セール期間
本日～５月末迄
※表示価格に消費税は含まれておりません。
ガソリンエンジン溶接機
1. ＥＧＷ１５０ＭＤ‐Ｉ

インバータ発電機
3. ＩＥＧ２５００

・エコ溶接/発電
・溶接２．０～３．２mm
・発電３．０kva
・重量 ７５Ｋｇ

定価 ￥254,000

定価 ￥555,000
ガソリンエンジン溶接
2. ＥＧＷ１８５Ｍ-Ｉ

・溶接２．０～３．２mm
・発電２．５KVA
・重量 ７９Ｋｇ

定価 ￥１５７，４００

特価￥１４５，０００

定価 ￥510,000

特価￥１１８，５００

6. ＧＡ-２６０５Ｕ２
インバータ発電機 ガソリンエンジン発電機 7. ＧＡ-２６０６Ｕ２
4. ＩＥＧ１６００Ｍ/Ｍ
・現場の定番

・１クラス上の能力
・溶接２．０～４．０mm
・発電３．５Kva
・重量 ９５Ｋｇ

・良質電源でパソコン使用OK
・発電１．６kva
・重量：２０Ｋｇ

５０
６０Ｈｚ

定価 ￥690,000

定価 ￥オープン

定価 ¥200,000

特価￥１２０，０００

特価￥７７，０００

定価 ¥147,000

12. ＨＣＣ-１３ＤＦ

特価￥７２，０００
11. ＨＢＣ-８１６

バーベンダー
15. ＭＢ-８１６

・最大能力：一般鋼材20φ/19ｔ
ｽﾃﾝﾚｽ20φ/6ｔ
・穴形状：丸穴/長穴
・ポンチ/ダイス：14φ標準属
・100Ｖ/11.3Ｋｇ

・１８Ｖ/3.0Ａｈ
リチウムイオ
ンバッテリー

・軽量化と耐久性を克服
したバリューモデル
・Ｄ１６/１００Ｖ

電動油圧式パンチャー
14. ＨＰＣ-Ｎ２０９Ｗ

・切断能力最大Ｄ13

定価 ¥187,000

定価 ¥248,000

定価 ¥228,000

定価 ¥280,000

特価￥１７８，０００

・使いやすいスタン
ダードモデル
・排気量２１．２ｍＬ

特価 ￥１９６，０００

定価 ￥オープン
・身近な除草に適
したモデル
・最先端の２-ＭＩＸ
エンジン
・チップソー230mm
・排気量：21.4㎥
・質量：4.2Kg

特価￥２７，０００
20. ＳＳＲ２６０１‐２Ｔ
・使いやすさとパワーを備
えたミドルクラス
・排気量２５．４ｍＬ

定価 ￥オープン

熱中症対策空調服対応
空調服
ﾊｰﾈｽ型安全帯
29. ＮＡ-１０１
・空調服の上から 30. Ｒ-５０７-２ＧＣ

定価 ￥30,500

特価 ￥２４，９８０

レベルプレーナー
35. LP‐５１５

定価 ￥オープン

・乾電池仕様
・最大直径８００ｍ

定価 ¥240,000

特価￥１６２，０００

・排気量
３０．１ｍ

特価￥２５，８００

・乾電池で長時間使用
・レーザーポインター搭載
・抜群の防水構造
・倍率 ２６倍

定価 ¥405,000

特価￥１１０，０００ 特価￥２９８，０００

定価 ¥30,000
・防塵構造
・レーザーライン
・鉄鋼用185㎜
・重量5.6Ｋｇ

定価 ￥23,000

定価 ¥80,000

特価 ￥５６，０００
オートレベルＧＥＯシリーズ

特価￥４６，２００

・揺れ/埃/水に強い

