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季節商品

SG-50DX

外形寸法 W785 × D450 × H923

暖房面積 10 ～ 25 坪

燃料消費量 1 ～ 5 リットル／時間

タンク容量 90 リットル

電源 AC100V 50/60Hz

年間お得額 年間 500,000 円 もお得！

HR330H BRITEⅡ
熱 出 力 　：38.8～28.1kW（5段階燃焼）
運 転 音

（50/60Hz） 　：62/62dB
サイズmm　　 ：H888×W979×D557
適用面積　　    ：木造48坪／コンクリート66坪 GHR240A1-R Kagayaki

熱 出 力  ：18.2～9.1kW（3段階燃焼）
運 転 音

（50/60Hz）   ：48/50dB静音
サイズmm　　 ：H870×W504×D496
適用面積　　    ：木造24坪／コンクリート32坪

HPE80A
熱 出 力  ：8.8kW
運 転 音

（50/60Hz）  ：58/58dB
サイズmm　　 ：H420×W255×D535

HPE250
熱 出 力  ：強 29.2kW / 弱 20.0kW
運 転 音

（50/60Hz）　 ：68/69dB
サイズmm　　 ：H787×W535×D892
適用面積　　    ：木造38坪／コンクリート52坪

¥202,700
¥222,970（税込）

¥141,500
¥155,650（税込）

¥130,800
¥143,880（税込）

¥74,300
¥81,730（税込）

運賃別途ご確認ください
¥349,600
　￥384,560（税込） 

KH-80D
熱 出 力 　：18kW
運 転 音

（50/60Hz） 　：73dB
サイズmm　　 ：H550×W410×D820

¥107,000
¥117,700（税込）

KH-30D
熱 出 力 　：8.6kW
運 転 音

（50/60Hz） 　：56dB
サイズmm　　 ：H475×W260×D540

¥67,900
¥74,690（税込）

KH-125D
熱 出 力 　：32kW
運 転 音

（50/60Hz） 　：74dB
サイズmm　　 ：H695×W490×D910

¥155,400
¥170,940（税込）

KH-17Q
熱 出 力 　：17kW
運 転 音

（50/60Hz） 　：67dB（高1ｍ 距離1.5ｍ）
サイズmm　　 ：H570×W590×D370
暖房目安　　    ：木造15坪／コンクリート20坪

¥69,600
¥76,560（税込）

スポット
ヒーター

ジェット
ヒーター

17kW

8.6kW
18kW

32kW
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FM-19N2

暖房のめやす
木造
（戸建）

コンクリート
（集合）

タンク
容量
（L）

質量
（㎏）

本体外形寸法
（置台含む）

高さ×幅×奥行（㎜）

47畳 65畳 19.0 18.4 724×507×581

FM-10F2

FM-10F2

暖房のめやす
木造

（戸建）
コンクリート
（集合）

タンク
容量
（L）

質量
（㎏）

本体外形寸法
（置台含む）

高さ×幅×奥行（㎜）

26畳まで 35畳まで 13.0 16.5 665×456×546

FM-19F2 47畳まで 65畳まで 19.0 19.1 724×507×581

¥81,700 ¥89,870（税込）

¥12,800 ¥14,080（税込）

¥77,880 ¥85,668（税込）
FM-19F2 ¥85,530 ¥94,083（税込）

放射による暖房で
しっかり暖めます。

温風&放射の2ウェイ
暖房＋オートターボ運転で、
すばやく暖めます。

ファン付 ファン無

約1㎡～1.5 ㎡

￥2,710
税込￥2,981

M～2LまでOK

５ヒータで

HEATBTSBK
¥6,345
 ¥6,980（税込）
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インバーター発電機

（50Hz）

（60Hz）
（50Hz フロートスイッチ付）

（60Hz フロートスイッチ付）

PA-121　32mm×10m
　¥2,300　税込￥2,530
PA-122　32mm×20m
　¥4,500　税込￥4,950
PA-123　32mm×30m
　¥6,600　税込￥7,260

〈オプション〉
排水用ホース

増水時、機械や車両を守るために！

￥27,100
税込￥29,810

￥38,500
税込￥42,350

￥104,400
税込￥114,840

￥157,700
税込￥173,470

￥225,800
税込￥248,380

￥69,500
税込￥76,450

仕様
定格出力：交流 100V-2.0kVA
 直流 12V-8.0A ※
連続運転可能時間:（1/4負荷～定格負荷）約9.5～4.0h
燃料タンク容量:5ℓ
質量:19.8kg
サイズ:長さ512×幅315×高さ447mm
※12Vバッテリー充電専用

【騒音レベル】
1/4負荷～定格負荷： 67～76dB

付属品
・プラグレンチ
・+－ドライバー　・オイルジョッキ

１年
保証1 Year Guarante

ed

■EGI200
メーカー希望小売価格
¥175,000（税別）

負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード
高品質な電気を供給する正弦波インバータ搭載
出力２kVAで質量19.8㎏

￥157,500
￥173,250（税込）

￥4,800
￥5,280（税込）

カセットガス専用インバーター
GV-9ig 発電機

セット内容 ポーチ、カンパン、5 年保存水 500ml、LED ライト、タオル、
ウェットティッシュ、非常用ブランケット、抗菌非常用トイレ ( 抗菌性凝固
消臭剤 ×1 個、汚物袋 ×1 袋 )、防災チェックリスト、軍手、ロープ 3m、ホイッ
スル、救急セット ( 収納ポーチ・絆創膏・包帯・コットンパフ・綿棒・救急手引 )

BRAIN
エマージェンシーキット防災 18 点セット
緊急時に持ち運び便利な非常用用品を収納したコンパクト
サイズの防災セットです。ポーチには名刺サイズの紙が入
る透明ポケットが付いています。氏名などを書いた紙を入
れて、オフィス等の壁に並べて掛けておけばすぐに持ち出
せます。 ●LED ライトは小型なの

