ハンディタイプのコ ー ナ ー カッタ ー が新登場！
入隅から壁際まで、持ち替える手間なく長尺床材
やクッションフロアのカットが可能に！

含みがよく、下地調整剤の塗布などに
便利なコテバケです。

曲面や狭い所でも使用しやすい！
透かし切りが楽に でき、
ノンスリップシートの壁際カットにも
大変役立ちます。
カッター刃ほか各種フック刃を
使用可能。

パットは、面ファスナ ー で固定されているため、
着脱・洗浄が容易。ハンドルの角度は 3段階に
調整可能、フリ ー でも使用できます。

コテバケPRO

Craf-T （クラフティ ー ）

替バット

サイズ：約125X50X25mm
質 量：約120g
付属品：専用ケ ース、六角レンチ

<Z三 ＇

1枚入り

l"＂堪•村：＇

V｀隅＊生卜1I•I

IV釉昏ヤょャ、

グリ ーンレ ー ザ ー 距離計
GLM50-23G

アルミスライド継柄

パテ用スパチュラが新発売に！

KSスバチュラ

I"＂堪•ヤキU

サイズ：770~1,300mm

EE 6 L-.

材 質 ：ポリ プ ロ ピレ ン
サイズ ： 幅120mmX
全長190mm

継柄を装着すれば、
天井や高い壁面への作業にも便利。
腰が強く型くずれしにくい作業用ベルトです。

ロック付
ワンタッチベルト

ドット

材質：ナイロン100%
サイズ：約幅48mmX長さ1,200mm
ロック付きのワンタッチバックルを
採用し、重みで外れる心配が
ありません。
ウエスト調整も自由自在です。

・水、粉じんに耐える保護設計。 IP65対応
·BOSCH社内テストで1.5mの落下テストをクリア

電質

測定可能範囲：距離測定／0.05~50m
°
傾斜測定／0~360
源：単3 アルカリ乾電池2本
量 ： 160 g

l"＇沖副キ上、

新形状で、バケツからのパテの掻き出しに
優れています。本体に凹凸が少ないため、
使いやすく、洗浄も楽々！

無駄の少ない
幅30mm、
150m巻仕様！
サイズ：幅30mmX150m
厚 み：0.2m m
糊の乾燥や転移を防ぐ特殊フィルムと、合成繊維の
メッシュを重ねた2層構造タイプ。
壁紙のジョイントカット時、糸の感覚が刃先に
伝わります。
●1ケ ース20巻入

IN可ヤ々ヽ f名I

0| ま総合カタログNo.15の頁を参照してください。

ドットレッド

ドットプル ー

ドットピンク

l"’＊昏沖141"’＊昏沖i'

’"＂喝力糾噌
人気のカットテ ープをオレンジとプル ー 各5巻セットにした限定商品

経済的で、ほどよい切断感覚と
耐切断性。黒い下敷テ ープ、新登場！

ミディアムセ ー フティ
プラック

ドット

l"’＊昏沖Ul"’＊昏沖H

［手切れ良好

ll 鉛筆記入OKl

エンポステ ー プセット1000

オレンジ(45mmX1,000m) No.12-1852X5巻
プル ー (45mmX1,000m)

罰�｀ l•I"“'

No.12-1853X5巻

●1ケ ース10巻入

I

畷

フラットテ ー プセット2000

オレンジ(45mmX2,000m) No.12-7250X5巻
プル ー (45mmX2,000m)

No.12-7251X5巻

●1ケ ース10巻入

l"'N•IM糾•I

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。

D

畠

蔚0kl!JJT(

口

エアスル ーーネックで首元の風抜けが抜群！

エンポス細工が

シルバ ー グレー

おしゃれな軽量素材！

S IV｀問�｀ ！•副rk11
M I"｀閲l•計比ヤ、＇
L I"'�｀ 1•副M•I
LLI"＇沖副rk1I

シルバ ー グレー

s mm!!副rヽ屯I
Ml罰�｀ ぼl祐糾•
L I"'沖副r、中：＇
LLm;BI•副rhr、

カモフラプラック

l"'�｀［9副rHtI
Ml罰沖輩糾•I
Lm;J][!副r糾l1
LLS

（
＼

カモフラグレー
S l"＇沖副rH＊属＇
Ml躙�｀ h輩K甘
L I"'�｀ ［•副rkt、
LLI"＇沖副rk1:'

胸囲
肩幅
着丈
プラシレスモ ーター の

ファンカバー

マプチ

採用で耐久性 UP

ファ

ファンセット

薄型ファン

（薄型）

(50枚入）

従来型ファン

セット内容
バッテリ ー1個 ・ ケ ース1個 ・
充電器 ・ 変換プラグ
(Aタイプ・ Cタイプ）

セット内容
ファン2個 ・
ファンケ ープル2本 ・
ダストフィルタ ー2枚

セット内容
ファン2個・ファンケ ー プル2本・
ダストフィルタ ー 2枚

l"＇�｀ [9昌H•1•I

I"＇沖副rと ド9

ハイプリッド
ネックファン
LX-PNF

充電式ファン

夏の作業現場やレジャ ー に涼風。
羽根径 235mm自動首振りモデル。

カバー工具レス脱着
ポタンを押してカバー を回せば
簡単に脱着でき清掃可能

l而｀問�｀1•I

充電産業扇CF300DZ
寸法： 315X480X600mm
質量：4.0kg（バッテリ除く）
330mm
羽根径
最大風速 220m/min

法： 140X333X447mm
（バッテリ除く）
質 量： 1.9kg（バッテリ除く）
羽根径： 235mm
最大風速：強 190m/min
中 150m/min
小 120m/min
寸