40. ＧＥＯ‐２８ＭＤ（２８倍）
定価 ¥ｵｰﾌﾟﾝ

特価 ￥３５，０００
41. ＧＥＯ‐３２ＭＤ（３２倍）
定価 ¥ｵｰﾌﾟﾝ

レーザーオートレベル
39. ＴＫＬ‐１３２（三脚付）
・レーザーで水平点を照射
・レーザー照射２００ｍ
・スポット径5mm/100m

定価 ¥143,000

自動遮光溶接面
33. ＩＳＫ‐ＲＧ５Ｓ

特価 ￥１５，０００

特価￥１４，９５０

特価 ￥５８，０００

定価 ¥421,000

特価￥２４２，０００

・手軽な価格で高性能
・無段階調節液晶フィ
ルター

定価 ¥オープン
デジタルセオドライト
37. ＤＴ‐２１４三脚付

ンな環境
・ダイヤブレード12インチ用
・本体重量１２．７Kg

ハンディカッター
32. ＩＳ‐ＨＣＴ１８５

清涼ファン風雅ヘッド
バンド付ファンユニット
31. ＦＨ-ＡＢ１８ＳＥＧＷ

・光学メーカーのライカ
製
・２４倍三脚付

定価 ¥ｵｰﾌﾟﾝ
ﾛｰﾃｰﾃｨﾝｸﾞﾚｰｻﾞｰ
36. ＲＬ‐Ｈ４Ｃ

パワーカッター
Ｋ７６０NEW（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ別）
27. １２インチモデル 重量9.6Kg
定価 ¥245,000

新しい手応え
・バーサイズ：25㎝
・排気量：25.0ｍL

オートレベル
38. ＮＡ‐５２４

・内装工事から基礎工事
・測定範囲：直径８００ｍ
・勾配設定可能
・受光器/三脚付

特価 ￥１１０，０００

特価￥１５０，０００

18. ＰＢＭ-２．５ＮＲＨＳ 80ℓセメント1袋練り
定価 ¥167,000

特価 ￥１６０，０００

・プロペラモーターの送風ユニット円錐
状カバーにより工具
などから吸気口
をガード
・ヘルメット内と首
の2方向送風
（ヘルメット別）

装着できハーネ
ス型の正しい
使用状況が目
視できます
（胴ベルト別）

定価 ￥オープン

特価￥７２，０００

・軽量コンパクト

特価￥３６，４００ 特価￥５１，４００

特価 ￥２７，５００

定価 ¥128,000

特価￥３８，８００
集塵式
28. １４インチモデル 重量9.8Kg
定価 ￥71,000
パワーシャープナー４００キット付
定価 ¥260,000
特価￥５８，０００ 26.エンジンカッター
23.EAB2037S/91 #541656
ＥＣＤ７４１２Ｓ
特価￥１６８，０００
・排気量：36.3ｍｌ/バーサイズ：40cm エンジン 25. ＭＳ１７０Ｃ‐Ｅ
(ブレード別） ・排気量：74㏄/オールラウンド
チェンソー
３５ｃｍ ・パワフルな切断とクリー
モデル

定価 ¥42,800

特価￥３７，０００

17. ＰＢＭ-２ＮＲＨＳ 60ℓセメント0.75袋練り
定価 ¥178,000

エンジンチェンソー
トップハンドルソー
パワーシャープナー３５０キット付
24. Ｅ２０２５ＴＳ/２５０C
22. EAB2030S/91 #541652 ・強さと軽さを併持つ
・排気量：30.5ｍｌ/バーサイズ：35cm

