
本体サイズ ： W435×D240×H230mm　　質量 ： 7.5kg
付属品 ： トップマット×1, 引出しマット×2

品番 ケースカラー 小売参考価格

¥23,000
No.SKX0102
No.SKX0102S
No.SKX0102BK

レッド
シルバー
ブラック

■チェスト（2段2引出し）

自動車整備

EKR-1032022 SK SALE

sk.ktc.jp  11/1 OPEN!

・ケースは使い勝手を追求したEKR-103シリーズを採用
・自動車整備のスタンダードモデル

チェスト（EKR-103）カラー展開

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。

自動車整備

SKX0213 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。

自動車整備

SKX3805 大型キャスターで移動もスムーズ。

自動車整備

EKR-1004/EKW-1007 多彩なニーズを満たすプロのためのツールセット。

自動車整備

EK-10A 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-1Aシリーズ　携行性に優れた両開きメタルケース 

EK-10Aシリーズ　フローリングなどを傷付けにくいラバー製のパッドを採用

ケース（EK-10A）カラー展開

56 持ち運び
タイプ点

入組
点数 12.7質量 kg

・自動車整備のスタンダードモデル
・ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用

持ち運び
タイプ

・大型車・重機・農機などのメンテナンスに最適な入組をセット
・ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用12.5質量 kg52点入組

点数

ケース（EK-10A）カラー展開

持ち運び
タイプ

・自動車整備のスタンダードモデル
・ケースは軽量の樹脂製両開きタイプSK330P-Mを採用

10質量 kg56点入組
点数

ケース（SK330P-M）カラー展開

No.SK330P-M 【レッド】
小売参考価格¥31,900

持ち運び
タイプ

・大型車・重機・農機などのメンテナンスに最適な入組をセット
・ケースは軽量の樹脂製両開きタイプSK330P-Mを採用

10.5質量 kg52点入組
点数

56 持ち運び
タイプ点

入組
点数 7.9質量 kg

・取外しが可能な専用トレイ付き
・出張メンテに最適な超軽量ケースセット

ケース（EK-100PH）カラー展開

No.EK-100PH
【ブラック】

●

¥102,980
¥100,980
¥101,980

¥76,800
No.EK-10AR3No.SK45222WZR
No.EK-10ANo.SK45222WZ
No.EK-10AGBKNo.SK45222WZGBK

品番 ケース品番 小売参考価格合計 キャンペーン価格

★…期間限定

★
★
★

¥107,020 ¥79,800No.SK330P-MNo.SK35622P
品番 ケース品番 小売参考価格合計 キャンペーン価格

★…期間限定

★

ケース（SK330P-M）カラー展開

No.SK330P-M 【レッド】
小売参考価格¥31,900

¥105,480 ¥79,800No.SK330P-MNo.SK45222P
品番 ケース品番 小売参考価格合計 キャンペーン価格

★…期間限定

★

¥99,120 ¥75,000No.EK-100PHNo.SK35622PH
品番 ケース品番 小売参考価格合計 キャンペーン価格

●…数量限定　★…期間限定

★

品番 ケースカラー 小売参考価格

¥26,400
¥28,400

¥28,400

No.EK-1AR2
No.EK-1A
No.EK-1AGBKNo.EK-1AR2【レッド】 No.EK-1A【シルバー】 No.EK-1AGBK【ブラック】

レッド
シルバー
ブラック

本体サイズ ： W430×D225×H225mm　質量 ： 6.9kg 

本体サイズ ： W440×D233×H230mm　質量 ： 7.1kg 

品番 ケースカラー 小売参考価格

¥31,400

¥29,400

No.EK-10APY
No.EK-10APGY

●…数量限定　★…期間限定　◆…2022年1月発売

No.EK-10APY【パステルイエロー】 No.EK-10APGY【パステルグレー】

No.EK-10AGBK【ブラック】No.EK-10A【シルバー】No.EK-10AR3【レッド】

パステルイエロー
パステルグレー

No.EK-10AR3 レッド
¥27,400No.EK-10A シルバー
¥28,400No.EK-10AGBK ブラック

●
●
★
★

■両開きメタルケース PAT.  D.PAT.

