］
NO.NTQ4T07 標準小売価格 ￥20,400

T型ロングトルクスビットソケット

ソケットホルダー 10コ用

NQ4T8L,T10L,T15L,T20L,
　　 T25L,T27L,T30L
NEHB210

：

：

T型ロングトルクスビットソケットセット  ［7コ組］
NO.NTQ4T07L 標準小売価格 ￥22,200

T型スタッビトルクスビットソケット

ソケットホルダー 10コ用

NQ4T8SS,T10SS,T15SS,T20SS,
　　　T25SS,T27SS,T30SS
NEHB210

：

：

T型スタッビトルクスビットソケットセット  ［7コ組］
NO.NTQ4T07SS 標準小売価格 ￥20,400

ディープソケット（六角）
ソケットホルダー 6コ用

NB2L-7/32,1/4,9/32,5/16,3/8,7/16
NEHB206

：
：

ディープソケットセット　六角  インチ  ［6コ組］
NO.NTB2L06BA 標準小売価格 ￥12,100

ディープソケット（六角）
ソケットホルダー 6コ用

NB2L-055,08,10,12,13,14
NEHB206

：
：

ディープソケットセット　六角  ［6コ組］
NO.NTB2L06A 標準小売価格 ￥11,500

ヘキサゴンビットソケット
ソケットホルダー 6コ用

NBT2-02,025,03,04,05,06
NEHB206

：
：

ヘキサゴンビットソケットセット  ［6コ組］
NO.NTBT206A 標準小売価格 ￥16,200

ロングヘキサゴンビットソケット
ソケットホルダー 6コ用

NBT2-02L,025L,03L,04L,05L,06L
NEHB206

：
：

ロングヘキサゴンビットソケットセット  ［6コ組］
NO.NTBT2L06A 標準小売価格 ￥16,300

スタッビヘキサゴンビットソケット

ソケットホルダー 6コ用

NBT2-02SS,025SS,03SS,04SS,
　　　 05SS,06SS
NEHB206

：

：

スタッビヘキサゴンビットソケットセット  ［6コ組］
NO.NTBT2SS06A 標準小売価格 ￥16,200

ヘキサゴンビットソケット
クロスビットソケット
マイナスビットソケット
ソケットホルダー 10コ用

NBT2-02,025,03,04,05,06
NBT2P-1,2
NBT2M-06
NEHB210

：
：
:
:

ヘキサゴンビットソケットセット  ［9コ組］
NO.NTBT209A 標準小売価格 ￥23,500

■nepros6.3sq.T型トルクスビットソケットセット

■nepros6.3sq.ヘキサゴンビットソケットセット

■nepros6.3sq.セミディープソケットセット ■nepros6.3sq.ディープソケットセット

■nepros6.3sq.E型トルクスレンチセット

6.3sq.SOCKET SET
広 が り 続 け る 6 . 3 s q . の 可 能 性 。

その他のソケットセットシリーズ

□ディープソケットセット 六角 ［9コ組］ NO.NTB2L09A 標準小売価格 ￥15,200
□ディープソケットセット 十二角 ［6コ組］NO.NTB2L06WA 標準小売価格 ￥12,200

その他のディープソケットセットシリーズ

□ヘキサゴンビットソケットセット ［5コ組］ NO.NTBT205A 標準小売価格 ￥12,600

その他のヘキサゴンビットソケットセットシリーズ

□T型トルクスビットソケットセット ［5コ組］NO.NTQ4T05A 標準小売価格 ￥14,000

その他のT型トルクスビットソケットセットシリーズ



COMPACT & LIGHT
操 作 性 に 優 れ た［ 小 さ さ ］と［ 軽 さ ］。

STRONG
タフ に 使 える 、鍛 え 上 げ た［ 強 さ ］。

一切の妥協を排し創造したネプロス。

従来の常識を超えた新しい設計により、

強さ、軽さ、使いよさ、そのすべてを高次元で実現。

コンパクト性、作業性、安全性UP !
これからの時代を見据えた6 .3 sq .シリーズ。

nepros 6.3sq.シリーズ

No.70-29　2020.01.30S（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、　　　 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「標準小売価格」であり消費税は含まれておりません