に明るく高機能。明るさ
を 2 段階で調節できる
他、点滅モードも兼ね備
えています。マグネット
付きなので固定して使う
ことも可能です。

●抗菌非常用トイレは、
銀を配合した抗菌性凝
固消臭剤 ×1 個と汚物
袋 ×1 袋のセットです。
使用後は可燃ごみとし
て処理できます。

￥72,545
税込￥79,800

g

BR-971

型　　式 SI‐165W
電　　圧 DC18V
最大トルク 350Nm
回転数 0 ～ 1,700min－¹
打撃数 0 ～ 3,000 回 / 分
差込角 12.7mm 角
質量 1.65 ㎏（電池パック含む）
充電時間 約 20 分～ 25 分
価格 オープンプライス
・電池残量インジケータ表示付
・締め付け能力 
  高力ボルト：M8 ～ M14
  普通ボルト：M10 ～Ｍ16
・リチウムイオン電池　容量：2.0Ah

標準付属品
・本体、充電器、電池パック ×2、
  キャリングケース

軽量で取り回しが最高
最大トルク350Nmで乗用車クラスの
タイヤ交換が容易です。
4ポールモーター搭載で長寿命

充電式インパクトレンチ充電式インパクトレンチ

型式 SI-165W
￥50,700
税込￥55,770

型式 CP80
￥26,700
税込￥29,370

バッテリー標準
2個付

人気商品

型式   　4158-1/4158-2
ドライブ  　12.7sq
入出力電圧 電流  AC100V DC18.0V 2.0Ah(Li-ion)
無負荷回転数 　0 ～ 2000rpm/min
能力   　M20　締め付け本数 250 本（目安）
最大トルク  　451N.m
重量 　  　2.03Kg（バッテリー含む）
充電時間  　約 60 分　自動充電オフ機能付
標準セット内容    本体 充電機器 バッテリーパック ×14158-1
標準セット内容    本体 充電機器 バッテリーパック ×24158-2

 バッテリー 1 個付セット
型式 4158-1

￥48,000
税込￥52,800

バッテリー 2 個付セット
型式 4158-2

￥67,000
税込￥73,700

リチウムイオンバッテリー
■高電圧 18.0V 高電流 2.0Ah
■長寿命
■電池残量が確認できる
■充電状態も一目瞭然！！
　自動OFF機能付で、過充電防止！

■ワンタッチ正逆
　切替ロック機能付

■電池残量表示

わずか2.03Kg（バッテリー含む）で
451Nmのハイパワー軽量インパクト！！

充電式インパクトレンチ充電式インパクトレンチ

■握りやすい
　ソフトグリップ採用
■握りやすい
　ソフトグリップ採用

■高寿命
　カーボンブラシ交換式■作業場所が見やすい

　ＬＥＤライト付

高出力・大容量リチウムイオン

バッテリー×2個付属

コードレスインパクトレンチ
WR 36DC形

2  X  P ¥79,800（税別）
マルチボルト蓄電池〔残量表示付〕（BSL 36A18）
急速充電器（UC 18YDL）・ケース付

36V

（ソケット別売）

小形・軽量で取り回しやすい！

36V 300Nm
安定のハイパワー

￥71,820
税込￥79,002

WR36DC2XP 角ドライブ
■12.7mm

コードレスツール

12V コードレス ミニ 
ダブルアクション ポリッシャー

　￥23,920
税込￥26,312

　￥80,300  税込￥88,330

　￥31,900  税込￥35,090

9.5sq. コードレスラチェットレンチセット

コンパクトなコードレスラチェットで
狭い場所での使用に最適！

全 長

253mm
質 量

750g

同クラス最小、最軽量※
※ 2020年12月現在

No. リチウムイオン
バッテリー 小売参考価格

JTRE310 ￥29,9002537.2V/2Ah

トルク
（最大/N・m）（実用/N・m）

34 30

無負荷回転数
（rpm）

190

幅
（mm）

質量
（g）

750

高さ
（mm）

53.5

全長
（mm）

62.3

【セット内容】本体（JRE310）×1、バッテリーパック（JBE07220）×1、リチウムイオン専用充電器（JHE072）×1

30N・m

実 用
トルク

34N・m 0.75kg
本体＋バッテリー

M10
7.2V

約280本

1充電作業量（目安）

M16

※4

高力ボルト
M10～M16

普通ボルト
M10～M20

角ドライブ 
□12.7mm

TW004GRDX

TW004GZ
バッテリ・充電器・ケース別売

本体のみ

約19分
（実用充電）

約28分
（フル充電）

締付け
能力

Li-ion
2.5Ah

最大
締付けトルク

320
 N・m

40V

1.9kg
Li-ion
バッテリー2個付

STTWAMN3
¥12,545

¥13,800（税込）

小型二槽式洗濯機「別洗いしま専科」3

本体サイズ
　W550×D345×H575( ㎜ ) 
重量 :9kg

【付属品】
簡易給水ホース：1200 ㎜（直径 16 ㎜）
排水ホース：460 ㎜
脱水用おさえ蓋
日本語取扱い説明書

ツナギや洗車タオル用に
いかがですか！

超コンパクトサイズ

ACB50X-S
￥84,000

 税込￥92,400

特価

3
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型　　式 SI‐165W
電　　圧 DC18V
最大トルク 350Nm
回転数 0 ～ 1,700min－¹
打撃数 0 ～ 3,000 回 / 分
差込角 12.7mm 角
質量 1.65 ㎏（電池パック含む）
充電時間 約 20 分～ 25 分
価格 オープンプライス
・電池残量インジケータ表示付
・締め付け能力 
  高力ボルト：M8 ～ M14
  普通ボルト：M10 ～Ｍ16
・リチウムイオン電池　容量：2.0Ah

標準付属品
・本体、充電器、電池パック ×2、
  キャリングケース

軽量で取り回しが最高
最大トルク350Nmで乗用車クラスの
タイヤ交換が容易です。
4ポールモーター搭載で長寿命

充電式インパクトレンチ充電式インパクトレンチ

型式 SI-165W
￥50,700
税込￥55,770

型式 CP80
￥26,700
税込￥29,370

バッテリー標準
2個付

人気商品

型式   　4158-1/4158-2
ドライブ  　12.7sq
入出力電圧 電流  AC100V DC18.0V 2.0Ah(Li-ion)
無負荷回転数 　0 ～ 2000rpm/min
能力   　M20　締め付け本数 250 本（目安）
最大トルク  　451N.m
重量 　  　2.03Kg（バッテリー含む）
充電時間  　約 60 分　自動充電オフ機能付
標準セット内容    本体 充電機器 バッテリーパック ×14158-1
標準セット内容    本体 充電機器 バッテリーパック ×24158-2