■両開きメタルケース PAT.

※ケース単体の販売は実施しておりません

チェスト（SKX0213）カラー展開

品番 ケース品番 小売参考価格合計 キャンペーン価格

★…期間限定

★
★
★

¥112,810 ¥72,000
No.SKX0213No.SK35122X
No.SKX0213SNo.SK35122XS
No.SKX0213BKNo.SK35122XBK

チェスト（SKX0213）カラー展開

品番 ケース品番 小売参考価格合計 キャンペーン価格

★…期間限定

★
★
★

¥126,740 ¥85,000
No.SKX0213No.SK46022X
No.SKX0213SNo.SK46022XS
No.SKX0213BKNo.SK46022XBK

チェスト（SKX0213）カラー展開

67 据え置き
タイプ点

入組
点数 19質量 kg

・ラチェットコンビネーションレンチ採用セット
・ケースは機能性と収納力をコンパクトに設計したSKX0213シリーズを採用

51 据え置き
タイプ点

入組
点数 17.5質量 kg

・ケースは機能性と収納力をコンパクトに設計したSKX0213シリーズを採用
・ラチェットコンビネーションレンチ採用セット 60 据え置き

タイプ点
入組
点数 19質量 kg

・ラチェットコンビネーションレンチ採用セット
・大型車・重機・農機などのメンテナンスに最適な入組をセット

54 据え置き
タイプ点

入組
点数 19質量 kg ・充実のインチサイズセットインチ

No.SKX0213
【レッド】

小売参考価格 ¥28,200

チェスト（SKX0213）カラー展開

¥115,110 ¥81,900No.SKX0213No.SK35422BX
品番 ケース品番 小売参考価格合計 キャンペーン価格

★…期間限定

★

チェスト（SKX0213）、ワゴン（SKX2613）カラー展開

94 据え置き
タイプ点

入組
点数 45質量 kg

・自動車整備のプロフェッショナルモデル
・ラチェットコンビネーションレンチ採用セット

SKX0213シリーズ　機能を追求したスタイリッシュデザインチェスト

ローラーキャビネット（SKX3805）カラー展開
トップチェスト（EKR-1004）カラー展開

ローラーキャビネット（EKW-1007）カラー展開

※No.SK95022EEシリーズは137kg

No.EKW-1007WHNo.SK95022EXWH
No.EKW-1007RNo.SK95022EXR

¥465,170 ¥400,000No.EKW-1007No.SK95022EX
No.EKW-1007BKNo.SK95022EXBK

品番 ケース品番 小売参考価格合計 キャンペーン価格

★…期間限定

★

★
★
★

No.EKR-1004WH + EKW-1007WHNo.SK95022EEWH
No.EKR-1004R + EKW-1007RNo.SK95022EER

¥546,220 ¥480,000No.EKR-1004 + EKW-1007No.SK95022EE
No.EKR-1004BK + EKW-1007BKNo.SK95022EEBK

品番 ケース品番 小売参考価格合計 キャンペーン価格

★…期間限定

★

★
★
★

No.EKR-1004
【シルバー】

小売参考価格 ¥89,500

No.EKR-1004R
【レッド】

小売参考価格 ¥89,500

No.EKR-1004BK
【ブラック】

小売参考価格 ¥89,500

※

No.EKW-1007
【シルバー】

小売参考価格 ¥132,000

No.EKW-1007R
【レッド】

小売参考価格 ¥132,000

No.EKW-1007BK
【ブラック】

小売参考価格 ¥132,000

No.EKR-1004WH
【ホワイト】

小売参考価格 ¥89,500

No.EKW-1007WH
【ホワイト】

小売参考価格 ¥132,000

150 据え置き
タイプ点

入組
点数 98質量 kg

・ラチェットめがねレンチ採用セット
・ケースは機能性と余裕の収納力を誇るEKR-1004、EKW-1007シリーズを採用

No.SK95022EXR

No.SK95022EEWH

本体サイズ ： W680×D460×H975mm
　　　　　  （ハンドル突出量100mm）
質量 ： 60kg 
付属品 ： トップマット×1, 引出しマット×5, 仕切板×5, 
　　　　カギ×2