定価 ￥オープン

・トップのアールが練り
こぼれをおさえます
・軽量化を実現
・6輪になって積み降ろ
しが簡単に
・単相100Ｖ

カールトップ
ミキサー
・曲げ角度範囲：0～180°
・曲げ能力：～Ｄ16
・単相100Ｖ/重量27Ｋｇ

・切断能力最大Ｄ16

一般草刈用刈払機
19. ＳＳＲ２２０１‐２Ｔ
21. ＦＳ２３Ｃ

スーパーミニカッター
16. ＩＳ‐ＭＣ１６Ｅ

特価￥１９８，４００

13. ＨＣＣ-１６ＤＦ

¥192,000

特価￥４１０，０００

・作業性抜群
・小型・軽量
・連続切断にも強い
・Ｄ１６/１００Ｖ

特価￥１４５，９００

特価￥１１８，０００

9. ＧＡＷ‐１９０ＥＳ

・軽量/簡単操作
・出力：２．２KVA
・重量：47Kg

定価 ¥689,000
充電式鉄筋切断機

特価￥２７０，０００
・溶接２．０～４．０mm
・発電３．５KVA
・重量１０５Ｋｇ

特価￥３５８，０００
バーカッター
10. ＨＢＣ-３１６

・舗装及び
外構工事
現場

ガソリンエンジン溶接機
8. ＧＡＷ‐１５０ＥＳ２

・軽量３８Ｋｇ
・キャリー一体型
・発電２．８kva

・エコ発電/低騒音
・２．５kvaが1人で運べる
・重量：２９Ｋｇ

特価￥２７０，０００

・ＳＤ４９０対応
・Ｄ１６/１００Ｖ
・重量 ８．８Ｋｇ 定価

インバーター発電
5. ＧＶ‐２８i

特価 ￥４１，２００

34. ライトアーク ＩＳＫ-ＬＳ２００Ｓ

・インバーター制御で安定溶接
・低消費電力/ＥＭＳ対策済
・200Ｖ/40Ａ
・質量：10Ｋｇ

定価 ¥98,000

特価 ￥７３，５００
super カルマー PRO
42. ＡＳＫ-Ｒ２３
・お手持ちの刈払い機
に取付可能

定価 ¥23,800

特価￥２１，０００
ハンディキャンパー
43. ＰＨＣ-１３０
・荷台６００ｘ
９００㎜

定価 ¥66,200

特価 ￥４９，６５０

タンピングランマー
44. ＭＴ‐５５Ｌ

プレートコンパクター
・特殊ダグタイル製

・高耐久
・力強い転圧
・抜群の操作性
・重量 ６２Ｋｇ

45. ＭＶＣ‐４０ＧＢ
定価 ¥221,000

ブロックバイス
49. マイティ２００

特価￥１０８，０００

転圧盤
・抜群の操作性

特価￥１０９，０００

・土木・建築現場の
各種洗浄作業に

定価 ¥ｵｰﾌﾟﾝ

特価 ￥３２，６００

・乾湿問わず吸引で
きる業務用掃除機
・集塵容量２０Ｌ

53. コンパクトブロワ
ＢＧ ５０

定価 ¥25,000

充電式ピンネイラ
58.ＴＪ-３５Ｐ３-ＢＣ/１８５０Ａ
・納得の打込力と仕上り
・縦/横どちら向きでも打てる
・１８Ｖ電池パック

レーザー距離計
ゼロジーＫＹセット
60. ＬＫＴ-Ｆ０２Ｒ レッド 63. ＺＥＲＯＧ‐ＫＹＳＥＴ
61. ＬＫＴ-Ｆ０２Ｂ ブラック
受光器・三脚付

定価 ¥77,500

鉄筋結束機
59. RB‐３９９A‐B2C/４０

プラチナグリーン
レーザー
65. ＬＴＫ‐Ｇ９１０Ｐ

ゼロKJＹセット
64. ＺＥＲＯ‐ＫＪＹＳＥＴ
受光器・三脚付

62. ＬＫＴ-Ｆ０５Ｒ
・高精度矩/横ライン
・精度：10m/±0.81㎜以内
・くっきりグリーンレーザー

特価￥１０，５００ 特価￥９４，２５０

・揚程４０ｍ
・定格荷重１００ｋｇ
・自重１５ｋｇ

・揚程２０ｍ
・定格荷重６０ｋｇ
・自重８．５ｋｇ

定価 ¥128,000

特価 ￥９６，０００
・定格荷重２５０ｋｇ
・旋回半径７００ｍｍ
・φ４２．７～φ４８．６
・自重１０ｋｇ

サンデーレインボーリール
77. ＳＧ-３０Ｋ （屋外用）

特価 ￥７，８００

サンタイガーレインボーリール
78. ＧＸ‐５０１Ｋ （屋外用）
・ＶＣＴｿﾌﾄﾑ2.0ｘ3
・接地2Ｐ/15Ａ/125Ｖ
・アース付５０ｍ

72. ＹＡ-１００(１t)
定価 ¥21,500

・揚程３０ｍ
・定格荷重２００ｋｇ
・自重１９ｋｇ

特価￥１７，９００
73. ＹＡ-１６０(1.6t)
定価 ¥24,300

定価 ¥348,000

スーパーロックフック スーパーロックフック
（スイベル付）
チェンスリング付
84. ＳＬＨ-２Ｓ
88. ＳＬＨ-３ＳＣ
定価 ¥25,130

特価￥１８，１００

特価￥１９，７００

防雨型電工ドラム
79. ＮＰＷ-Ｅ３３

特価￥２０，３００
水中ハイスピンポンプ
81. ＬＢ-４８０
・吐出し口径：
50mm
・出力：0.48kW
単相１００Ｖ
・全揚程：8m
・吐出し量：
0.12m3/min