 バッテリー 1 個付セット
型式 4158-1

￥48,000
税込￥52,800

バッテリー 2 個付セット
型式 4158-2

￥67,000
税込￥73,700

リチウムイオンバッテリー
■高電圧 18.0V 高電流 2.0Ah
■長寿命
■電池残量が確認できる
■充電状態も一目瞭然！！
　自動OFF機能付で、過充電防止！

■ワンタッチ正逆
　切替ロック機能付

■電池残量表示

わずか2.03Kg（バッテリー含む）で
451Nmのハイパワー軽量インパクト！！

充電式インパクトレンチ充電式インパクトレンチ

■握りやすい
　ソフトグリップ採用
■握りやすい
　ソフトグリップ採用

■高寿命
　カーボンブラシ交換式■作業場所が見やすい

　ＬＥＤライト付

高出力・大容量リチウムイオン

バッテリー×2個付属

コードレスインパクトレンチ
WR 36DC形

2  X  P ¥79,800（税別）
マルチボルト蓄電池〔残量表示付〕（BSL 36A18）
急速充電器（UC 18YDL）・ケース付

36V

（ソケット別売）

小形・軽量で取り回しやすい！

36V 300Nm
安定のハイパワー

￥71,820
税込￥79,002

WR36DC2XP 角ドライブ
■12.7mm

コードレスツール

12V コードレス ミニ 
ダブルアクション ポリッシャー

　￥23,920
税込￥26,312

　￥80,300  税込￥88,330

　￥31,900  税込￥35,090

9.5sq. コードレスラチェットレンチセット

コンパクトなコードレスラチェットで
狭い場所での使用に最適！

全 長

253mm
質 量

750g

同クラス最小、最軽量※
※ 2020年12月現在

No. リチウムイオン
バッテリー 小売参考価格

JTRE310 ￥29,9002537.2V/2Ah

トルク
（最大/N・m）（実用/N・m）

34 30

無負荷回転数
（rpm）

190

幅
（mm）

質量
（g）

750

高さ
（mm）

53.5

全長
（mm）

62.3

【セット内容】本体（JRE310）×1、バッテリーパック（JBE07220）×1、リチウムイオン専用充電器（JHE072）×1

30N・m

実 用
トルク

34N・m 0.75kg
本体＋バッテリー

M10
7.2V

約280本

1充電作業量（目安）

M16

※4

高力ボルト
M10～M16

普通ボルト
M10～M20

角ドライブ 
□12.7mm

TW004GRDX

TW004GZ
バッテリ・充電器・ケース別売

本体のみ

約19分
（実用充電）

約28分
（フル充電）

締付け
能力

Li-ion
2.5Ah

最大
締付けトルク

320
 N・m

40V

1.9kg
Li-ion
バッテリー2個付

STTWAMN3
¥12,545

¥13,800（税込）

小型二槽式洗濯機「別洗いしま専科」3

本体サイズ
　W550×D345×H575( ㎜ ) 
重量 :9kg

【付属品】
簡易給水ホース：1200 ㎜（直径 16 ㎜）
排水ホース：460 ㎜
脱水用おさえ蓋
日本語取扱い説明書

ツナギや洗車タオル用に
いかがですか！

超コンパクトサイズ

ACB50X-S
￥84,000

 税込￥92,400

特価

4
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SA－17TH
12.7mm角インパクトレンチ

仕様
● 差込角 :12.7mm 1/2sq 
● 最高トルク：750Nm
● 重量：1.6kg
● 全長：179mm

￥41,600
税込価格¥45,760

仕様
● 差込角 :12.7mm 1/2sq 
● 最高トルク：480Nm
● 全長：148mm
● 質量：1.05kg

●ツインハンマー式  

最軽量ハイパワー

ULTRA

￥37,100
税込価格¥40,810

1600 クラスで
最もポピュラー
軽量でパワフルな
バランスの良いモデル

（S）静音タイプあり

サンコーのハイパワーモデル
締め３段、緩め無段階調整

SA-1482AR
インパクトレンチ

仕様
● 差込角 :12.7mm 1/2sq 
● 最高トルク：583Nm
● 重量：1.25kg
● 全長：160mm

￥35,000
税込価格¥38,500

軽量＆パワーは最良のバランス
ツインハンマーで耐久 UP

ネジレ防止
スイベル付

トルクリミテッドインパクトソケットセット
JS-15TKTC ホイルナットソケットセット KOKEN ホイルナットソケット KOTO ATO-42

エアーツールオイル
80Nmにて設定過剰な締め付けを防止します

110mm

17㎜,19㎜,21㎜ 差込角12.7㎜17㎜,19㎜,21㎜ 差込角12.7㎜
￥9,800

税込価格¥10,780
￥1,600

税込価格¥1,760
￥2,270～￥2,460

税込価格¥2,497～￥2,706
￥2,336～￥2,432

税込価格¥2,570～￥2,675

工アー入口よりATO-42を
5㏄～15㏄位入れて、空廻
しをして下さい。
エアー排出口よりオイル
が飛びますので、ダンボー
ル箱などで防いで空廻し
して下さい。

100mm

樹脂ガード付き
インパクトOK

樹脂ガード付き
インパクトOK

14145PM-110-17
-19
-21

BP49-17G
-19G
-21G

￥125,000
税込価格¥137,500￥149,100

税込価格¥164,010

SA-380TGL　　超軽量大型用1"インパクトレンチ

SA-3800GL　　大型用1"インパクトレンチ

7.5Kgとトップクラスの超軽量型

￥88,800
税込価格¥97,680

￥108,720
税込価格¥119,592

8.9Kgの軽量型

￥17,500
税込価格¥19,250

￥19,800
税込価格¥21,780

SMR-7 3/8"ミニラチェット

差込角：25.4mm
ボルト能力：38mm
最大トルク：2,000N･m
無負荷回転数：4,300rpm
本体重量：8.9kg
全長：490mm
空気消費量：1,260L/min
インレット経：1/2PT