品番 ケースカラー 小売参考価格
No.SKX3805 レッド

¥83,000No.SKX3805S シルバー

No.SKX3805BK ブラック

SKX3805シリーズ　大径キャスターで移動もスムーズ

■ローラーキャビネット（5段5引出し）

採用セット68点入組
点数 68質量 kg

・自動車整備のスタンダードモデル
・ケースは大径キャスターで移動もスムーズなSKX3805シリーズを採用

据え置き
タイプ

（入組にペーパーとスプレー缶は含まれておりません）

（入組にペーパーとスプレー缶は含まれておりません）

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

※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。

スタンダードモデル スタンダードモデル66 据え置き
タイプ点

入組
点数 21質量 kg

スタンダードモデル

エキスパートモデル

エキスパートモデル

スタンダードモデル
スタンダードモデル

スタンダードモデル

スタンダード
モデル

スタンダード
モデル

スタンダード
モデル

スタンダードモデル

スタンダードモデル

感染症予防用の
除菌スプレー缶
収納にもおすすめ

感染症予防用の
除菌スプレー缶
収納にもおすすめ

No.EKR-103CG
【シャンパンゴールド×シルバー】

※ケース単体の販売は実施しておりません。

No.EKR-103RG
【ローズゴールド×シルバー】

No.EKR-103MLG
【ミリタリーグリーン×レッド】

No.EKR-103DGR
【ディープグリーン×イエロー】

No.EKR-103CGNo.SK36622ECG
品番 ケース品番 小売参考価格合計 キャンペーン価格

●…数量限定　★…期間限定

★
¥135,690

¥104,000
No.EKR-103RGNo.SK36622ERG★
No.EKR-103MLGNo.SK36622EMLG★

¥129,690No.EKR-103DGRNo.SK36622EDGR★

No.SK36622ECG
※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.SKX0102
【レッド】

No.SKX0102S
【シルバー】

No.SKX0102BK
【ブラック】

No.SKX0213CR
【オレンジ】
小売参考価格
¥30,200

No.SKX0213MGY
【マットグレー】
小売参考価格
¥30,200

No.SKX0213NV
【ネイビー】
小売参考価格
¥28,200

No.SKX0213
【レッド】
小売参考価格
¥28,200

No.SKX0213S
【シルバー】
小売参考価格
¥28,200

No.SKX0213BK
【ブラック】
小売参考価格
¥28,200

No.SKX0213CRNo.SK36722XCR
No.SKX0213MGYNo.SK36722XMGY

品番 ケース品番 小売参考価格合計 キャンペーン価格

●…数量限定　★…期間限定　◆…2022年1月発売

★●
●
●
★
★
★
★
★

¥130,720 ¥80,000

¥128,720

¥128,720

¥78,000

No.SKX0213NVNo.SK36722XNV
No.SKX0213No.SK36722X
No.SKX0213SNo.SK36722XS
No.SKX0213BKNo.SK36722XBK

No.SK36722XNV
※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.SKX0213
【レッド】

小売参考価格¥28,200

No.SKX0213S
【シルバー】

小売参考価格¥28,200

No.SKX0213BK
【ブラック】

小売参考価格¥28,200

No.SK35122XS
※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

共通入組内容

No.SKX0213
【レッド】
小売参考価格
 ¥28,200

+

No.SKX2613
【レッド】

小売参考価格 ¥33,300

No.SKX0213S
【シルバー】
小売参考価格
 ¥28,200

+

No.SKX2613AS
【シルバー】

小売参考価格 ¥33,300

No.SKX0213BK
【ブラック】
小売参考価格
 ¥28,200

+

No.SKX2613ABK
【ブラック】

小売参考価格 ¥33,300

No.SK59422XXS
※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

No.SKX0213+SKX2613No.SK59422XX
品番 ケース品番 小売参考価格合計 キャンペーン価格

★…期間限定

★

No.SKX0213BK+SKX2613ABKNo.SK59422XXBK★
¥201,530 ¥160,000No.SKX0213S+SKX2613ASNo.SK59422XXS★

No.SK46022XBK
※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.SKX0213
【レッド】