特価￥１１，７００
80. ＮＰＷ-ＥＢ３３
・ＶＣＴ2.0ｘ3
・接地2Ｐ/15Ａ/125Ｖ
・アース/漏電保護機能
・３０ｍ

定価 ¥29,000

定価 ¥33,700

特価 ￥１７，２００

・マスターリン
グから先端
カップリング
まで長さ１ｍ
・ＳＬＨ-３Ｓ付

特価￥１４，５００

定価 ￥５３，９００

爪付き油圧ジャッキ
89. ＭＨＣ‐２ＲＳ‐２
・爪部２ｔ/頭部５ｔ

定価 ¥50,490

特価￥３７，５００
90. ＭＨＣ‐５ＲＳ‐２
定価 ¥57,530

定価 ¥ｵｰﾌﾟﾝ

特価 ￥１１，３００
75. Ｃ２１‐１（１．０ｔ）
定価 ¥14,300

特価 ￥１２，５００
76. Ｃ２１‐１．５（１．５ｔ）
定価 ¥20,000

特価 ￥１７，５００

水中汚水ポンプ
82. ＨＳＤ-２．５５Ｓ
・吐出し口径：
50mm
・出力：0.55KW
単相100V
・全揚程：9m
・吐出し量：
0.1㎥/min

定価 ¥52,100

低水位水中
ハイスピンポンプ
83. ＬＳＣ１．４Ｓ
・吐出し口径：
25mm
・出力：0.48ｋｗ
単相/100V
・全揚程：11m
・最低水位
１㎜まで対応

定価 ￥６６，０００

特価 ￥２９，８００ 特価￥３４，８００ 特価￥４０，０００

・爪部５ｔ/頭部１０ｔ

特価￥３３，１５０

74. Ｃ２１‐０．５（０．５ｔ）
定価 ¥12,900

特価￥１６，７００

69. ＢＨ‐Ｎ９３０Ｒ

定価 ¥23,500

定価 ¥13,000

85. ＳＬＨ-３Ｓ
定価 ¥27,230

特価￥２３３，２５０

・ＶＣＴ2.0ｘ3
・接地2Ｐ/15Ａ/１２５Ｖ
・アース付３０ｍ

・ＶＣＴ2.0ｘ3
・接地2Ｐ/15Ａ/125Ｖ
・アース付３０ｍ

・世界最小最軽量
・揚程2.5m

強力レバー（YA型）
71. ＹＡ-８０(0.8t)
定価 ¥20,000

特価￥２６１，０００

特価￥３９，０００

手動型チェーンブロック

特価￥１３，４００

定価 ¥311,000

定価 ¥280,000

特価￥１３５，０００

特価￥８７，７５０

強力レバー（YAＤ型）
70. ＹＡＤ‐５０（０．５ｔ）
定価 ¥15,800

無線操作式ベビーホイスト
68. ＢＨ‐Ｎ７４０Ｒ

ベビーホイスト
66. BH‐Ｎ３２０

・高精度/高耐久
・精度：７.５m/±１㎜
・受光器/三脚付
・フルライングリーン

・矩十字/横ライン
・精度：10m/0.81㎜以内
・信頼と実績の赤色レーザー

定価 ¥135,000

定価 ¥145,000

定価 ¥15,300

定価 ￥210,000

特価 ￥１７８，５００

特価￥１７，６００