差込角：25.4mm
ボルト能力：38mm
最大トルク：1,850N･m
無負荷回転数：4,300rpm
本体重量：7.5kg
全長：520mm
空気消費量：1,280L/min
インレット経：3/8PT

200mm

200mm

ツインハンマー方式
４段階レギュレーター
本体重量 7.5kg

ピストンハンマー方式
左右切替一体型３段階レギュレーター
アングル型ホースジョイント

差込角：9.5mm
ボルト能力：10mm
全長：165mm
質量 : 0.6kg

SMR-5S 
3/8"　ベビーラチェットレンチ

SMR－5S

差込角：9.5mm
ボルト能力：8mm
全長：135 ㎜ 
重量：0.5kg
最大トルク：54N・m

T4MN200-Z

T3MN50-Z

トルク設定ノブ

T4MN200-Z・T3MN50-Z
トルクレンチ

￥17,300
税込価格¥19,030

￥22,400
税込価格¥24,640

￥15,570
税込価格¥17,127

OBT-120N
タイヤサービス用トルクレンチ
4in1でトルク値85・103・108・120Nmの
4種類が、この1本でワンタッチ設定。
ソケットの交換がしやすい、プッシュリリース式。
※トルク値85・※103・108・120Nmの4種類がワンタッチ設定
型　式：OBT-120N
差込角：1/2"(12.7mm)
測定範囲(Nm)：85/103/108/120
全長(mm)：515
重量(kg)：1.39
入数/箱：10pcs
■締め方向（右回り）　　
■精度+/-4%　　
■検査データ付　　
■固定型　　■専用プ ラケース

仕様
● 差込角 :12.7mm 1/2sq 
● 最高トルク：350Nm
● 重量：0.97kg
● 全長：119mm

SP-7147EXA
リティナーリング式

レバー式レギュレター

超特価！！
わずか0.97㎏

全長119㎜
日本製

￥25,200
税込価格¥27,720

●超 軽 量 ●ショートボディ ●片手でワンプッシュ、リバースボタン
（特許登録済） ●リティナーリング式 ●サイレンサー付 ●プロテク
トカバー付

SA-15P

仕様
● 差込角 :12.7mm 1/2sq 
● 最高トルク：450Nm
● 重量：2.4kg
● 全長：187mm

￥17,500
税込価格¥19,250

日本製でこのプライス
定番のパワフルモデル

maide in
JAPAN

T8L850NR

25.4mm
差込角

1

 プレセット形トルクレンチ ( 左右ねじ用 )
TORQUE WRENCH, PRESET TYPE (FOR BOTH OF R&L HAND THREADS)

トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。
● トルク値をあらかじめセットするトルクレンチ
● トルク値に達すると「カチ」という音と手に軽い
「ショック」でお知らせ

検査成績書 トレーサビリティ
体系図 大型車ホイールナット締付け用トルクレンチ

● 大型トラック・バス・トラクタ等のホイールナット
締付けを『一人で・楽に・正確に・安価で』を実現

● 動力源(電気・エア)不要、従来の大型トルクレンチ
の約1/3の手力で締付け完了

T8L850NR 100～850N・m
左右ネジ測定OK
プレセットタイプ
全長1,388mm
質量8.9kg 

大型車

大・中型トラックのホイールナットのトルク管理に

普通車クラス

普通車

普通車

TW1000N2  400～1000Nm
￥157,400

税込価格¥173,140
TW750N2  350～750Nm

￥132,300
税込価格¥145,530

￥36,100
税込価格¥39,710

超小型！本体重量1.3kg
軽量タイプの12.7mm角
セットが簡単な右回転3段階・左回転無段階、
レギュレータ一一体型切替レバー
エアーホースの取り回しが楽なユニバーサル
ジョイン卜…360°回転

SA-16TH

差込角：12.7mm
ボルト能力：16mm
重量：1.3kg
全長：160mm
実用トルク：100-350N'm
最高トルク：450N'm
無負荷回転数：11.000rpm
空気消費量：360L/min
騒音レベル：89.5dB

大型車

左右ネジ ISO、JIS WタイヤOK
１人で大・中型トラックのホイールナット締め付け可能

NEW

仕様
● 差込角 :12.7mm 1/2sq 
● 最高トルク：480Nm
● 全長：135mm
● 質量：0.97kg

●ジャンボシングルハンマー 

最軽量・ショートボディー・
 ハイパワー

ULTRA

￥37,100
税込価格¥40,810

1600 クラスで
最もポピュラー
軽量でパワフルな
バランスの良いモデル

（S）静音タイプあり

NEW クラス最軽量

SA-2000P
19mm角インパクトレンチ

●ピンレスワンハンマー方式
●4段階レギュレーター
●レバー式左右切替

全長(mm)：235
本体重量(kg)：4.5
差込角(mm)：19
ボルト能力(mm)：20

【差込角】 ：25.4mm 角
【能力ボルト径】 ：38mm
【最高トルク】 ：1,470Nm
【全長】 ：498mm
【質量】 ：7.9kg
【空気消費量】 ：1.82m3(normal)/min
【騒音値】 ：95/(106)dBA
【振動値 a/k】 ：16.3/2.1m/s2
【使用コンプレッサー】 ：7.5KW
【使用ホース内径】 ：9.5ｍｍ

⅜インチ

9.5㎜
⅜インチ

9.5㎜

￥24,200
税込価格¥26,620

 世界最小
125 mm
 世界最小
125 mm

SI-1108B
差込角 : 9.5mm  
ボルト能力 : 8mm　
全長 : 125mm  
質量 : 0.40kg

ポケットラチェット

ショートボディ

⅜インチ

9.5㎜
⅜インチ

9.5㎜

￥46,400
税込価格¥51,040

軽量 970ｇ

軽量 970ｇ

●左右４段階回転調整可能

 差込角：25.4mm　ツインハンマー　

¥126,000
税込価格¥138,600

ハンマー部の耐久性アップ。

オイルバス式オイルバス式25.4mm角/ピンロック式
リティナーリング付き
25.4mm角/ピンロック式
リティナーリング付き

•ダイヤルを回転させてトルク調整できます。

ダイヤル式4段階レギュレターダイヤル式4段階レギュレター

ドライブ

25.4 日本製
ボルト

3838

エアーインパクトレンチ
No.SP-390DX

業界軽量業界軽量
クラス7.1ｋｇ

最大トルク1450N・m

¾インチ

19㎜

½インチ

12.7㎜

½インチ

12.7㎜

½インチ

12.7㎜

½インチ

12.7㎜

½インチ

12.7㎜

½インチ

12.7㎜

½インチ

12.7㎜

エアーラチェットレンチ

日本製

SP-7265RP
差込角 : 9.5mm
締付トルク : 35N・m 
全長 : 192mm　
重量 : 0.7kg ￥33,600

税込価格¥36,960

1インチ

25.4㎜
1インチ

25.4㎜

1インチ

25.4㎜
1インチ

25.4㎜
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SA－17TH
12.7mm角インパクトレンチ