小売参考価格¥28,200

No.SKX0213S
【シルバー】

小売参考価格¥28,200

No.SKX0213BK
【ブラック】

小売参考価格¥28,200

No.SKX0213CR
【オレンジ】

No.SKX0213S
【シルバー】

No.SKX0213BK
【ブラック】

No.SKX0213
【レッド】

No.SKX0213NV
【ネイビー】

No.SKX0213MGY
【マットグレー】

本体サイズ ： W520×D215×H300mm　質量 ： 11kg 
付属品 ： トップマット×1, 引出しマット×3, 仕切板×3

品番 ケースカラー 小売参考価格
No.SKX0213CR
No.SKX0213MGY

オレンジ
マットグレー

レッド
シルバー

¥28,200

¥30,200

No.SKX0213NV ネイビー

No.SKX0213
No.SKX0213S
No.SKX0213BK ブラック

●…数量限定　★…期間限定　◆…2022年1月発売

●★
●
●
★
★

■チェスト（3段3引出し）

No.EK-10APY
【パステルイエロー】
小売参考価格¥31,400

No.EK-10APGY
【パステルグレー】
小売参考価格¥31,400

No.EK-10AR3
【レッド】

小売参考価格¥29,400

No.EK-10A
【シルバー】

小売参考価格¥27,400

No.EK-10AGBK
【ブラック】

小売参考価格¥28,400

No.SK35622WZPY

¥106,520

¥104,520

¥76,800
No.EK-10APYNo.SK35622WZPY
No.EK-10APGYNo.SK35622WZPGY

品番 ケース品番 小売参考価格合計 キャンペーン価格

●…数量限定　★…期間限定　◆…2022年1月発売

★
★

●
●

¥74,800
No.EK-10AR3No.SK35622WZR★

¥102,520No.EK-10ANo.SK35622WZ★
¥103,520No.EK-10AGBKNo.SK35622WZGBK★

No.EK-10AR3
【レッド】

小売参考価格¥29,400

No.EK-10A
【シルバー】

小売参考価格¥27,400

No.EK-10AGBK
【ブラック】

小売参考価格¥28,400

共通入組内容

No.SK45222WZ

品番 ケース品番 小売参考価格合計 キャンペーン価格

★…期間限定

★
★
★

¥185,920 ¥168,000
No.SKX3805No.SK36822RX
No.SKX3805SNo.SK36822RXS
No.SKX3805BKNo.SK36822RXBK

No.SKX3805
【レッド】
小売参考価格¥83,000

No.SKX3805S
【シルバー】
小売参考価格¥83,000

No.SKX3805BK
【ブラック】
小売参考価格¥83,000

No.SK36822RXS
※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.SKX3805
【レッド】

