
（税抜）（税抜）（税抜）（税抜）

油圧ピッチングパンチ（アウトレット品）油圧ピッチングパンチ（アウトレット品）

【特等】 バルミューダ【ザ・トースター】
【1等】 マキタ 7.2V ペンインパクト
　　　   クオカード 10,000円分
　　　 パナソニック 工事用充電ラジオ&ワイヤレススピーカー EZ37A2

宇宙くじ宇宙くじ
500円クジ500円クジハズレ無し

その他、多数ご用意しております！！

20,000d（税抜）（税抜）

15,000d（税抜）（税抜）

29,800d（税抜）（税抜）

19,800d（税抜）（税抜）

29,800d（税抜）（税抜） 39,800d（税抜）（税抜）

18,000d（税抜）（税抜）

10,000d（税抜）（税抜） 10,000d（税抜）（税抜）

10,000d（税抜）（税抜） 5,000d（税抜）（税抜） 5,000d（税抜）（税抜）

4,000d（税抜）（税抜）

5,000d（税抜）（税抜） 9,800d（税抜）（税抜）

5,000d（税抜）（税抜）

6

￥13,000均一

ブランドスーツ
定価￥70,000
　～￥80,000の品

￥10,000均一
税込特価 税込特価

ブランドジャケット
定価￥40,000
　～￥70,000の品

38,000円税抜
特価

49,800円税抜
特価 3,980円税抜

特価 3,980円税抜
特価 2,000円～税抜

特価 14,800円税抜
特価

19,800円税抜
特価 12,000円税抜

特価 15,800円税抜
特価

開催
日時6月2日 3日9：00～18：00 9：00～16：00

金 土開催時間 開催時間

プレゼント！プレゼント！焼きたてパン焼きたてパン

全員に
ご来場頂いた方ご来場頂いた方

上部に、パンダ、コアラ、トラの
キャラクタークッキーをのせ、
口溶けの良いチョコクリームを

包み込みました。

上部に、パンダ、コアラ、トラの
キャラクタークッキーをのせ、
口溶けの良いチョコクリームを

包み込みました。

少し軽目のバターケーキに仕上げました。
上質のバターを使い、くちどけの良い

カステラとなっています。

女性連れ、お子様
連れのお客様には、
抽選（ガチャポン）で

女性連れ、お子様
連れのお客様には、
抽選（ガチャポン）で

オオノ値引券オオノ値引券

豪華賞品が当たる！ ￥1,000
￥100・￥500
￥1,000
￥100・￥500

抽選で
展示会当日、5万円以上お買上の方には

を進呈します。※値引き券は当日のみ有効です。※1組につき1回抽選ができます。

売切御免の 超特価品！！売切御免の 超特価品！！数量限定

早い者勝ち

CY-7011JP
T-fal Cook4me

EP-910P
エイトパックトレーナー

過熱水蒸気で作りたてのおいしさを復元。
ウォーターオーブン
専用機。

AX-H1
ヘルシオグリエ

GS-300BK
セラミックキッチンセットセラミックキッチンセット

DSC-W810
（シルバー）

サイバーショット

【焼き鳥名人】

お風呂あがりの手間と時間を短縮！

【たい焼きメーカー】

【わたあめ屋さん】【ダブルワッフルクッカ－】

珪藻土体重計
HWS-101
ウォーターサーバーお手軽クッキング 各種

パワフルなのに、スムーズな風。
空気を増幅させる、羽根のない扇風機。
最大75％静かに

パワフルなのに、スムーズな風。
空気を増幅させる、羽根のない扇風機。
最大75％静かに
●本体質量／1.83kg　●リモコン付き
●最小／最大消費電力(w)*3w／21w
●本体サイズ(高さ×幅×奥行き)／552×356×147㎜

●本体質量／1.83kg　●リモコン付き
●最小／最大消費電力(w)*3w／21w
●本体サイズ(高さ×幅×奥行き)／552×356×147㎜

2 32 32 3金 土

定価 49,800円

表示価格は全て税抜きです。希望者多数の場合は、受付時間の締切後に抽選となります。また、各時間帯お一人様1アイテム限りとさせて頂きます。

6

赤札

選りすぐりの商品を大特価にてご奉仕！選りすぐりの商品を大特価にてご奉仕！選りすぐりの商品を大特価にてご奉仕！選りすぐりの商品を大特価にてご奉仕！

限定

1台

定価 98,800円
限定

1台

定価 69,800円
限定

1台

定価 78,000円
限定

1台

限定

1台

定価 106,500円
限定

1台

10：00～10：30
6月2日金曜日
受付時間 14：00～14：30

6月2日金曜日
受付時間 10：00～10：30

6月3日土曜日
受付時間 14：00～14：30

6月3日土曜日
受付時間

限定

2台

限定

1台

定価 23,800円

工事用
LEDマルチ投光器
EZ37C3

限定

1台

定価 19,000円
限定

5台

定価 110,000円

定価 16,000円

限定

1台

限定

1台

18V 3.0Ah 電池パック
EZ9L53

定価 19,800円
限定

5台

限定

1台

限定

1台

定価 40,800円
限定

1台

充電式
草刈機
MUR365DPG2

レーザー墨出し器
（受光器・三脚付）
ＧLL3-80ＰＬＲ

定価 131,000円
SDカード（8GB）
＋カメラポーチサービス！

限定限定

10台
EZ75A7LS2G

LM-390TLM-390T

IS-CP13

18V Dual
インパクトドライバー

10台
レタツイン（ソフトケース付）レタツイン（ソフトケース付）

NC-PM-K10

定価／107,200円定価／107,200円
定価／63,000円定価／63,000円

定価／101,100円定価／101,100円

にに

●質量／約6.3kg
●加熱方式／過熱水蒸気：パワー3段階（弱・中・強）
●電源／AC 100V 50-60Hz 共用
●定格消費電力／1,410W
●タイマー／15分（お知らせ音付き）
●外形寸法／幅412×奥行315×高さ218㎜