仕様
● 差込角 :12.7mm 1/2sq 
● 最高トルク：750Nm
● 重量：1.6kg
● 全長：179mm

￥41,600
税込価格¥45,760

仕様
● 差込角 :12.7mm 1/2sq 
● 最高トルク：480Nm
● 全長：148mm
● 質量：1.05kg

●ツインハンマー式  

最軽量ハイパワー

ULTRA

￥37,100
税込価格¥40,810

1600 クラスで
最もポピュラー
軽量でパワフルな
バランスの良いモデル

（S）静音タイプあり

サンコーのハイパワーモデル
締め３段、緩め無段階調整

SA-1482AR
インパクトレンチ

仕様
● 差込角 :12.7mm 1/2sq 
● 最高トルク：583Nm
● 重量：1.25kg
● 全長：160mm

￥35,000
税込価格¥38,500

軽量＆パワーは最良のバランス
ツインハンマーで耐久 UP

ネジレ防止
スイベル付

トルクリミテッドインパクトソケットセット
JS-15TKTC ホイルナットソケットセット KOKEN ホイルナットソケット KOTO ATO-42

エアーツールオイル
80Nmにて設定過剰な締め付けを防止します

110mm

17㎜,19㎜,21㎜ 差込角12.7㎜17㎜,19㎜,21㎜ 差込角12.7㎜
￥9,800

税込価格¥10,780
￥1,600

税込価格¥1,760
￥2,270～￥2,460

税込価格¥2,497～￥2,706
￥2,336～￥2,432

税込価格¥2,570～￥2,675

工アー入口よりATO-42を
5㏄～15㏄位入れて、空廻
しをして下さい。
エアー排出口よりオイル
が飛びますので、ダンボー
ル箱などで防いで空廻し
して下さい。

100mm

樹脂ガード付き
インパクトOK

樹脂ガード付き
インパクトOK

14145PM-110-17
-19
-21

BP49-17G
-19G
-21G

￥125,000
税込価格¥137,500￥149,100

税込価格¥164,010

SA-380TGL　　超軽量大型用1"インパクトレンチ

SA-3800GL　　大型用1"インパクトレンチ

7.5Kgとトップクラスの超軽量型

￥88,800
税込価格¥97,680

￥108,720
税込価格¥119,592

8.9Kgの軽量型

￥17,500
税込価格¥19,250

￥19,800
税込価格¥21,780

SMR-7 3/8"ミニラチェット

差込角：25.4mm
ボルト能力：38mm
最大トルク：2,000N･m
無負荷回転数：4,300rpm
本体重量：8.9kg
全長：490mm
空気消費量：1,260L/min
インレット経：1/2PT

差込角：25.4mm
ボルト能力：38mm
最大トルク：1,850N･m
無負荷回転数：4,300rpm
本体重量：7.5kg
全長：520mm
空気消費量：1,280L/min
インレット経：3/8PT

200mm

200mm

ツインハンマー方式
４段階レギュレーター
本体重量 7.5kg

ピストンハンマー方式
左右切替一体型３段階レギュレーター
アングル型ホースジョイント

差込角：9.5mm
ボルト能力：10mm
全長：165mm
質量 : 0.6kg

SMR-5S 
3/8"　ベビーラチェットレンチ

SMR－5S

差込角：9.5mm
ボルト能力：8mm
全長：135 ㎜ 
重量：0.5kg
最大トルク：54N・m

T4MN200-Z

T3MN50-Z

トルク設定ノブ

T4MN200-Z・T3MN50-Z
トルクレンチ

￥17,300
税込価格¥19,030

￥22,400
税込価格¥24,640

￥15,570
税込価格¥17,127

OBT-120N
タイヤサービス用トルクレンチ
4in1でトルク値85・103・108・120Nmの
4種類が、この1本でワンタッチ設定。
ソケットの交換がしやすい、プッシュリリース式。
※トルク値85・※103・108・120Nmの4種類がワンタッチ設定
型　式：OBT-120N
差込角：1/2"(12.7mm)
測定範囲(Nm)：85/103/108/120
全長(mm)：515
重量(kg)：1.39
入数/箱：10pcs
■締め方向（右回り）　　
■精度+/-4%　　
■検査データ付　　
■固定型　　■専用プ ラケース

仕様
● 差込角 :12.7mm 1/2sq 
● 最高トルク：350Nm
● 重量：0.97kg
● 全長：119mm

SP-7147EXA
リティナーリング式

レバー式レギュレター

超特価！！
わずか0.97㎏

全長119㎜
日本製

￥25,200
税込価格¥27,720

●超 軽 量 ●ショートボディ ●片手でワンプッシュ、リバースボタン
（特許登録済） ●リティナーリング式 ●サイレンサー付 ●プロテク
トカバー付

SA-15P

仕様
● 差込角 :12.7mm 1/2sq 
● 最高トルク：450Nm
● 重量：2.4kg
● 全長：187mm

￥17,500
税込価格¥19,250

日本製でこのプライス
定番のパワフルモデル

maide in
JAPAN

T8L850NR

25.4mm
差込角

1

 プレセット形トルクレンチ ( 左右ねじ用 )
TORQUE WRENCH, PRESET TYPE (FOR BOTH OF R&L HAND THREADS)

トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。
● トルク値をあらかじめセットするトルクレンチ
● トルク値に達すると「カチ」という音と手に軽い
「ショック」でお知らせ