1995年、世界一のハンドツールを目指し誕生したのがneprosです。そのコンセプトは「より強い・より使いよい・より美しい」。
素材、設計、製造技術、工作精度、生産設備のすべてを見直し、工具にとっての理想を追求し生み出しました。
理想の追求に終わりはありません。誕生から25年目を迎えるneprosはこれからも時代をリードし、進化を続けます。

nepros 6.3sq.シリーズ
ラインナップの詳細はこちら

ラチェットハンドルは、6.3sq.規格のコンパクトなボディ
に、neprosが誇る90ギアを搭載。送り角はわずか4°で
す。妥協のないメカニズムが安全で確実、高い作業性を
実現します。

90ギア採用で緻密な作業を実現

スタッビラチェットハンドルのヘッド幅の比較において、
nepros NBR390H（9.5sq.）の30％以上小型化、重量
比においては60％以上の軽量化を実現。neprosの信
頼性、作業性はそのまま、さらに奥へ届きます。

nepros史上最小のラチェット

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
作業を実現します。

さらに奥へのアプローチを可能に

ソケットは強度・靭性・耐久性を備えた材料と高度な熱
処理技術を採用し、KTCブランドと同等の強度ながら薄
肉・軽量化を実現しています。

薄肉・軽量化を理想のプロセスで実現

ソケットの口径部と差込角部には、KTC独自のパワー
フィット形状を採用。接触面積をより大きくすることで
エッジを傷めにくく、安全な作業が可能です。

パワーフィット形状だから、安全作業を実現

T形ハンドルは、ハンドルの両端にウエイトを置くことに
より早回し時に遠心力を活かし、作業性を向上。持ち運
びに便利なサイズと使用感、作業現場の一線で活躍す
る機能を追求しました。

作業性を最大限に高めるneprosの設計思想

六角二面幅3mm以下のサイズのビットソケットは、
ねじれにくくするため丸軸設計を採用。優れた剛性を
実現しています。

丸軸だからロングでも高い剛性を実現！

スタッビタイプのビットは全長が短いため、ねじれにく
く、かけた力がロスなく伝わります。固着したボルトの緩
め作業にもおすすめです。

ねじり剛性に優れ作業性UP!

エクステンションバーを使用することなく対象へアプ
ローチできるので、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
を可能にします。

ダイレクトアプローチで作業性UP!

最高峰のDNAを継承するnepros6.3sq.シリーズ
エンジンルームの作業スペースの狭小化や、部品の小型化・軽量化といった作業環境の変化に伴い、

コンパクトな差込角6.3sq.のソケットレンチのニーズが高まっています。

最高峰の工具のDNAを継承するnepros 6.3sq.シリーズは、

6.3sq.サイズの利点を最大限に活かしたコンパクト性に加え、

優れた作業性や信頼性を実現。

プロの要望に高次元で応えます。

従来品
線接触で応力が集中

パワーフィット
面接触で応力を分散

重心から離れた両端にウエイトを置く
設計で遠心力を活かしやすい

回転の中心＝重心

■6.3sq.ビットソケットのスタンダード/ロング共通 ■6.3sq.ビットソケットのスタッビ共通 ■6.3sq.ビットソケットのロング共通

■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＋スタッビラチェットハンドル■6.3sq.ラチェットシリーズ共通

■6.3sq.ディープソケット共通 ■6.3sq.ソケット共通 ■6.3sq.T形ハンドル

＜スタッビラチェットハンドル（9.5sq.と6.3sq.）の比較＞

9.5sq. 6.3sq.