●質量／約6.3kg
●加熱方式／過熱水蒸気：パワー3段階（弱・中・強）
●電源／AC 100V 50-60Hz 共用
●定格消費電力／1,410W
●タイマー／15分（お知らせ音付き）
●外形寸法／幅412×奥行315×高さ218㎜

EMS＋振動
２つの機能で
鍛えて引き締め

AX-KX128
メタボランS

●重量／約1.0kg（アダプター含まず）
●サイズ／約W150×L1,250×H90㎜
●定価／30,000円

セラミック三徳ナイフ（FKR-170-FLBK-C）
●サイズ／303×47×17㎜  ●刃渡り／17cm  ●重さ／100g

セラミック三徳ナイフ（FKR-130-FLBK-C）
●サイズ／258×38×17㎜  ●刃渡り／13cm  ●重さ／88g
セラミックピーラー（CP-NA12-FP）
●サイズ/150×86×15㎜　●重さ／42g

●替えパッド付き●替えパッド付き

前売予約OK！

毎年恒例

SHOPSHOP

バターカステラ

動物パン
（チョコクリーム入り）

第
20
回
記
念

第
20
回
記
念

201720172017

は日替りで　　　　　　　　限定販売！は日替りで　　　　　　　　限定販売！

日替りタイムサービス！日替りタイムサービス！日替りタイムサービス！日替りタイムサービス！台数限定
3F特設フロアにて

広島ガス
ガストピアセンター
広島ガス
ガストピアセンター

三菱自動車三菱自動車

駐車場6 2／
6 3／
6 2 金／ 6 3／
6 3 土／ 土曜日

●世界最短、117.8㎜
●最大締付トルク／160Nm 
●テクスネジ絞め専用
　「テクスモード」を新搭載
●回転数：強モード／高速0～2,500回転／分
●打撃数：強モード／低速0～3,100回転／分
●バッテリ×2個、充電器、ケース付 ●モーター／AC100V  ●消費電力／500W　●質量／4.8kg

●標準付属品／六角棒レンチ#6、キャリングケース（樹脂製）

セット価格定価／468,000円

●質量／8.2kg
●最大加工能力／アングル材SS400    L50×50×16
　　　　　　　　アングル材SUS304  L50×50×14
●標準付属品／定寸切り材料サポート、六角棒レンチ#6
●定価／

●質量／4kg
●最大加工能力／アングル材SS400  φ14　 t6
　　　　　　　　アングル材SUS304  φ14  t4
●標準付属品／丸穴用ポンチ・ダイス（L11B）、
　　　　　　　スタンド、片口スパナ#10、六角棒レンチ#6
●定価／

●質量／8.2kg
●最大加工能力／アングル材SS400    L50×50×ｔ6
　　　　　　　　アングル材SUS304  L50×50×ｔ4
●標準付属品／定寸切り材料サポート、六角棒レンチ#6
●定価／200,000円

穴あけ

●質量／4kg
●最大加工能力／アングル材SS400  φ14　 t6
　　　　　　　　アングル材SUS304  φ14  t4
●標準付属品／丸穴用ポンチ・ダイス（L11B）、
　　　　　　　スタンド、片口スパナ#10、六角棒レンチ#6
●定価／108,000円

●定価／160,000円●定価／160,000円

クールビズ
ドレスシャツ
ポロシャツ

クールビズ
ドレスシャツ
ポロシャツ

大特価限定

3台
限定

3台

●寸法/幅96.8×高さ55.5×奥行き20.9㎜
●質量/約127g（バッテリーNP-BN、
　“メモリースティック デュオ”を含む）

有効
画素数2010万画素
光学6倍ズーム

ジーベック
空調服

２Ｌの
ペットボトル使用

８か所の電極で筋肉を鍛える

●珪藻土で吸水性抜群
●清潔＆お手入れ簡単
●耐荷重約100kg

内蔵60のレシピで時短クッキング

EZ75A7LJ2GT1

18V Dual 
インパクトドライバー

EZ74A2LJ2GT1

18V Dual 
ドリルドライバー

5.0Ah

5.0Ah 5.0Ah

●世界最短、118mm ●最大締付トルク／160Nm
●長時間作業でも疲れにくいセンターバランス設計
●テクスネジ締め専用「テクスモード」を新搭載
●全長118x全高242x幅66mm､1.7kg
●本体、電池パック２個、充電器、ケース付

●世界最短、118mm ●最大締付トルク／160Nm
●長時間作業でも疲れにくいセンターバランス設計
●テクスネジ締め専用「テクスモード」を新搭載
●全長118x全高242x幅66mm､1.7kg
●本体、電池パック２個、充電器、ケース付

Black&Gold
限定モデル

Black&Gold
限定モデル

Black&Gold
限定モデル

●手締め確認ＯＫ　●世界最短、178mm
●最大締付トルク／32Nm
●作業に合わせてスピード切替、トルク設定
●全長178x全高250x幅68mm､2.05kg
●本体、電池パック２個、充電器、ケース付

●手締め確認ＯＫ　●世界最短、178mm
●最大締付トルク／32Nm
●作業に合わせてスピード切替、トルク設定
●全長178x全高250x幅68mm､2.05kg
●本体、電池パック２個、充電器、ケース付

18V3.0Ah
バッテリ
18V3.0Ah
バッテリ

定価 51,600円

Dual角穴カッター
EZ45A3X-B
本体＋18V3.0Ahバッテリ
●充電器・ケースは別売
●上向き作業がラク
●質量／1.8Kg
●切粉対策が充実
●ほこり･粉塵にタフ
●防塵スイッチ採用

