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内装工事店様を対象にしたため、価格はすべて
。お買い上げ時、別途申し受けます。運賃は総合カタログ表示に準じます。

に忠実に印刷するように努めています力＼商品により多少異なる場合があ
解下さい。

レバー付き回転ノズルホルダーで簡単着火！

最新型コードレスガス溶接機

J-Turbo （ジェイターポ）

セット内容 ■仕様
・ガス式溶接ノズルセット
・カセットバーナー

熱風温度：約400~700℃
サイズ：約190X100X360mm
質量：約530g（ガスボンベ除く）・カセットガスボンペ

・ヒートステイ
・転倒防止スタンド
・ノズルクリーナー
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※面像は試作品のため、量産品では付属ポンペの

仕様が異なる場合がございます。

・カセットガスを使用すれば経済的！
・ヒートステイにより使用時の出力低下を防ぐ！
・転倒防止スタンド付きで安定作業！
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高級感溢れるカラー

バリエーションにリニューアル。
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オリ ー プ ネイビー テラコッタ プラック
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糊付作業時、休憩時の椅子として活躍！アウトドアなど遊びにも！

折りたたみイス PATATTO

口耐久性UPの
焼入れ金属ガイド

座面高さ25cm
338X220X290mm（組立時）
400X320X30mm（折りたたみ時）
質量：約415g

オリ ー プ ネイビー テラコッタ プラック 耐荷重約100kg
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口手に馴染むハンドル
スライダー形状
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SPセーフティII小巻40
サイズ：0.19mm厚

40mmX30m 
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プレーキ付き折りたたみ台車

ツインキャリ ー MTW-100

指はさみ防止カ バー付きで安心使用！
使用時寸法：D511XW795XH870mm 
収納時寸法：D511XW795XH101mm
質 量： 12.3kg

卜

座面高さ18cm
315X 190X210mm（組立時）
375X245X30mm（折りたたみ時）
質量：約290g
耐荷重：約100kg

落下に強いラバーケース！両面印刷JI S1級
スティングレイショ ー トテ ール

迷彩25 5.5M 

本体のローラーで円柱など曲面も測定！
軽量63gのコンバクトサイズ！

レーザー距離計
LDM-410 
測定範囲：約0.2~40m
測定精度：約士3mm
曲面測定可能範囲：約0~40m
曲面測定精度：士1%
充電時間：約1時間

USBポート(Micro B) 
※1回の充電で

約5時間半使用可能
サイズ：100X37X24mm

オートロック
スライド

機

構
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小巻テープBOX テープホルダー

11-8214 63-9293 
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は総合カタログNo.15の頁を参照してください。

最大積載量
100kg 

テ ープ幅：25mm
長さ：5.5m

通常台車としても平台車としても使える！
コンパクト収納！

ローラーを使い曲面を測定！
ちょっとした巾確認にも！
操作しやすいシンプルなポタン
とディスプレイ1
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収納時に場所を取らない！軽量組み立て式台車。

コンバクト樹脂製台車
DOZOP SEL-1
組立寸法：
495X505X 150mm 
質量：2.6kg
キャスター径：
(1)63.5mm（静音タイプ）
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商品は豊富に取り揃えましたが、万一、品切れの節はご容赦ください。
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床材の隅押さえやソフト巾木の圧着に！

テ ーバーシーム
ロ ーラー2R

最大Cl>35mm 40mm幅ベアリング入
ステンレス鋼
罰昴碍予罷',

最大の50mm 50mm幅ベアリングなし
ステンレス鋼
罰需寵窓罷J

柄が邪魔にならずサッと出してサッと使える！

シンメトリ ー地ベラ BLACK&RED

左右・表裏対象で、厚みによって色分けして いる地ベラです。
腰袋から 取り出す際、向きを気にすることなく使用できます。

6寸 0.6mm厚
1躙隋4中1•I

6寸 1.2mm厚
1躙隋4:H•I

リフォー ム時のサッシ掃除に！

PCサッシヘラセット
材 質： 本体／ポリアミド
先端幅： 3mm、6mm、9mm、18mm 4本セット

＂問永置可：I

ピカかがまずに立ったまま
脚の伸縮！
すのこ式天場
スライドタイプ

天板·脚伸縮足場台
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€璽9

天場スライドタイプ ・

■天場スライドタイプ【取手付き】 ■ 最大使用質量： 100kg
天板高：0.55~0.86m � 
天板寸法：0.93~1.Sm 質量：11.4kg I"’名曇1遷t】

天板高：0.79~1.20m � 
天板寸法：0.93~1.Sm 質量：12.8kg"’召罰塁月

天板高：0.55~0.86m � 
天板寸法：1.08~1.8m 質量：11.9kg "’氾罰;ffi

天板高：0.79~1.20m � 
天板寸法：1.08~1.8m 質量：13.5kg 薗〖足罰王El

■すのこ式天場スライドタイプ■ 最大使用質量： 120kg
天板高：0.60~0.91m � 
天板寸法：1.626~2.7m 質量：15.4kg II胃氾厨悶E:］

天板高：0.85~1.19m � 
天板寸法：1.626~2.7m 質量：16.2kg"同冠厨同閂！

びっくりするほどサビが落ちる。頑固なサビを素早く除去！

ネジザウルスリキッド
ネジだけでなくあらゆる場面でサビ落 としに活躍します。
100g

-

軽 量でコンパクト。手軽に机上などで
缶飲料を保冷・保温できます。

冷温ホルダ
サイズ：幅188X高さ145X奥行110mm
質量：800g
使用可能な最大缶サイズ：外形66X高さ167mm

l粛I 』 ＂臼 -『后Hl
※1周囲温度15℃以上で使用可．
※2最高温度60℃まで使用可．

付属品
ACアダプタ

(AC100V) 
細缶用スペーサ
ボトムスペーサ

メタリックシルバー メタリックグリーン
- -

片手でハネアゲでき眼鏡の上からでも
かけられます。

ハネアゲ
メガネルーペ
材質：ポリカーボネード
質量 ：約36g
拡大率： 1.6倍
ソフトケース付属
プラック
罰

クリアフィルムの上から
スマー トフォンが操作できます。
大き目のスマホも対応！

ベルトカラピナどちらでも対応！

多機能小物ケース
スマ ー トフォン適用サイズ
iPhone6plus（約158X78X7mm)

サイズ：約W110XH180XD35mm
ネイピー、フタ付 （カラビナ除く）
l"W縣驀只屯i

サイズ：約W105XH180XD25mm
レッド （カラビナ除く）

は総合カタログNo.15の頁を参照してください。 商品は豊富に取り揃えましたが、万一、品切れの節はご容赦ください。