＜6.3sq.ディープソケット（10mm）比較＞

肉厚
-20％

重量
-20％

mm

14.5mm

mm2.25 1.7
13.4mm

KTC nepros

▶36g 29g



COMPACT & LIGHT
操 作 性 に 優 れ た［ 小 さ さ ］と［ 軽 さ ］。

STRONG
タフ に 使 える 、鍛 え 上 げ た［ 強 さ ］。

一切の妥協を排し創造したネプロス。

従来の常識を超えた新しい設計により、

強さ、軽さ、使いよさ、そのすべてを高次元で実現。

コンパクト性、作業性、安全性UP !
これからの時代を見据えた6 .3 sq .シリーズ。

nepros 6.3sq.シリーズ

No.70-29　2020.01.30S（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、　　　 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「標準小売価格」であり消費税は含まれておりません

1995年、世界一のハンドツールを目指し誕生したのがneprosです。そのコンセプトは「より強い・より使いよい・より美しい」。
素材、設計、製造技術、工作精度、生産設備のすべてを見直し、工具にとっての理想を追求し生み出しました。
理想の追求に終わりはありません。誕生から25年目を迎えるneprosはこれからも時代をリードし、進化を続けます。

nepros 6.3sq.シリーズ
ラインナップの詳細はこちら

ラチェットハンドルは、6.3sq.規格のコンパクトなボディ
に、neprosが誇る90ギアを搭載。送り角はわずか4°で
す。妥協のないメカニズムが安全で確実、高い作業性を
実現します。

90ギア採用で緻密な作業を実現

スタッビラチェットハンドルのヘッド幅の比較において、
nepros NBR390H（9.5sq.）の30％以上小型化、重量
比においては60％以上の軽量化を実現。neprosの信
頼性、作業性はそのまま、さらに奥へ届きます。

nepros史上最小のラチェット

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
作業を実現します。

さらに奥へのアプローチを可能に

ソケットは強度・靭性・耐久性を備えた材料と高度な熱
処理技術を採用し、KTCブランドと同等の強度ながら薄
肉・軽量化を実現しています。

薄肉・軽量化を理想のプロセスで実現

ソケットの口径部と差込角部には、KTC独自のパワー
フィット形状を採用。接触面積をより大きくすることで
エッジを傷めにくく、安全な作業が可能です。

パワーフィット形状だから、安全作業を実現

T形ハンドルは、ハンドルの両端にウエイトを置くことに
より早回し時に遠心力を活かし、作業性を向上。持ち運
びに便利なサイズと使用感、作業現場の一線で活躍す
る機能を追求しました。

作業性を最大限に高めるneprosの設計思想

六角二面幅3mm以下のサイズのビットソケットは、
ねじれにくくするため丸軸設計を採用。優れた剛性を
実現しています。

丸軸だからロングでも高い剛性を実現！

スタッビタイプのビットは全長が短いため、ねじれにく
く、かけた力がロスなく伝わります。固着したボルトの緩
め作業にもおすすめです。

ねじり剛性に優れ作業性UP!

エクステンションバーを使用することなく対象へアプ
ローチできるので、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
を可能にします。

ダイレクトアプローチで作業性UP!

最高峰のDNAを継承するnepros6.3sq.シリーズ
エンジンルームの作業スペースの狭小化や、部品の小型化・軽量化といった作業環境の変化に伴い、

コンパクトな差込角6.3sq.のソケットレンチのニーズが高まっています。

最高峰の工具のDNAを継承するnepros 6.3sq.シリーズは、

6.3sq.サイズの利点を最大限に活かしたコンパクト性に加え、

優れた作業性や信頼性を実現。

プロの要望に高次元で応えます。

従来品
線接触で応力が集中

パワーフィット
面接触で応力を分散

重心から離れた両端にウエイトを置く
設計で遠心力を活かしやすい

回転の中心＝重心

■6.3sq.ビットソケットのスタンダード/ロング共通 ■6.3sq.ビットソケットのスタッビ共通 ■6.3sq.ビットソケットのロング共通

■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＋スタッビラチェットハンドル■6.3sq.ラチェットシリーズ共通

■6.3sq.ディープソケット共通 ■6.3sq.ソケット共通 ■6.3sq.T形ハンドル

＜スタッビラチェットハンドル（9.5sq.と6.3sq.）の比較＞

9.5sq. 6.3sq.