●充電器・ケースは別売
●上向き作業がラク
●質量／1.8Kg
●切粉対策が充実
●ほこり･粉塵にタフ
●防塵スイッチ採用

●定回転制御を搭載
●25mLエンジン刈払機と同等の使用感。
●高速回転6,500min-¹  ●ダイレクトドライブ
●1充電あたりの当りの連続運転時間（目安）
　高速：約96分、中速：約168分、低速：約378分
●バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD付

●定回転制御を搭載
●25mLエンジン刈払機と同等の使用感。
●高速回転6,500min-¹  ●ダイレクトドライブ
●1充電あたりの当りの連続運転時間（目安）
　高速：約96分、中速：約168分、低速：約378分
●バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD付

●GLL3-80PLR型には
　「受光器LR2」が標準付属
●防塵・防水性能：IP54
●質量／750g（乾電池含）
●電源／単3アルカリ乾電池×4本
●水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨

●GLL3-80PLR型には
　「受光器LR2」が標準付属
●防塵・防水性能：IP54
●質量／750g（乾電池含）
●電源／単3アルカリ乾電池×4本
●水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨

14.4V 電池パック&充電器セット
EZ9L45ST

EZ78A1LJ2GT1

18V Dual 
マルチハンマードリル

●コンクリートの穴あけ・ネジ締めにマルチな1台
●ネジ締め用のビットアダプター付
●防塵スイッチを採用  ●最大締付トルク／13.5Nm
●粉塵の飛散を防ぐ集塵カップ付
●本体､電池パック2個､充電器､ケース付

●コンクリートの穴あけ・ネジ締めにマルチな1台
●ネジ締め用のビットアダプター付
●防塵スイッチを採用  ●最大締付トルク／13.5Nm
●粉塵の飛散を防ぐ集塵カップ付
●本体､電池パック2個､充電器､ケース付

定価 28,500円

ハンマードリル
GBH2-23RE

●質量
／2.7kg

●電子無段変速
●正転・逆転機構
●能力／コンクリート：23㎜Φ
　　　　ダイヤモンドコア：65㎜Φ
　　　　鉄工：13㎜Φ、木工：30㎜Φ
●クラス最速の穴あけスピード

●電子無段変速
●正転・逆転機構
●能力／コンクリート：23㎜Φ
　　　　ダイヤモンドコア：65㎜Φ
　　　　鉄工：13㎜Φ、木工：30㎜Φ
●クラス最速の穴あけスピード

●使用時間／約20分
●充電時間／3.5時間
●本体質量／1.63kg
●製品サイズ(幅×奥行き×高さ)／144㎜×399㎜×208㎜

●使用時間／約20分
●充電時間／3.5時間
●本体質量／1.63kg
●製品サイズ(幅×奥行き×高さ)／144㎜×399㎜×208㎜

ハンディクリーナー
V6 Mattress

定価 40,000円

テーブルファン
AM06DC30

GLM500
レーザー距離計

●光源／レーザーダイオード635nm635㎜
●質量／100g(乾電池含む)
●防塵・防水性能／IP54(乾電池収納部を除く
●サイズ／（H）106×（W）45×（D）24㎜
●測定可能範囲／距離測定：0.05～50m
　　　　　　　　ピタゴラス測定の傾斜：0～360°
　　　　　　　　傾斜測定：0～360°

●光源／レーザーダイオード635nm
●質量／100g(乾電池含む)
●防塵・防水性能／IP54(乾電池収納部を除く
●サイズ／（H）106×（W）45×（D）24㎜
●測定可能範囲／距離測定：0.05～50m
　　　　　　　　ピタゴラス測定の傾斜：0～360°
　　　　　　　　傾斜測定：0～360°

新商品新商品

2WAY LEDライトで暗所・狭所作業をサポート

●2面のライトが自在に
　可動し、マルチな
　用途に対応。

●標準付属品
　／プラスチックケース、急速充電器
　　電池パック1.5Ah×2個

●標準付属品
　／プラスチックケース、急速充電器
　　電池パック1.5Ah×2個

●折り曲げ時

●本体寸法／全長125×全高312×幅96㎜
●質量／610g（本体のみ） ●電池パック・充電器は別売 
●本体寸法／全長125×全高312×幅96㎜
●質量／610g（本体のみ） ●電池パック・充電器は別売 

定価 29,000円

7.2Vスティックインパクトドライバー
ＥＺ7521ＬＡ2ＳＴ1

約55分充電

Li-ion

6.0Ah

レーザー墨出し器
ＧLL3-80Ｐ

●防塵・防水性能：IP54
●質量／750g（乾電池含）
●電源／単3アルカリ乾電池×4本
●水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨

●防塵・防水性能：IP54
●質量／750g（乾電池含）
●電源／単3アルカリ乾電池×4本
●水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨

充電

EZ7544LS2S-B

14.4V 
インパクトドライバー

強・弱
打撃力
切替

LED
ライト

54分
充電

ブレーキ
付

●付属品／プラスチックケース、
　　　　　急速充電器（リチウムイオン専用）、
　　　　　電池パック4.2Ah

●付属品／プラスチックケース、
　　　　　急速充電器（リチウムイオン専用）、
　　　　　電池パック4.2Ah

●4.2Ah（LSタイプ）
　リチウムイオン電池  EZ9L45

●スライド式リチウムイオン電池専用
　急速充電器　EZZ0L81

●4.2Ah（LSタイプ）
　リチウムイオン電池  EZ9L45

●スライド式リチウムイオン電池専用
　急速充電器　EZZ0L81

軽い、薄い、次世代18V
ハイパワー

見やすいカラー液晶搭載！

14.4V

充電

14.4V/18V/21.6V

【特等】パナソニック（Gorilla） ポータブルナビゲーション
　　　シャープ 加湿空気清浄機
【1等】マツダスタジアムペアチケット（内野SS指定）

【特等】パナソニック（Gorilla） ポータブルナビゲーション
　　　シャープ 加湿空気清浄機
【1等】マツダスタジアムペアチケット（内野SS指定）

限定限定

1セット

限定限定

1台

限定限定

1台
NEOB

4方向に連結可能！
多目的に活躍する軽量平台車

樹脂製平台車
ジルカート（黒）

脚部伸縮式
足場台

アングルコンポ パワーユニット

IS-A14P
アングルコンポ用パンチャー

IS-A50C

アングルコンポ用
カッター

■DRSW2.0-1000  定価／24,000円■DRSW2.0-1000  定価／24,000円

定価／10,000円定価／10,000円

■DRS2.0-1000  定価／22,000円■DRS2.0-1000  定価／22,000円
◀DRS2.0-1000◀DRS2.0-1000

DRSW2.0-1000▶DRSW2.0-1000▶

4,000s4,000s

29,800s29,800s

49,800s49,800s

8,800s8,800s

温冷両用

29,800s29,800s 98,000s98,000s

●世界最短、117.8㎜
●最大締付トルク／160Nm
●長時間作業でも疲れにくい
　センターバランス設計
●作業に支障をきたさないよう
　電池を配置
●テクスネジ締め専用「テクスモード」を新搭載
●回転数：強モード／高速0～2,500回転／分
●打撃数：強モード／低速0～3,100回転／分
●4.2Ahバッテリー×2個、充電器、ケース付

●標準付属／本体×1、鉄ケース×1、中敷×1、プレート×1
　長穴刃物：M4、M5、M6、M8、M10、各ポンチダイス（5式）、
　横穴刃物 □16.8×1
　隅切刃物 □23.5×1、
　横切刃物 □16.8
　隅切刃物 □23.5兼用ダイスホルダ×1

●標準付属／本体×1、鉄ケース×1、中敷×1、プレート×1
　長穴刃物：M4、M5、M6、M8、M10、各ポンチダイス（5式）、
　横穴刃物 □16.8×1
　隅切刃物 □23.5×1
　横切刃物 □16.8
　隅切刃物 □23.5兼用ダイスホルダ×1

限定各限定

10台
限定各限定限定各限定

10台
限定各限定各限定

10台10台

20台20台
各限定限定

●記名板印字・
　PCリンクモデル
●記名板印字・
　PCリンクモデル

セット
価格
セット
価格

●タテ書き・ヨコ書き・仕切り線も思いのまま
●内径φ2.5～φ6.5㎜のチューブに印字できます。
●5・9・12㎜の幅のテープに印字できます。
●35㎜/秒の高速印字で、作業効率大幅アップ
●連番・連続機能搭載。面倒な入力作業がいりません。
●USBメモリでCSVデータの取り込みが可能。
●専用記名板・市販記名板に
　印字できます。
●記名板用アタッチメント
　・PCエディタ別売

●タテ書き・ヨコ書き・仕切り線も思いのまま
●内径φ2.5～φ6.5㎜のチューブに印字できます。
●5・9・12㎜の幅のテープに印字できます。
●35㎜/秒の高速印字で、作業効率大幅アップ
●連番・連続機能搭載。面倒な入力作業がいりません。
●USBメモリでCSVデータの取り込みが可能。
●専用記名板・市販記名板に
　印字できます。
●記名板用アタッチメント
　・PCエディタ別売