検査成績書 トレーサビリティ
体系図 大型車ホイールナット締付け用トルクレンチ

● 大型トラック・バス・トラクタ等のホイールナット
締付けを『一人で・楽に・正確に・安価で』を実現

● 動力源(電気・エア)不要、従来の大型トルクレンチ
の約1/3の手力で締付け完了

T8L850NR 100～850N・m
左右ネジ測定OK
プレセットタイプ
全長1,388mm
質量8.9kg 

大型車

大・中型トラックのホイールナットのトルク管理に

普通車クラス

普通車

普通車

TW1000N2  400～1000Nm
￥157,400

税込価格¥173,140
TW750N2  350～750Nm

￥132,300
税込価格¥145,530

￥36,100
税込価格¥39,710

超小型！本体重量1.3kg
軽量タイプの12.7mm角
セットが簡単な右回転3段階・左回転無段階、
レギュレータ一一体型切替レバー
エアーホースの取り回しが楽なユニバーサル
ジョイン卜…360°回転

SA-16TH

差込角：12.7mm
ボルト能力：16mm
重量：1.3kg
全長：160mm
実用トルク：100-350N'm
最高トルク：450N'm
無負荷回転数：11.000rpm
空気消費量：360L/min
騒音レベル：89.5dB

大型車

左右ネジ ISO、JIS WタイヤOK
１人で大・中型トラックのホイールナット締め付け可能

NEW

仕様
● 差込角 :12.7mm 1/2sq 
● 最高トルク：480Nm
● 全長：135mm
● 質量：0.97kg

●ジャンボシングルハンマー 

最軽量・ショートボディー・
 ハイパワー

ULTRA

￥37,100
税込価格¥40,810

1600 クラスで
最もポピュラー
軽量でパワフルな
バランスの良いモデル

（S）静音タイプあり

NEW クラス最軽量

SA-2000P
19mm角インパクトレンチ

●ピンレスワンハンマー方式
●4段階レギュレーター
●レバー式左右切替

全長(mm)：235
本体重量(kg)：4.5
差込角(mm)：19
ボルト能力(mm)：20

【差込角】 ：25.4mm 角
【能力ボルト径】 ：38mm
【最高トルク】 ：1,470Nm
【全長】 ：498mm
【質量】 ：7.9kg
【空気消費量】 ：1.82m3(normal)/min
【騒音値】 ：95/(106)dBA
【振動値 a/k】 ：16.3/2.1m/s2
【使用コンプレッサー】 ：7.5KW
【使用ホース内径】 ：9.5ｍｍ

⅜インチ

9.5㎜
⅜インチ

9.5㎜

￥24,200
税込価格¥26,620

 世界最小
125 mm
 世界最小
125 mm

SI-1108B
差込角 : 9.5mm  
ボルト能力 : 8mm　
全長 : 125mm  
質量 : 0.40kg

ポケットラチェット

ショートボディ

⅜インチ

9.5㎜
⅜インチ

9.5㎜

￥46,400
税込価格¥51,040

軽量 970ｇ

軽量 970ｇ

●左右４段階回転調整可能

 差込角：25.4mm　ツインハンマー　

¥126,000
税込価格¥138,600

ハンマー部の耐久性アップ。

オイルバス式オイルバス式25.4mm角/ピンロック式
リティナーリング付き
25.4mm角/ピンロック式
リティナーリング付き

•ダイヤルを回転させてトルク調整できます。

ダイヤル式4段階レギュレターダイヤル式4段階レギュレター

ドライブ

25.4 日本製
ボルト

3838

エアーインパクトレンチ
No.SP-390DX

業界軽量業界軽量
クラス7.1ｋｇ

最大トルク1450N・m

¾インチ

19㎜

½インチ

12.7㎜

½インチ

12.7㎜

½インチ

12.7㎜

½インチ

12.7㎜

½インチ

12.7㎜

½インチ

12.7㎜

½インチ

12.7㎜

エアーラチェットレンチ

日本製

SP-7265RP
差込角 : 9.5mm
締付トルク : 35N・m 
全長 : 192mm　
重量 : 0.7kg ￥33,600

税込価格¥36,960

1インチ

25.4㎜
1インチ

25.4㎜

1インチ

25.4㎜
1インチ

25.4㎜
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 エアーツール



電動機 吐出し 最高圧力 空気タンク 概算質量 外形寸法

型式 定格出力 空気量 容積 幅ｘ奥行x高さ

Kw L/min Mpa L kg ｍｍ ｍｍ ｍｍ

3.7P-9.5VP 3.7 440 0.93

93

1 0 174

4

1312x44

44

2x928

3.7P-14VP 3.7 400 1.37

1.37

23

3

3

0 212 1611x570x999

PBD-3.7 3.7 2

850x 0x1 0PBD-5.5HMNB

HMNB

5.5 550

380

1.3 37 2

26

2

55 810x770x1330

※各据付が必要なものの納入設置費・既存機器撤去費・運搬費・電気工事等は別途となります。

※各据付が必要なものの納入設置費・既存機器撤去費・運搬費・電気工事等は別途となります。

※各据付が必要なものの納入設置費・既存機器撤去費・運搬費・電気工事等は別途となります。

電動機 吐出し 最高圧力 空気タンク 概算質量 外形寸法

型式 定格出力 空気量 容積 幅ｘ奥行x高さ

Kw L/min Mpa L kg ｍｍ ｍｍ ｍｍ

FS-37P 3.7 385 0.95 130 188 1240x530x960

W-35P 3.7 360 1.4 260 288 1690x620x1155

NLP-37PRD 3.7 385 0.95 13.8 292 885x705x1270

NLP-W-35PRD 3.7 360 1.4 30 364 1005x930x1510

電動機 吐出し 最高圧力 空気タンク 概算質量 外形寸法

型式 定格出力 空気量 容積 幅ｘ奥行x高さ

Kw L/min Mpa L kg ｍｍ ｍｍ ｍｍ

3.7 400 0.97 100 147 1400x430x835

3.7 390 1.37 180 180 1535x505x930

3.7 415 0.85 39 197 900x660x1200

3.7 390 1.37 39 175 900x660x1200

高耐久性が売りの
ロングライフモデル

パワーとコストのトスコン

VT105/106-37t
VT145/146-37T
FP85/86-37TAD
FP145/146-37TAD

富士コンプレッサー

東芝産業機器システム

CPO-2-68 2L No.68
CPO-2-100 2L No.100
富士コンプレッサー
エアーコンプレッサーは
オイル交換が必要です

3.7P-14VP

コストパフォーマンスに優れたベビコンブランド

FS-37P W-35P

NLP-37PRD NLP-W-
35PRD

37P-95VP

37P-14VP

VT105-37T

FP85-37TAD

PBD-37
HMNB

PBD-55
HMNB

7
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電動機 吐出し 最高圧力 空気タンク 概算質量 外形寸法