No.SKX3805S
【シルバー】

No.SKX3805BK
【ブラック】

NEW ITEM SKX0102シリーズ　デスク上での使用を想定したナロータイプのチェスト

工具で豊かな毎日を

2021.11.1    2022.4.20
9
特別カラー

全 色
新ストレージも

登場！
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◆…2022年1月発売



二輪整備

エキスパートモデル

家庭用

No.SK45322M

ケース（EK-10A,SKC-MA）カラー展開

ケース（EK-5）カラー展開

¥48,460 ¥39,800No.EK-5No.SK33622M
品番 ケース品番 小売参考価格合計 キャンペーン価格

★…期間限定

★

No.EK-5
【シルバー】

小売参考価格 ¥4,800

35 持ち運び
タイプ点

入組
点数 4.8質量 kg

・一般機械整備向けの個人持ちにぴったりなセット
・ケースは片開きで軽量タイプのEK-5を採用

231点入組
点数 147質量 kg

・あらゆる産業での使用を配慮した充実の入組
・トルク管理に最適なデジラチェを4種類セット

据え置き
タイプ

ローラーキャビネット（EKX-118）カラー展開

¥877,090 ¥750,000No.EKX-118No.SK8022AEX
品番 ケース品番 小売参考価格合計 キャンペーン価格

★
★…期間限定

※2 No.SK45322Mは11.1kg※1 No.SK45322Mは53点

※1 ※251 持ち運び
タイプ点

入組
点数 14.3質量 kg

・様々な設備・機械のメンテナンスに充実の入組
・ケースはEK-10AシリーズとSKC-MAの2種類をラインナップ

¥30,030 ¥28,000No.MCKB-BNo.SK21522MC
品番 ケース品番 小売参考価格合計 キャンペーン価格

★…期間限定
★

持ち運び
タイプ ・T形レンチ、ラチェットコンビネーションレンチ採用セット12.8質量 kg51点入組

点数

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
・ラチェットコンビネーションレンチ採用セット18質量 kg56点入組

点数

ツールバッグ（MCKB-B）カラー展開

No.MCKB-B【ブラック】
小売参考価格 ¥3,320

チェスト（SKX0213）カラー展開

No.SKX0213
【レッド】
小売参考価格 ¥28,200

No.SKX0213BK
【ブラック】
小売参考価格 ¥28,200

¥136,310 ¥86,800No.SKX0213No.SK35622XMC
品番 ケース品番 小売参考価格合計 キャンペーン価格

★…期間限定

★
★ No.SKX0213BKNo.SK35622XBKMC

持ち運び
タイプ

・ロールタイプのツールバッグを採用
・コンパクトで携行に便利な入組を厳選したセット1.4質量 kg15点入組

点数

ケース（EKP-5,EKP-2）カラー展開

No.EKP-5【レッド】
小売参考価格 ¥3,800

No.EKP-2【レッド】
小売参考価格 ¥7,800

¥57,370 ¥48,000No.EKP-5No.SK34022PS
品番 ケース品番 小売参考価格合計 キャンペーン価格

★…期間限定

★

★ ¥61,370 ¥52,000No.EKP-2No.SK34022PSLL

40 持ち運び
タイプ点

入組
点数 4.5質量 kg

・持ち運びに便利な軽量樹脂片開きケース採用セット
・ラチェットコンビネーションレンチ採用セット

※ No.SK34022PSLLは6.1kg

※

ケース（SK120-M）カラー展開

No.SK120-M【レッド】
小売参考価格 ¥12,000

¥66,990 ¥54,000No.SK120-MNo.SK34322S
品番 ケース品番 小売参考価格合計 キャンペーン価格

★…期間限定

★

43 持ち運び
タイプ点

入組
点数 9質量 kg ・厳選した入組のエントリーモデル

No.SK34021PSLL

プロに選ばれ続ける高品質な工具をご家庭に。幅広いメンテナンス作業に対応する工具を厳選。

ストレージ 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。

70点入組
点数 91質量 kg ・トルク管理に便利なデジラチェ採用セット据え置き

タイプ

品番 ケースカラー 小売参考価格

¥89,500
No.EKR-1004R
No.EKR-1004
No.EKR-1004BK

EKR-1004シリーズ　ジャパンメイドの高性能、高耐久性大型チェスト

No.EKR-1004R
【レッド】

No.EKR-1004
【シルバー】

No.EKR-1004BK
【ブラック】

No.EKR-1004WH
【ホワイト】

レッド
シルバー
ブラック

No.EKR-1004WH ホワイト

本体サイズ ： W715×D390×H410mm
　　　　　  （ハンドル［左右］突出量85mm）
質量 ： 39kg 
付属品 ： トップマット×1, 引出しマット×4, 仕切板×2, カギ×2