切断

セラミック三徳ナイフ
（１７ｃｍ、13cm）×各１本
セラミックピーラー×１本
無料研ぎ直しチケット×２枚

セラミック三徳ナイフ
（１７ｃｍ、13cm）×各１本
セラミックピーラー×１本
無料研ぎ直しチケット×２枚

定価／15,000円

Uハンドル

18V×2本でマキタ充電式
最強パワーを実現

9,600s9,600s（税抜）（税抜） （税抜）（税抜）

（税抜）（税抜）（税抜）（税抜）

（税抜）（税抜）（税抜）（税抜）
（税抜）（税抜）

（税抜）（税抜）

●230㎜【刈込幅】
●カラミトリ機能付 

新登場！



セール期間 5月1日　～6月30日月 金第20回記念 201７わくわくセール

専用バッテリー
標準付属

取り外し可能な
ファンユニット

明るい現場・長距離でも
見やすい。

ライン光全体が
見やすい。

※水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。
防じん・防滴「アプト」

各
種

26,000
定価　38,000円

大特価

わくわく
セール

大特価

わくわく
セール 税抜

円 92,000 税抜

定価　138,000円

大特価

わくわく
セール

大特価

わくわく
セール

円19,800
定価　29,000円

大特価

わくわく
セール

大特価

わくわく
セール

税抜

円 53,000
定価　78,000円

大特価

わくわく
セール

大特価

わくわく
セール

税抜

円 70,000 税抜

定価　93,000円

大特価

わくわく
セール

大特価

わくわく
セール

円

182,000 税抜

定価　227,000円

大特価

わくわく
セール

大特価

わくわく
セール

円

113,000 税抜

大特価

わくわく
セール

大特価

わくわく
セール

円
定価　149,800円

7,600 税抜

大特価

わくわく
セール

大特価

わくわく
セール

円
定価　9,500円

11,400大特価

わくわく
セール

大特価

わくわく
セール

税抜

円
定価　16,000円

33,600 税抜

大特価

わくわく
セール

大特価

わくわく
セール

円
定価　42,000円

117,000 税抜

大特価

わくわく
セール

大特価

わくわく
セール

円

189,000
定価　265,000円

大特価

わくわく
セール

大特価

わくわく
セール

税抜

円

12,200
定価　17,000円

大特価

わくわく
セール

大特価

わくわく
セール

税抜

円13,800 税抜

定価　23,000円

大特価

わくわく
セール

大特価

わくわく
セール

円

9,800
定価　55,000円

大特価

わくわく
セール

大特価

わくわく
セール

税抜

円 198,000大特価

わくわく
セール

大特価

わくわく
セール

税抜

円 36,400
定価　45,500円

大特価

わくわく
セール

大特価

わくわく
セール

税抜

円

19,800 税抜

定価　33,000円

大特価

わくわく
セール

大特価

わくわく
セール

円 56,000
定価　79,000円

大特価

わくわく
セール

大特価

わくわく
セール

円
税抜

定価　381,000円

大特価

わくわく
セール

大特価

わくわく
セール

円 39,600 税抜

定価　66,000円

大特価

わくわく
セール

大特価

わくわく
セール

円

28,000 税抜

定価　35,000円

大特価

わくわく
セール

大特価

わくわく
セール

円

198,000

11,6006,700 税抜

定価　12,000円

大特価

わくわく
セール

大特価

わくわく
セール

円

16,00016,000 税抜

定価　27,600円

大特価

わくわく
セール

大特価

わくわく
セール

円

10,600
定価　17,200円

大特価

わくわく
セール

大特価

わくわく
セール

税抜

円

138,000
オープン価格

大特価

わくわく
セール

大特価

わくわく
セール

税抜

円

12,000大特価

わくわく
セール

大特価

わくわく
セール 税抜

円

12,000大特価

わくわく
セール

大特価

わくわく
セール 税抜

円

99,800大特価

わくわく
セール

大特価

わくわく
セール

税抜

円

94,000大特価

わくわく
セール

大特価

わくわく
セール

税抜

円

54,800大特価

わくわく
セール

大特価

わくわく
セール

税抜

円
定価　74,800円

9,800 税抜

大特価

わくわく
セール

大特価

わくわく
セール

円
定価　17,300円

定価　62,000円
37,200 税抜

大特価

わくわく
セール

大特価

わくわく
セール

円

12,500
定価　26,000円 定価　210,000円

大特価

わくわく
セール

大特価

わくわく
セール

税抜税抜

円

税抜展示会特価展示会特価展示会特価各
種
各
種

7,500円7,380円 大特価

わくわく
セール

大特価

わくわく
セール

大特価

わくわく
セール

大特価

わくわく
セール

税抜 税抜

定価　12,500円定価　12,300円

定価　124,900円

定価　117,600円

各
定価　26,300円

オープン価格

定価　264,000円

コードレス
電動油圧式
圧着工具（14mm2～250mm2）

サービス！
LEDマグネットライト

サービス！

7.2V
スティックインパクトドライバー
EZ7521LA2ST2 EZ74A2LJ2GT1

18V 5.0Ah
ドリルドライバー

EZ45A5LJ2G-B

18V 5.0Ah
バンドソー

ツヨライトD用胴・補助ベルトツヨライトD用胴・補助ベルト

デンマーク製LEDヘッドライトデンマーク製LEDヘッドライト

●全高／５６４㎜
●ビット取り付けネジ／M27
●最大穿孔能力／１２０㎜
●モーター込質量／８．１㎏
●無負荷回転数／１０００min-1
●消費電力／１,２００W

●質量／7.5ｋｇ
●角度切り／0°～45°
●バイス最大開き／120㎜
●最大切断能力／丸パイプ 50㎜
●最大切断能力／角パイプ 50ｘ50㎜
●最大切断能力／アングル 50ｘ50㎜
●外形寸法／Ｗ250ｘＬ350ｘＨ400

●質量／7.5ｋｇ
●角度切り／0°～45°
●バイス最大開き／120㎜
●最大切断能力／丸パイプ 50㎜
●最大切断能力／角パイプ 50ｘ50㎜
●最大切断能力／アングル 50ｘ50㎜
●外形寸法／Ｗ250ｘＬ350ｘＨ400㎜

●世界最短、178mm
●作業に合わせてスピード切替
●作業に合わせてトルク設定
●手締め確認ＯＫ
●最大締付トルク／32Nm
●全長／178×全高250×幅68㎜
●質量／2.05kg
●本体､電池パック2個､充電器､ケース付

●世界最短、178mm
●作業に合わせてスピード切替
●作業に合わせてトルク設定
●手締め確認ＯＫ
●最大締付トルク／32Nm
●全長／178×全高250×幅68㎜
●質量／2.05kg
●本体､電池パック2個､充電器､ケース付

●火花を散らしたくない切断作業に
●切断カバー部／133㎜ 狭所作業がラク
●最大切断能力／丸パイプ60.5㎜、角パイプ56×63.5㎜
●本体寸法／全長420×全高240㎜
●本体､電池パック2個､充電器､ケース付

●火花を散らしたくない切断作業に
●切断カバー部／133㎜ 狭所作業がラク
●最大切断能力／丸パイプ60.5㎜、角パイプ56×63.5㎜
●本体寸法／全長420×全高240㎜
●本体､電池パック2個､充電器､ケース付

●全長／280㎜　●質量／720g
●ラチェット式でラクラク切断
●切断能力／被覆外形φ33㎜まで
●握りやすく、操作しやすいエラストマー成形グリップ採用

●携帯に便利なインパクト
●7.2Vでパワフル、スピーディ
●最大締付トルク25N･m
●2WAY LEDライトで暗がり解消
●全長／235×全高146×幅44㎜
●質量／550g
●本体､電池パック2個､充電器､ケース付

●光源／レーザーダイオード635㎜
●質量／100g(乾電池含む)
●防塵・防水性能／IP54(乾電池収納部を除く
●電源／単4アルカリ乾電池×2本
　　　　最高約10,000回の測定
●自動スイッチオフ／約5分(連続測定時を除く)
●サイズ／（H）106×（W）45×（D）24㎜
●出力／1mW以下(クラス2)
●測定可能範囲／距離測定：0.05～50m
　　　　　　　　ピタゴラスの傾斜測定：0～360°
　　　　　　　　傾斜測定：0～360°
●測定精度／±1.5㎜、傾斜測定：±0.2㎜
●保管温度範囲／（連続測定モード－10℃～+40℃）