型式 定格出力 空気量 容積 幅ｘ奥行x高さ

Kw L/min Mpa L kg ｍｍ ｍｍ ｍｍ

3.7P-9.5VP 3.7 440 0.93

93

1 0 174

4

1312x44

44

2x928

3.7P-14VP 3.7 400 1.37

1.37

23

3

3

0 212 1611x570x999

PBD-3.7 3.7 2

850x 0x1 0PBD-5.5HMNB

HMNB

5.5 550

380

1.3 37 2

26

2

55 810x770x1330

※各据付が必要なものの納入設置費・既存機器撤去費・運搬費・電気工事等は別途となります。

※各据付が必要なものの納入設置費・既存機器撤去費・運搬費・電気工事等は別途となります。

※各据付が必要なものの納入設置費・既存機器撤去費・運搬費・電気工事等は別途となります。

電動機 吐出し 最高圧力 空気タンク 概算質量 外形寸法

型式 定格出力 空気量 容積 幅ｘ奥行x高さ

Kw L/min Mpa L kg ｍｍ ｍｍ ｍｍ

FS-37P 3.7 385 0.95 130 188 1240x530x960

W-35P 3.7 360 1.4 260 288 1690x620x1155

NLP-37PRD 3.7 385 0.95 13.8 292 885x705x1270

NLP-W-35PRD 3.7 360 1.4 30 364 1005x930x1510

電動機 吐出し 最高圧力 空気タンク 概算質量 外形寸法

型式 定格出力 空気量 容積 幅ｘ奥行x高さ

Kw L/min Mpa L kg ｍｍ ｍｍ ｍｍ

3.7 400 0.97 100 147 1400x430x835

3.7 390 1.37 180 180 1535x505x930

3.7 415 0.85 39 197 900x660x1200

3.7 390 1.37 39 175 900x660x1200

高耐久性が売りの
ロングライフモデル

パワーとコストのトスコン

VT105/106-37t
VT145/146-37T
FP85/86-37TAD
FP145/146-37TAD

富士コンプレッサー

東芝産業機器システム

CPO-2-68 2L No.68
CPO-2-100 2L No.100
富士コンプレッサー
エアーコンプレッサーは
オイル交換が必要です

3.7P-14VP

コストパフォーマンスに優れたベビコンブランド

FS-37P W-35P

NLP-37PRD NLP-W-
35PRD

37P-95VP

37P-14VP

VT105-37T

FP85-37TAD

PBD-37
HMNB

PBD-55
HMNB

CL184DZ本体のみ

 17,100円（税別）
ソフトバッグ付／バッテリ・充電器別売

CL184DRF
 42,500円（税別）

バッテリBL1830B・充電器DC18RF
ソフトバッグ付

Li-ion
3.0

実用充電：約17分
フル充電：約22分

スライド式バッテリ仕様

CL184D

車内清掃に最適な
充電式クリーナに18V仕様登場

本体は見た目に美しく錆に強いステンレス製
パワフル＆ローノイズモーター採用
ゴミも水も吸える強力バキューム、移動もスムーズでラクラク

 電 源  
モ ー タ ー 出 力
吸 引 風 量
電源コード長さ
ホ ー ス サ イ ズ
本体寸法（mm）
本 体 重 量
タ ン ク 容 量

100Ｖ　50／60Hz
1000W
53L／Ｓ
5.6m
φ38mm×2.0m
Ｗ・400×D・400×Ｈ・725
9.4kg
30Ｌ（φ320mm）

■４輪自在キャスター

④ ⑤②① ③

⑥ ⑦
①すき間ノズル
②ブラシノズル
③ホース
④パイプ

⑤床ブラシ
⑥ダストフィルター
⑦付属品収納袋

■ノイズレベル
　70～73dB(A)

強力バキュームクリーナー
ZD10A

￥24,800
税込価格¥27,280

￥156,000
税込価格¥171,600

付属品

マットの奥に入り込んだ石やゴミもパワフルに吸い込み

充電式クリーナー
コードレス

税込価格¥18,810

税込価格¥46,750

売れてます！

乾 湿 両 用 ク リ ー ナ ー

SCL-1820

充電式サイクロン掃除機

￥19,800
税込価格¥21,780

機種 SCL-1820
モーター ブラシレスモーター
バッテリー リチウムイオンバッテリー
電圧 18V
容量 2.0Ah

充電時間※ 1 約 60分
運転時間※ 2 強約 10分／標準約 33分
集じん方式 サイクロン方式
集じん容量 0.35L
吸込仕事率 強 :73.6W／標準 :18.4W
本体サイズ ［本体（バッテリー取付時）］470 × 90× 216mm
本体重量 1.3kg（バッテリー含む、ノズル・ホース付属品なし）

事務所に1台 !
軽量コンパクト1.3kg
ゴミ捨ても簡単 ！

サイクロン式採用で
パワフルな
吸引力が持続

コードレス
クリーナー

AVC1150 乾湿両用集塵機

■標準仕様
電源：単相100V50/60Hz
消費電力：1.2Kw
吸込仕事率：250ｗ/12A
風量：3.5m3/毎分
真空度：15.7kPa（1,600㎜水柱）
フィルター面積：0.85m2

集塵容量：18L
電源コード長：10m
使用ホース内径×長さ：ビニールホースφ38㎜×2.5ｍ
寸法：W415×L510×H730㎜
本体重量：21kg

吸込仕事率 250ｗ
強力フィルターとパワフルな吸塵力を備え、
鈑金工場の集塵機として使用可能

プロ用集塵機

ビニールホース
（φ38×2.5ｍ）
ＲＥ－1007

サイクロン吸口口金
（φ３８用）
ＲＥ－１００９

カラージョイント
ＲＥ－２００１

リバーシブル
ジョイント
ＲＥ－２００１

専用カフス
（φ３８用×２個）
２Ｒ－１

●ＲＥ－１００ＬＢＴ用標準付属品

LBT

質量：6.5kg
サイズ：長さ345×幅350×高さ435mm
電源コード：5m
風量： 3.0m3/min
真空度：25kPa
集じん容量：乾燥 15ℓ、液体 12ℓ
電源：単相100V
電流：12A
消費電力： 1,150W