品番 ケースカラー 小売参考価格

¥258,000
No.SKX3812
No.SKX3812BK

レッド
ブラック

品番 ケースカラー 小売参考価格

¥119,000
No.EKW-1005R
No.EKW-1005
No.EKW-1005BK

レッド
シルバー
ブラック

No.EKW-1005WH ホワイト

本体サイズ ： W740×D470×H910mm
　　　　　  （ハンドル突出量85mm）
質量 ： 74kg
付属品 ： トップマット×1, 引出しマット×7, 仕切板×4, カギ×2 

品番 ケースカラー 小売参考価格

¥132,000
No.EKW-1007R
No.EKW-1007
No.EKW-1007BK

レッド
シルバー
ブラック

No.EKW-1007WH ホワイト

本体サイズ ： W740×D470×H910mm
　　　　　  （ハンドル突出量85mm）
質量 ： 82kg
付属品 ： トップマット×1, 引出しマット×7, 仕切板×4, カギ×2

EKW-1005シリーズ EKW-1007シリーズ

SKX3812シリーズ　大容量を誇る大型ローラーキャビネット

アクティブバディシリーズ　メンテナンスに機動力をプラス 

本体サイズ ： W1045×D460×H975mm
　　　　　　（ハンドル突出量100mm）
質量 ： 103kg 
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）

●…数量限定　★…期間限定　◆…2022年1月発売

●…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

●★

品番 ケースカラー
No.SKR703A シルバー

ツールステーション　機能性とデザイン性を両立！

●シャッター付き3段可動トレイタイプです。
本体サイズ ： W670×D420×H900mm　質量 ： 39kg 
付属品 ： トップマット×1, 仕切板×8, ダイヤル錠×1

小売参考価格
¥110,000

SKX2613シリーズ&SKX2704　新色も新たにラインナップしたベストセラーワゴン

品番 ケースカラー 小売参考価格
¥37,500No.SKX2704ST レッド

本体サイズ ： W715×D410×H1011mm
質量 ： 29kg 
付属品 ： トップマット×1, 引出しマット×1, トレイマット×3

★…期間限定
★

キャンペーン価格
¥33,000

品番 ケースカラー 小売参考価格
No.SKX2613ST レッド

キャンペーン価格

¥33,300No.SKX2613S シルバー ¥29,300
No.SKX2613BK ブラック

品番 ケースカラー
No.SKR602A シルバー
●2段可動トレイタイプです。
本体サイズ ： W670×D420×H900mm　質量 ： 30kg 
付属品 ： トップマット×1, 仕切板×8

小売参考価格
¥84,700

品番 ケースカラー
No.SKR502A シルバー
●2段固定トレイタイプです。
本体サイズ ： W670×D420×H900mm　質量 ： 26kg 
付属品 ： トップマット×1, 仕切板×8