●光源／レーザーダイオード635nm
●質量／100g(乾電池含む)
●防塵・防水性能／IP54(乾電池収納部を除く
●電源／単4アルカリ乾電池×2本
　　　　最高約10,000回の測定
●自動スイッチオフ／約5分(連続測定時を除く)
●サイズ／（H）106×（W）45×（D）24㎜
●出力／1mW以下(クラス2)
●測定可能範囲／距離測定：0.05～50m
　　　　　　　　ピタゴラス測定の傾斜：0～360°
　　　　　　　　傾斜測定：0～360°
●測定精度／±1.5㎜、傾斜測定：±0.2㎜
●保管温度範囲／－20℃～+70℃

●六角軸鉄工ドリルもOK！研磨できるドリルサイズは
　2.0㎜～13.0㎜まで
●難しかった
　センター出しも簡単！

●六角軸鉄工ドリルもOK！研磨できるドリルサイズは
　2.0㎜～13.0㎜まで
●難しかった
　センター出しも簡単！

●セット内容／●カッター替刃／21㎜×1ヶ、27㎜×2ヶ、33㎜×1ヶ、43㎜×1ヶ
●ワンタッチ式スナップバックアーバー／S2L（31～152、シャンク径 13㎜）、
　　　　　　　　　　　　　　　　　  S5L（17～30、シャンク径 10㎜）
　　　　　　　　　　　●ボーナスアーバー／6.35㎜インパクトシャンク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （14～30ｍｍ）×1本

●セット内容／●カッター替刃／21㎜×1ヶ、27㎜×2ヶ、33㎜×1ヶ、43㎜×1ヶ
●ワンタッチ式スナップバックアーバー／S2L（31～152、シャンク径 13㎜）、
　　　　　　　　　　　　　　　　　  S5L（17～30、シャンク径 10㎜）
　　　　　　　　　　　●ボーナスアーバー／6.35㎜インパクトシャンク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （14～30ｍｍ）×1本

●全長／5.08m
●上はしご／3.04m
●下はしご／2.04m
●幅／0.4m　●重量／9.9kg

●平行な動きで安定した圧着作業が出来ます。
●最適なテコ比によって力を増幅し、疲労を軽減します。
●セット内容／圧着工具本体、ダイス、ロケーター、ケース
　　　　　　（圧着能力 ： 2.5/4.0/6.0ｍ㎡、 AWG13-10）

●全光束／500ルーメン
●AC電源での点灯も可能
●床置き＆吊り下げの2ウェイ
●継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用
●専用充電アダプター付（充電電源／AC100V 50／60Hz）

●全光束／500ルーメン
●AC電源での点灯も可能
●床置き＆吊り下げの2ウェイ
●継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用
●専用充電アダプター付（充電電源／AC100V 50／60Hz）

連結式はしご
HER1 1.0-51 TH2515 SK505GDZ HR166DSMX

充電式グリーンレーザークリアスコープEco2515

水中ハイスピンポンプ
LSC1.4S
（低水位排水用）

新商品新商品

改良版

新商品

新商品

新商品 新商品

ベルトを湾曲させる事で、腰にピッタリフィットし、腰道具を
装着されても、ベルトの食い込み感が軽減されます。
ベルトを湾曲させる事で、腰にピッタリフィットし、腰道具を
装着されても、ベルトの食い込み感が軽減されます。

小型・軽量ハンドル荷重が
軽く切れ味抜群！

ヘッドが360°回転！
ハンドルが壁に当たらない！

610.1043

TS-092
TDB-120-BLK

54358

T9098142

WBDS-13

プロツールボックス
セットダイモドリル

FB-AA28SEGW

夏場の厳しい
環境でも快適に
熱中症対策

CW-2500D
サーメットチップソー切断機
ISK-CTC185

デジタル接地抵抗計

高輝度グリーンレーザー墨出し器
AG-765T

充電式
ロータリーハンマー

●一般建設工事の床水排水用。
●マンホール・ピット、
　受・給水槽の低水残水排水用。
●一般的残水排水用。
●吐出し口径／25㎜
●出力kW／0.48kW
●軽量コンパクトです。
　独自のシール弁座と
　新機構のスイング弁により
　いったん吸収した水は逆流しません。
　独自の底板構造は最低水位1㎜まで排水可能です。

16㎜ 充電式ハンマドリル

清涼ファン風雅
ボディ用フルセット

●明るさ／250ルーメン
●電池／単4電池3本
●光量調整･角度調整可能
●重量／140ｇ

●10,000回の連続測定を実現
●Ａ～Ｄ種（3極法）の測定可能
●簡易測定（2極法）の測定可能
●小型コードリールで
　スピーディーに接地測定
●業界最速の応答速度2秒
●ノイズに強い！地電圧25Ｖまで測定可能
●補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能

●10,000回の連続測定を実現
●Ａ～Ｄ種（3極法）の測定可能
●簡易測定（2極法）の測定可能
●小型コードリールで
　スピーディーに接地測定
●業界最速の応答速度2秒
●ノイズに強い！地電圧25Ｖまで測定可能
●補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能

●指示精度 ±1㎜/10m　●ご購入から1年間無償修理
●本体、アルミケース付（バッテリ、充電器、受光器、バイス、三脚別売）
●指示精度 ±1㎜/10m　●ご購入から1年間無償修理
●本体、アルミケース付（バッテリ、充電器、受光器、バイス、三脚別売）

●上段／L56.4×W35.0×H16.5㎝
●中段／L56.4×W35.0×H31.0㎝
●下段／L56.4×W46.5×H48.0㎝
●プロのニーズに応える
　頑強なボディ
●耐衝撃性プラスチック採用
●収納した工具類を守る
　耐水性
●盗難防止ロック機能
●箱、ハンドルホイールが一体