＜6.3sq.ディープソケット（10mm）比較＞

肉厚
-20％

重量
-20％

mm

14.5mm

mm2.25 1.7
13.4mm

KTC nepros

▶36g 29g



ソケット（六角）
ソケットホルダー 6コ用

NB2-055,08,10,12,13,14
NEHB206

：
：

ソケットセット　六角  ［6コ組］

■nepros6.3sq.ソケットセット

NO.NTB206A 標準小売価格 ￥8,400
□ソケットセット 六角  ［5コ組］ NO.NTB205A 標準小売価格 ￥6,700
□ソケットセット 六角  ［12コ組］NO.NTB212A 標準小売価格 ￥14,100
□ソケットセット 十二角  ［6コ組］NO.NTB206WA 標準小売価格 ￥8,810

ソケット（六角）
ソケットホルダー 10コ用

NB2-055,06,07,08,09,10,11,12,13,14
NEHB210

：
：

ソケットセット　六角  ［10コ組］
NO.NTB210A 標準小売価格 ￥12,900

ソケット（六角）
ソケットホルダー 6コ用

NB2-7/32,1/4,9/32,5/16,3/8,7/16
NEHB206

：
：

ソケットセット　六角  インチ  ［6コ組］
NO.NTB206BA 標準小売価格 ￥8,900

ソケット（六角）

ソケットホルダー 10コ用

NB2-3/16,7/32,1/4,9/32,5/16,11/32,
　　　3/8,7/16,1/2,9/16
NEHB210

：

：

ソケットセット　六角  インチ  ［10コ組］
NO.NTB210BA 標準小売価格 ￥13,900

セミディープソケット（六角）
ソケットホルダー 6コ用

NB2M-055,08,10,12,13,14
NEHB206

：
：

セミディープソケットセット　六角  ［6コ組］
NO.NTB2M06A 標準小売価格 ￥11,100

E型トルクスレンチ
ソケットホルダー 6コ用

NQ4E4,E5,E6,E8,E10
NEHB206

：
：

E型トルクスレンチセット  ［5コ組］
NO.NTQ4E05A 標準小売価格 ￥7,340

セミディープソケット（六角）

ソケットホルダー 10コ用

NB2M-055,06,07,08,09,10,11,12,
　　　 13,14
NEHB210

：

：

セミディープソケットセット　六角  ［10コ組］
NO.NTB2M10A 標準小売価格 ￥16,950

ソケット（十二角）

ソケットホルダー 10コ用

NB2-055W,06W,08W,10W,11W,12W,
　　　13W,14W
NEHB210

：

：

ソケットセット　十二角  ［8コ組］
NO.NTB208WA 標準小売価格 ￥11,800

ソケット（十二角）

ソケットホルダー 10コ用

NB2-7/32W,1/4W,9/32W,5/16W,
　　　11/32W,3/8W,7/16W,1/2W,9/16W
NEHB210

：

：

ソケットセット　十二角  インチ  ［9コ組］
NO.NTB209BWA 標準小売価格 ￥13,800

セミディープソケット（十二角）

ソケットホルダー 6コ用

NB2M-055W,08W,10W,12W,
　　　 13W,14W
NEHB206

：

：

セミディープソケットセット　十二角  ［6コ組］
NO.NTB2M06WA 標準小売価格 ￥12,000

セミディープソケット（十二角）

ソケットホルダー 10コ用

NB2M-055W,06W,08W,10W,11W,
　　　 12W,13W,14W
NEHB210

：

：

セミディープソケットセット　十二角  ［8コ組］
NO.NTB2M08WA 標準小売価格 ￥15,360

ディープソケット（十二角）

ソケットホルダー 10コ用

NB2L-055W,06W,08W,10W,11W,
　　　 12W,13W,14W
NEHB210

：

：

ディープソケットセット　十二角  ［8コ組］
NO.NTB2L08WA 標準小売価格 ￥16,300

ディープソケット（十二角）

ソケットホルダー 10コ用

NB2L-7/32W,1/4W,9/32W,5/16W,