充電時間：約 5.0時間
使用時間：
強：約 2.0時間、
中：約 3.0時間、
小：約 7.0時間（送風のみ）
温冷プレ ー ト： 15分で自動停止
温冷プレ ー ト温度：冷モ ー ド：約 20℃、
温モ ー ド：約 38℃

「大型ファン」＆「自動首振り」！

マキタバッテリ

BL1430B 、 BL1415N、
BL1830B 、 BL1815N、

AClOOV

『‘*』

＇卯｀ 問屯量I•IKI

11,300円を

12,500円を

※バッテリ ー 充電器別売
脚部を折りたたみでき、収納に便利な工場扇です。
45cmプラスチック羽根で風量3段階調節、
首振り機能付き。

CF203DZ

IN謂屯且l•I中9

※バッテリ ・ 充電器別売

窃益。アーファン«出
2D

[＊体は111定ト
量：約 6.5kg
質
高： 1,260~1,400mm
全
源： ,oov
電
消費電力： 130W(50Hz)/150W(60Hz)
風
速： 288/360m／分
量： 163 ボ／ 184rri ／分
風
ー
電源コ ド：約 2.2m

l"’＊生i•H:l
12,800円を

E

は総合カタログNo.15 の頁を参照してください。

本体が動かないから周囲に干渉せず
風を広範囲に送ることが可能
パ ー ツ交換不要で置いても壁掛けでも使える、
取出し後すぐに使用可能な組立不要の工場扇で
す。本体が首振りしない為省スペ ースで広範囲に
風が行き、天井に向ける事も出来ます。

温レ

頂パ9翫クイプ

·3段階風量調整（強 ・ 中 ・ 弱）。

・
サ ー マルプロテクタ ー 内蔵。
・開放式モ ータ ー 。
サイズ：幅 590X 高さ 560X 奥行き 280mm
重 量： 6800g

＇

l" N•副r‘*I

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。

定
WEB限

得選品夏フェア

9 30

2021

本フェアチラシは弊社商品取扱販売店及び内装工事店様を対象にしたため、価格はすべて消費税を含みません。お買上げ時、別途申し受けます。運賃は総合カタログに準じます。写真は実物の色調に忠実に印刷するように努めていますが、商品により多少異なる
場合がありますので予めご理解下さい。本コーナー掲載品には廃番や現場などでのデモ使用品が含まれます。必ず記載内容をご確認いただき、ご用命下さい。また、数量限定の商品も含まれます。品切れの際はご了承下さい。

フレッシュなネイビー＆ピンクを採用︕
数量限定のツールバッグシリーズです。

ツールバッグ
限定色ネイビー＆ピンク
開口寸法：約185×70mm
外形：幅約280×高さ約210×
奥行約160mm
質量：約530g

裏面

底面

2０個
限り

SP バッグ

2０個

サンダー専用の腰袋。替えペーパーの収納ポケット付。

サンダーポーチ
限定色 ネイビー＆ピンク
サイズ：幅140×奥行80×高さ270mm

2０個

No.N0-1682

限り

ナイロン生地の二重構造で
水漏れの心配がない
スポンジバッグです。

限り

No.N0-1685

2０個
限り

裏面

限定色 ネイビー＆ピンク No.N0-1684
サイズ：幅180×奥行100×
高さ220mm

両サイド・底面に
迷彩柄を採用。

ツールバッグ
ワイド
限定色ネイビー＆ピンク
サイズ：幅約250×高さ約230
×奥行約70㎜
(メインポケット)

2０個
限り

30セット

各

キャップ内蔵の
コーキング材専用ホルダー。

限り

コーキング
ホルダー

2０個
限り

No.N0-1683
裏面

ツールバッグ

限定色ネイビー＆ピンク５点セット
No.N0-1815
限定色ネイビー＆ピンクワイド５点セット
No.N0-1816

裏面

限定色 ネイビー＆ピンク
サイズ：幅90×奥行80×高さ265mm

クッション材と
ノンスリップガードが
ベストポジションを
保ちます。

サポートベルト
限定色 ネイビー＆ピンク
サイズ：胴当て／約幅120×長さ750mm
ベルト／約幅50×長さ1,200mm
適用ウエストサイズ：約800×1,150mm

No.N0-1686

No.N0-1688

本革

脚立に取り付け、スポンジやタオル、補修具などの収納に︕

ウォッシャブル
ステップバッグ

腰袋クロコ

Lサイズ
サイズ：幅350×奥行150×高210mm(外形)

材質：ターポリン
サイズ：約270×350×110mm

ブラック
レッド

７月発売予定！

No.11-8206
No.11-8208

各９,７００円を

M サイズ

迷彩

サイズ：幅300×奥行150×高210mm(外形)

No.11-8033
脚立の支柱に伸縮マジックテープで取り
付けができ、取り付けたまま脚立の開閉
ができるアンダーバッグです。
ターポリン素材を使用し、水漏れせず、丸
洗いが可能。側面にはタオルなどをひっか
けることができます。

ブラック
レッド

BLACK&RED

No.N0-1740

５０本
限り

各９,３００円を

P221

サイズ：
ベルト/約幅50×長さ1,230mm
胴当て/約幅130×長さ750mm

２,５５０円を

No.11-8034

No.11-8205
No.11-8207

サポートベルト
ブラック／レッド

２行ブラシ１０寸穴あき
毛長１５ｍｍ

P212

LED ランプ
PWL-26B

LED パワー
ランプ 22W

●消費電力 26W
●接続コード ：5ｍ
●重量 ：約 779ｇ

●コード ：5M
●装着電球 ：LED-22B

No.53-6158

No.53-6001

No.63-9385

６,７００円を

専用球 22W

P450

No.53-6002
１,６３０円を

P450

２,７００円を

替球 26W

No.53-6159

ＷＥＢ Ｐ１