●パワフル、高耐久ブラシレスモータ
●振動を低減　●手元に近い重心、最適バランス
●穴あけ能力／コンクリート:16㎜、鉄工：10㎜、木工：13㎜
●1充電あたりの作業量（目安）
　φ6.0㎜/深さ30㎜／約115本（コンクリート圧縮強度40Mpa）
　φ10.5㎜/深さ40㎜／約50本（コンクリート圧縮強度40Mpa）

BE-30K

LEDライト

コードリール

プレゼント！

展示会購入特典展示会購入特典
CL18DSAL（LYPK）をお買上げの方に
18V 6.0Ah バッテリー
BSL1860（定価24,500円）

コードレスランタン
ＵＢ１８ＤＪＬ（定価6,400円）

18V全ネジカッター（6.0Ah）
ＣL１8DSAL（LYPK） ＫＥＷ4105DL

クーリングジャケット
BCJ-M2～XXL2

LEDフラッシュライト
サービス！

LEDフラッシュライト
サービス！

オリジナルHILTIライト
サービス！

オリジナルHILTIライト
サービス！

ドリル研磨機

バイメタルホルソー
電気工事セット
バイメタルホルソー
電気工事セット

PS-200
パワーソー200

MXCM500724
TE6-A36  G04

Cチャン&Mバーカッターセット
ＤＲC-325K
ラチェットケーブルカッター コードレス

電動油圧式
圧着工具（14mm2～250mm2）
クリンプボーイ EV-250L

押ダイス（インデンター）5ヶ、受ダイス（ネスト）７ヶ
リチウムイオン電池パック（EB-0500）、充電器（EC-4010）
収納ケース付（アルミケース製）

付
属
品

ラクラッチ・マルチソケットセット
PRW-6LS

MC4用クリンピングシステム
プライヤーセット
9743-200-MC4

限定

10台
限定

10台

GLM500
レーザー距離計

IEG1600M-Y／M
インバータ発電機

●エコ発電
●超低騒音
●オイルセンサー付
●外形寸法（㎜）／490×280×455
●バッテリー充電専用出力付（DC12V）
●商用電源と同等の良質な電気でコンピュータ等にも使えます。

1.6kVA防音型で
持運びラクラク！
軽量20㎏！！

フルカバーで安全
持ち運びラクラク

切れ味復活！!
ドリル研磨機

LEDライトLEDライト
サービス！サービス！

予備電池
パック付
予備電池
パック付

LWK-10

CU180DZ+A-65486

充電式運搬車

CU180DZ+A-65470

エスロック バイメタルBOXキット

ライトビット65㎜×1本
（65㎜以下ならどのサイズでも可）

●質量／4.2kg（電池パック、ダイス含む）●圧着範囲／14～250㎟
●外形寸法／295（長）×230（高）×75㎜（幅）
●バッテリー／高容量で250sq端子を90回圧着可能
●ポンプ／早送り付きでスピード圧着（250㎟圧着時約12秒）
●ヘッド／360度回転で作業が簡単

●質量／4.2kg（電池パック、ダイス含む）●圧着範囲／14～250㎟
●外形寸法／295（長）×230（高）×75㎜（幅）
●バッテリー／高容量で250sq端子を90回圧着可能
●ポンプ／早送り付きでスピード圧着（250㎟圧着時約12秒）
●ヘッド／360度回転で作業が簡単

夏場の厳しい
環境でも快適に
熱中症対策

究極の使いやすさを追求した小型・軽量

10.8V 16㎜クラス

世界最速

IP67防水で
あらゆる環境に
適応！

TE6-A36  G04
P2/2.6Ah+DRS コンボ

I V 325㎜²

銅線専用

CV 325㎜²

サービス！
今なら純正替刃2枚、
電池パック18V 3.0Ah

×1枚サービス！
チップソーIS185CTDX

FH-AB18SEGW 

●セット内容／
　清涼ファン ヘッドバンド付きファンユニット（FH-AB18FUBGW）
　リチウムイオン充電池（LE-ZP3729C）
　ACアダプターPU2（LE-ZPU2）

清涼ファン風雅
ヘッド用フルセット

●セット内容／
　清涼ファン風雅ボディ ファンユニット（FB-AA28FUGW）
　清涼ファン風雅ボディ コントローラー（FB-AA28CUW）
　清涼ファン風雅ボディバッテリー（FB-BT7455BK）
　ACアダプター9V 1.3A（ADP-9V13）
　セフ後付ベルトホルダー黒（2個入）（SF-CHLDBK2P）

作業用靴ウィンジョブ

脱ぎ履きが簡単な
ベルト仕様

甲高の方や幅広の方も
フィッティングしやすい
シューレースタイプ

甲高の方や幅広の方も
フィッティングしやすい
シューレースタイプ

■CP102■CP102

■CP103■CP103

●各種サイズ／
　22.5㎝～30.0㎝

鋼管・ステンレス鋼管など
既設配管の切断、解体作業に

期間中
お買上げの方

200㎜替刃（鋼管用）
1パック（5枚）
サービス！！

期間中
お買上げの方

200㎜替刃（鋼管用）
1パック（5枚）
サービス！！

●切断能力／
鋼管・塩化ビニル管 ： 200Aまで
ステンレス鋼管 ： 100Aまで
●ストローク量／26㎜
●質量／4.6㎏

■Cチャンカッター MXC-500
●全長／500㎜ ●質量／1.69㎏
●切断能力／CC-19(C-38)

■Mバーカッター MCM-500
●全長／500㎜ ●質量／1.81㎏
●切断能力／CS-19(CW-09）

■Cチャンカッター MXC-500
●全長／500㎜ ●質量／1.69㎏
●切断能力／CC-19(C-38)