小売参考価格
¥67,300

品番 ケースカラー
No.SKX2613CR オレンジ

No.SKX2613MGY マットグレー

No.SKX2613NV ネイビー

本体サイズ ： W715×D410×H880mm　　質量 ： 24kg 
付属品 ： トップマット×1, 引出しマット×1, トレイマット×2

●…数量限定　★…期間限定　◆…2022年1月発売

●★
●★
●★

★
★
★

No.EKW-1007R
【レッド】

No.EKW-1007
【シルバー】

No.EKW-1007BK
【ブラック】

No.EKW-1007WH
【ホワイト】

No.SKR703A

No.SKR502A

No.SKR602A

お客様組立品

お客様組立品

■ツールステーション

■ワゴン（3段1引出し）

■ワゴン（4段1引出し）

■ツールステーション

■ツールステーション

■ローラーキャビネット（7段12引出し）■トップチェスト（4段4引出し）

■ローラーキャビネット（5段5引出し） ■ローラーキャビネット（7段7引出し）

本体サイズ ： W500×D310×H410mm
質量 ： 4.3kg　　容積 ： 60L　　製品収納耐荷重 ： 15kg

本体サイズ ： W500×D290×H260mm
質量 ： 3.3kg　　容積 ： 40L　　製品収納耐荷重 ： 15kg

本体サイズ ： W305×D305×H330mm
質量 ： 1.7kg　　容積 ： 24L　　製品収納耐荷重 ： 10kg

本体サイズ ： W285×D90×H340mm
質量 ： 1.7kg　　容積 ： 8L　　製品収納耐荷重 ： 3kg

本体サイズ ： W530×D253×H220mm
質量 ： 2.5kg　　耐荷重 ： 22kg
付属品 ： 中皿×1, 
　　　　中皿用仕切板×6（大×4,小×2）

品番 バッグカラー 小売参考価格
¥19,400No.EKL-110

■キャリー ■ボストン

■カバーロール ■スタンドファイル PAT.P.

ブラック

品番 ケースカラー 小売参考価格
¥7,800No.EKP-2 レッド

品番 バッグカラー 小売参考価格
¥17,100No.EKL-120 ブラック

品番 バッグカラー 小売参考価格

¥8,980
No.EKL-140DC デジカモ

No.EKL-140C カモ

品番 バッグカラー 小売参考価格

¥7,800
No.EKL-150DC デジカモ

No.EKL-150C カモ

No.EKL-140DC
【デジカモ】

No.EKL-150DC
【デジカモ】

No.EKL-150C
【カモ】

No.EKL-140C
【カモ】

EKPシリーズ　軽量樹脂のプラハードケース 

●★ ●★

●★
●★

●★
●★

■プラハードケース

本体サイズ ： W385×D202×H140mm
質量 ： 0.9kg　　耐荷重 ： 10kg
付属品 ： 中皿×1, 中皿用仕切板×2

品番 ケースカラー 小売参考価格
¥3,800No.EKP-5 レッド

■プラハードケース

No.EKP-2
No.EKP-5

No.EKW-1005R
【レッド】

No.EKW-1005
【シルバー】

No.EKW-1005BK
【ブラック】

No.EKW-1005WH
【ホワイト】

一般機械整備や製造ラインなどの保守・点検、現場での組立や施工など、
様々なシーンに対応できる、カバー範囲が広い工具を厳選したセット。

一般機械整備

トルク管理のクオリティを格段にアップする
デジラチェやトルクルを採用したモデル。

作業・品質ソリューション

採用セット

トルク測定範囲

共通入組内容

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

感染症予防に
おすすめのモデル

No.SK45122WZPGY

No.SKC-MA
【シルバー】

小売参考価格 ¥13,700

¥104,640

¥100,640
¥82,000

No.EK-10APYNo.SK45122WZPY
No.EK-10APGYNo.SK45122WZPGY
No.EK-10ANo.SK45122WZM

品番 ケース品番 小売参考価格合計 キャンペーン価格

●…数量限定　★…期間限定　◆…2022年1月発売

★
★

●
●
★

¥87,895 ¥66,000No.SKC-MANo.SK45322M★

SK45322Mはスパナホルダとカギが付き入組点数は53点です。

No.EK-10APY
【パステルイエロー】
小売参考価格¥31,400

No.EK-10APGY
【パステルグレー】
小売参考価格¥31,400

No.EK-10A
【シルバー】

小売参考価格¥27,400

デジラチェは京都機械工具株式会社の登録商標です
No.SK35622XBKMC
※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

¥103,560 ¥76,800No.EK-10AR3No.SK35122WZRMC
品番 ケース品番 小売参考価格合計 キャンペーン価格

★…期間限定
★

No.EK-10AR3【レッド】
小売参考価格 ¥29,400

ケース（EK-10A）カラー展開

No.SK34022PS

No.SK34022PSLL

共通入組内容

No.SKX2613CR
【オレンジ】

No.SKX2613MGY
【マットグレー】

No.SKX2613NV
【ネイビー】

No.SKX2613S
【シルバー】

No.SKX2613ST
【レッド】

No.SKX2613BK
【ブラック】

No.SKX3812
【レッド】

No.SKX3812BK
【ブラック】

お買い求めは信頼とサービスを誇る当店で

表示価格には消費税は含まれておりません。

   No.72-11   2021.09.120S(SS)