特価 ￥３７，９００

定価 ¥8,800

・測定範囲：0.05m～50m
・距離制度：±2.0mm
・製品重量：約９６ｇ

87. ＳＬＨ-３Ｎ
定価 ¥24,420

特価 ￥２４，８００

特価 ￥５，９８０

・D13ｘ４本も縛る
・２周巻・３周巻を選択可
・４．０Aで作業性UP

特価￥１６，３００

定価 ¥70,000

特価￥１３８，０００

・測定範囲：0.2m～20m
・距離制度：±3.0mm
・製品重量：約75ｇ

特価￥５４，２５０

スーパーロックフック
86. ＳＬＨ-２Ｎ
定価 ¥22,560

・業務用高圧ホース１０ｍ
装備
・吐出圧力：3/7.5Ｍｐａ
・自吸機能付で為水利用
ができ経済的
・１００Ｖ
・重量8.4Ｋｇ

定価 ¥252,000

特価￥９，３００

特価 ￥２４，８００

57. ＡＪＰ‐４１７０ＶＧＱ

・車やバイクの洗浄
・家の窓/壁/玄関の洗浄
・軽量/コンパクト設計
・吐出量：5.3L/min
・100V
・重量9.5Kg

・吐出圧力：
9.8Ｍｐａ
・吐出量：
10L/min
・重量２７ｋｇ

バキュームクリーナー
54. ＮＶＣ‐２０Ｌ‐Ｓ

高圧洗浄機

家庭用高圧洗浄機
56. ＲＥ ８８

エンジン高圧洗浄
55. ＪＥ１０１０Ｃ-Ｕ-２１０Ｂ

・ハイパワーなエコ
エンジン搭載
・風量10.9㎥/min・排気量25.4ｍＬ
。重量4.1Ｋｇ

67. ２５０Ｌ
定価 ¥52,000

定価 ￥199,000

特価 ￥１４５，０００

特価￥４３，２００

エンジンブロワ
52. ＥＢ２６２Ｓ

バランスアーム

51. 内吊ワイド ６００
・４つのローラーで水平吊実現
・簡単巾調整
・ＪＩＳ２４０～６００ｍｍ対応

特価 ￥２０，９００

48. １．０ｍ 定価 ¥60,000

￥１８３，０００

特価 ￥６１，３００

定価 ¥28,000

特価￥４１，０００

定価 ￥368,000

定価 ￥84,000

・ハンド・マシン兼用型
・側溝のフタ開けにも
・つかみ巾：400～600mm
（2段きりかえ）
・定格容量：200Kg

47. ０．６ｍ 定価 ¥57,000

・排気量：27.2 cm³
・重量：3.6Ｋｇ

・特殊硬質ゴムパッド使用
・つかみ巾：0～240mm
・定格容量：1,000Kg/2台使用時
・2台１セット

46. ＭＶＣ‐５０ＧＢ
定価 ¥231,000
軽便バイブレーター
ＭＧＸ‐２８

特価

マルチバイス
50. ワニ１０００

特価￥４３，０００
・爪位置が低くわずかな隙間で使用可
・家屋の移動、機械の据え付け、造船/
橋梁/プラント工事/災害対策に最適

御用命は当店へ！！