●生まれ変わったTE6-A36
●圧倒的な穿孔スピード（旧モデル比50%UP）
●デッキスラブでも狙った所にピタッと穿孔
●ブラシレスモーターで電力効率15%UP
●2.6Ahと5.2Aｈ、二種類のバッテリーを用意
●集塵器DRSはビット装着したまま着脱可能

■Mバーカッター MCM-500
●全長／500㎜ ●質量／1.81㎏
●切断能力／CS-19(CW-09）

滑りにくくつまづきにくい
クラフトマンの足元を支える作業用靴高品質鮮明画像！

ケースに入れたまま使える
コンパクト設計！

特殊鋼刃で切れ味アップ
耐久性バツグン

限定

２台

限定

２台

限定

5台
限定

5台
Black＆Gold 限定モデルBlack＆Gold 限定モデル

新発売!!充電
インパクト用

サービス！
ツールバッグ
（MDP-724）
サービス！
ツールバッグ
（MDP-724）

永久サポート
永久 永久

無償
修理保障

修理
上限金額

メーカー
品質保証

年間2

TE6-A36  G04
P2/2.6Ah コンボ

●小バツリの出来るチゼル機能追加
●定価／175,000円

●定価／200,000円

●最大積載量130kg
●最大登坂能力12°  ●強力ブレーキ搭載
●走行可能距離約7.2km
　（バッテリBL1860B×2本使用時目安）
●高輝度LEDライト×2灯搭載　●バッテリ、充電器別売
●2スピード切替＆ソフトスタート
●時速／前進は高速3.5km/h、低速1.5km/h。後進はゆっくり1.0km/h

■SLBIBOX1JD■SLBIBOX1

●各種電路支持材の取り付けで好評を頂いておりますラクラッチに、
　レースウェイでの取り付け用のソケット等10～17㎜の手動電動
　兼用ソケットをプラスしたセット品です。

●自動探知モード搭載。受光器側からレーザー墨出し器に指示を送り
　たちラインを地盤線にピタリと合わせる事が可能です。
　探知可能範囲はクラス最長の最大25mで遠距離でもラクラク探知。
　作業効率が格段にアップします。

●自動探知モード搭載／受光器側からレーザー墨出し器に指示を送り
　たちラインを地盤線にピタリと合わせる事が可能です。
　探知可能範囲はクラス最長の最大25mで遠距離でもラクラク探知。
　作業効率が格段にアップします。

高容量6.0Ah
バッテリー
搭載！

●質量／4.2kg　
●全ねじ切断能力／軟鋼:W1/2～M6、ステンレス:W3/8
●標準付属品／W1/2カッタ、W3/8カッタ、急速充電器
　　　　　　　スペーサ、ケース、六角棒スパナ、電池カバー

●質量／4.2kg　
●全ねじ切断能力／軟鋼:W1/2～M6、ステンレス:W3/8
●標準付属品／W1/2カッタ、W3/8カッタ、急速充電器
　　　　　　　スペーサ、ケース、六角棒スパナ、電池カバー

連結部分 分割すればワンボックス車や
バンにも運搬OK！

最大使用質量

100kg バルジ

■パイプフレームセット

■バケットセット

全 長

250㎜
全 幅

74㎜
質 量

1.8kg

コンセント仕様
×３

☂屋外用

☂屋外用

リモコンモード搭載

回転微調整装置付

1年間の盗難・火災保険付

自動探知機能搭載

指示精度 ±1mm/10m

探知機能 最大25m!
専用リチウムイオン電池パック対応！

専用リチウムイオン
電池パック標準付属

ヘッド外径／φ25㎜
ケーブル長／15m

適応管径
φ30～100㎜

画像反転
機能付き

デジタル
ズーム2倍

●本体質量／4.8kg
●防水機能／水深10m
●電源／リチウム・ポリマーバッテリー100V
　　　　（2時間充電：約4時間使用可能）
●カメラ／ヘッド外径：φ25㎜／ケーブル長さ：15m
●適応管径／φ30㎜～100㎜　●曲管通過／φ40㎜～100㎜
●モニター／3.5型TFTカラー液晶 ／ 解像度：320×240ピクセル
●保存形式／静止画・JPEG（30万画素）／動画・AVI （30万画素）
●保存媒体／SDカード（最大32GBまで対応）
●標準付属品／クリアスコープ本体、カメラケーブル2515、ACアダプタ、
　　　　　　　Mini USBケーブル、AVケーブル、SDカード4GB、
　　　　　　　ケーブルドラム、肩掛けベルト、収納ケース

●本体質量／4.8kg
●防水機能／水深10m
●電源／リチウム・ポリマーバッテリー100V
　　　　（2時間充電：約4時間使用可能）
●カメラ／ヘッド外径：φ25㎜／ケーブル長さ：15m
●適応管径／φ30㎜～100㎜　●曲管通過／φ40㎜～100㎜
●モニター／3.5型TFTカラー液晶 ／ 解像度：320×240ピクセル
●保存形式／静止画・JPEG（30万画素）／動画・AVI （30万画素）
●保存媒体／SDカード（最大32GBまで対応）
●標準付属品／クリアスコープ本体、カメラケーブル2515、ACアダプタ、
　　　　　　　Mini USBケーブル、AVケーブル、SDカード4GB、
　　　　　　　ケーブルドラム、肩掛けベルト、収納ケース

●屋外用（防雨型）　●VCT2.0㎜²×3心
●製品定格／100V・6A　●質量／7.8kg
●コンセント定格／2P・15A・125V 接地付
●漏電遮断器／地格④

●屋外用（防雨型）　●VCT2.0㎜²×3心
●製品定格／100V・6A　●質量／7.8kg
●コンセント定格／2P・15A・125V 接地付
●漏電遮断器／地絡④

見やすいカラー液晶搭載！