製品サイト ������

ローラーキャビネット（EKW-1005）カラー展開

No.EKW-1005WHNo.SK37022EXWH
No.EKW-1005RNo.SK37022EXR

¥263,720 ¥250,000
No.EKW-1005No.SK37022EX
No.EKW-1005BKNo.SK37022EXBK

品番 ケース品番 小売参考価格合計 キャンペーン価格

★…期間限定

★

★
★
★

No.EKW-1005
【シルバー】

小売参考価格 ¥119,000

No.EKW-1005R
【レッド】

小売参考価格 ¥119,000

No.EKW-1005BK
【ブラック】

小売参考価格 ¥119,000

No.EKW-1005WH
【ホワイト】

小売参考価格 ¥119,000

No.SK37022EX

※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。
（入組にスプレー缶は含まれておりません）

共通入組内容

採用セット

GEKR030-C3A
9.5sq.デジラチェType rechargeable
（トルク測定範囲:2～30N・m）

GEKR060-R3
9.5sq.デジラチェType rechargeable
（トルク測定範囲:12～60N・m）

GEKR085-R3
9.5sq.デジラチェType rechargeable
（トルク測定範囲:17～85N・m）

GEKR135-R4
12.7sq.デジラチェType rechargeable
（トルク測定範囲:27～135N・m）

小売参考価格

¥31,800

¥30,000

◆

◆ ◆

◆

◆

◆

◆ ◆ ◆

◆
◆

ツールバッグ（MCKB-B）カラー展開

¥44,470 ¥42,000No.MCKB-BNo.SK20922TQ
品番 ケース品番 小売参考価格合計 キャンペーン価格

★…期間限定

★

¥51,630 ¥49,000No.EKB-2No.SK31222TQ
品番 ケース品番 小売参考価格合計 キャンペーン価格

★…期間限定

★

¥58,650 ¥55,000No.EKB-2No.SK41722TQ
品番 ケース品番 小売参考価格合計 キャンペーン価格

★…期間限定

★

No.MCKB-B
【ブラック】
小売参考価格¥3,320

9 持ち運び
タイプ

トルク測定範囲
2～10N・m点

入組
点数 0.8質量 kg ・自転車整備など低トルクの管理に最適なセット採用セット

ケース（EKB-2）カラー展開

No.EKB-2
【シルバー】
小売参考価格¥4,400

12 持ち運び
タイプ

トルク測定範囲
8～80N・m点

入組
点数 3.0質量 kg ・二輪・四輪整備等、幅広いトルクに対応したベーシックセット採用セット

ケース（EKB-2）カラー展開

No.EKB-2
【シルバー】
小売参考価格¥4,400

17 持ち運び
タイプ

トルク測定範囲
40～200N・m点

入組
点数 4.4質量 kg ・設備管理に最適なソケットレンチセット採用セット

◆

感染症予防用の
除菌スプレー缶
収納にもおすすめ

グッドデザイン賞受賞商品

より安全、快適、能率・効率に
お手持ちの工具に「トルクル」を装着し、スマートフォンやタブレット
などに無料専用アプリ（TRASAS Admin）をインストールすれば、
簡単・正確なトルク測定に加え、結果の表示や測定履歴の管理が
可能になります。工具や人を選ばず安全・安心で快適なメンテナンス
が実現できます。

タブレット

スマートフォン

めがねレンチ
＋ドライブ角アダプタ

ラチェットハンドル

T形ハンドル
スライドヘッドハンドル
+エクステンションバー

スマートセンシングデバイス「TORQULE（トルクル）」は
メンテナンスに趣味に、様々なシーンで活躍します。

はじめてのKTC
作業別カタログ

（入組にペーパーは含まれておりません）
※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。