　　　11/32W,3/8W,7/16W,1/2W,9/16W
NEHB210

：

：

ディープソケットセット　十二角  インチ  ［9コ組］
NO.NTB2L09BWA 標準小売価格 ￥19,300

T型トルクスビットソケット
ソケットホルダー 10コ用

NQ4T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30
NEHB210

：
：

T型トルクスビットソケットセット  ［7コ組］
NO.NTQ4T07 標準小売価格 ￥20,400

T型ロングトルクスビットソケット

ソケットホルダー 10コ用

NQ4T8L,T10L,T15L,T20L,
　　 T25L,T27L,T30L
NEHB210

：

：

T型ロングトルクスビットソケットセット  ［7コ組］
NO.NTQ4T07L 標準小売価格 ￥22,200

T型スタッビトルクスビットソケット

ソケットホルダー 10コ用

NQ4T8SS,T10SS,T15SS,T20SS,
　　　T25SS,T27SS,T30SS
NEHB210

：

：

T型スタッビトルクスビットソケットセット  ［7コ組］
NO.NTQ4T07SS 標準小売価格 ￥20,400

ディープソケット（六角）
ソケットホルダー 6コ用

NB2L-7/32,1/4,9/32,5/16,3/8,7/16
NEHB206

：
：

ディープソケットセット　六角  インチ  ［6コ組］
NO.NTB2L06BA 標準小売価格 ￥12,100

ディープソケット（六角）
ソケットホルダー 6コ用

NB2L-055,08,10,12,13,14
NEHB206

：
：

ディープソケットセット　六角  ［6コ組］
NO.NTB2L06A 標準小売価格 ￥11,500

ヘキサゴンビットソケット
ソケットホルダー 6コ用

NBT2-02,025,03,04,05,06
NEHB206

：
：

ヘキサゴンビットソケットセット  ［6コ組］
NO.NTBT206A 標準小売価格 ￥16,200

ロングヘキサゴンビットソケット
ソケットホルダー 6コ用

NBT2-02L,025L,03L,04L,05L,06L
NEHB206

：
：

ロングヘキサゴンビットソケットセット  ［6コ組］
NO.NTBT2L06A 標準小売価格 ￥16,300

スタッビヘキサゴンビットソケット

ソケットホルダー 6コ用

NBT2-02SS,025SS,03SS,04SS,
　　　 05SS,06SS
NEHB206

：

：

スタッビヘキサゴンビットソケットセット  ［6コ組］
NO.NTBT2SS06A 標準小売価格 ￥16,200

ヘキサゴンビットソケット
クロスビットソケット
マイナスビットソケット
ソケットホルダー 10コ用

NBT2-02,025,03,04,05,06
NBT2P-1,2
NBT2M-06
NEHB210

：
：
:
:

ヘキサゴンビットソケットセット  ［9コ組］
NO.NTBT209A 標準小売価格 ￥23,500

■nepros6.3sq.T型トルクスビットソケットセット

■nepros6.3sq.ヘキサゴンビットソケットセット

■nepros6.3sq.セミディープソケットセット ■nepros6.3sq.ディープソケットセット

■nepros6.3sq.E型トルクスレンチセット

6.3sq.SOCKET SET
広 が り 続 け る 6 . 3 s q . の 可 能 性 。

その他のソケットセットシリーズ

□ディープソケットセット 六角 ［9コ組］ NO.NTB2L09A 標準小売価格 ￥15,200
□ディープソケットセット 十二角 ［6コ組］NO.NTB2L06WA 標準小売価格 ￥12,200

その他のディープソケットセットシリーズ

□ヘキサゴンビットソケットセット ［5コ組］ NO.NTBT205A 標準小売価格 ￥12,600

その他のヘキサゴンビットソケットセットシリーズ

□T型トルクスビットソケットセット ［5コ組］NO.NTQ4T05A 標準小売価格 ￥14,000

その他のT型トルクスビットソケットセットシリーズ