付属品
・ホース(φ28×1.8m)
・乾式用カートリッジフィルター(本体取付)
・フィルタロック(本体取付)
・湿式用スポンジフィルター
・ホース接続ハンドル　・床ブラシ
・延長管　・スキマノズル・キャスター

￥24,300
税込価格¥26,730

メーカー希望小売価格
27,000円（税別）

ダブルファンによりパワフルな吸引力を
実現した業務用｢乾湿両用｣集じん機
細かなホコリも確実にキャッチする
カートリッジフィルター仕様
電源の ON/OFF がしやすい大型スイッチ
コンパクトで高容量を実現した
スクエアボディ

■ オプション
　 AVC1150-HEPA
　 HEPAフィルター

                   

8

 掃除機・集塵機



ZW－１４５０T
１０Ｍpa

１４５０Ｌ／Ｈ（無負荷時）

常温～８０

３連ピストンポンプ

三相 ２００V ４P

２．２（３PS）

畜圧型密閉多管式貯湯ステンレス（給湯蛇口付）

白 灯 油 (JIS-1号灯油）

約５.０～６.０

２６

漏電遮断器・モーター過負荷保護装置

自己保持回路・減圧弁・安全弁

電子制御ICリレー・過熱防止器

炎感知装置・温度調節器・空焚防止装置

６２５ × ７７５ × １１２４

１４５

3/8"×１０m

安全装置

本体寸法 W×L×H (mm)

本体重量 (kg)

洗浄ホース

電 源 (V)

モ ー タ (kw)

ボ イ ラ ー

使 用 燃 料

燃料消費量 ( l/h)

燃料タンク ( l)

型 式
吐 出 圧 力 (Mpa)

吐 出 量 ( l/h)

温 水 温 度 (℃)

ポ ン プ

ZW－１８００T
７Ｍpa

１８００Ｌ／Ｈ（無負荷時）

常温～８０

３連ピストンポンプ

三相 ２００V ４P

３．７（３PS）

畜圧型密閉多管式貯湯ステンレス（給湯蛇口付）

白 灯 油 (JIS-1号灯油）

約９.０

４０

漏電遮断器・モーター過負荷保護装置

自己保持回路・減圧弁・安全弁

電子制御ICリレー・過熱防止器

炎感知装置・温度調節器・空焚防止装置

１１５５ × ７４７ × １２５５

２２０

3/8"×１５m洗浄ホース

使 用 燃 料

燃料消費量 ( l/h)

燃料タンク ( l)

安全装置

本体寸法 W×L×H (mm)

本体重量 (kg)

吐 出 量 ( l/h)

温 水 温 度 (℃)

ポ ン プ

電 源 (V)

モ ー タ (kw)

ボ イ ラ ー

型 式
吐 出 圧 力 (Mpa)

ZW－１２００T
３～８Ｍpa

１２００Ｌ／Ｈ（無負荷時）

常温～８０

３連セラミックプランジャーポンプ

三相 ２００V ４P

２．２（３PS）

畜圧型密閉多管式貯湯ステンレス（給湯蛇口付）

白 灯 油 (JIS-1号灯油）

約５.０

２２

漏電遮断器・モーター過負荷保護装置

自己保持回路・減圧弁・安全弁

電子制御ICリレー・過熱防止器

炎感知装置・温度調節器・空焚防止装置

６０５ × ６５６ × １０３０

１１５

3/8"×１０m洗浄ホース

電 源 (V)

モ ー タ (kw)

ボ イ ラ ー

使 用 燃 料

ポ ン プ

型 式
吐 出 圧 力 (Mpa)

吐 出 量 ( l/h)

温 水 温 度 (℃)

燃料消費量 ( l/h)

燃料タンク ( l)

安全装置

本体寸法 W×L×H (mm)

本体重量 (kg)

ZW-1800T
￥986,000
税込価格￥1,084,600

ZW-1450T
￥660,000
税込価格￥726,000

ZW-1200T
￥442,000
税込価格￥486,200

JW-01
￥588,000
税込価格￥646,800

水 水

上部解放の為､

圧がかからない

開放型ボイラー 多管式密閉型ボイラー

給水口
給水口

蛇口

蛇口

密閉の為､圧がかかる
密閉の為､熱効率が良い

多管式の為､
熱効率が良い

サンワッシャーこだわりの安全装置!!
　　漏電遮断器標準搭載！
　　過熱防止器標準搭載！
　　炎感知装置標準搭載！
　　その他安全装置搭載で安心

ZW－１０００T
３～９Ｍpa

１０００Ｌ／Ｈ（無負荷時）
常温～８０

３連セラミックプランジャーポンプ
三相 ２００V ４P
２．２（３PS）

畜圧型密閉多管式貯湯ステンレスボイラー
白 灯 油　(JIS-1号灯油）

約５.０
２２

漏電遮断器・モーター過負荷保護装置
自己保持回路・減圧弁・安全弁
電子制御ICリレー・過熱防止器

炎感知装置・温度調節器・空焚防止装置
６０５ × ６５６ × １０３０

１１５
3/8"×１０m

安全装置

本体寸法 W×L×H (mm)
本体重量　　　(kg)
洗浄ホース

電　　　　源　　(V)
モ　ー　タ　　　(kw)
ボ イ ラ ー
使 用 燃 料
燃料消費量　　(l/h)
燃料タンク　　　(l)

ポ　ン　プ

型 式
吐 出 圧 力　　(Mpa)
吐　出　量　　 (l/h)
温 水 温 度　　(℃)

Z
W
-1
8
0
0
T

Z
W
-1
4
5
0
T

Z
W
-1
2
0
0
T

Z
W
-1
0
0
0
T

5m

4m

3m

2.5m

納入設置費・既存機器撤去・運搬費・電気工事費は別途必要となります。

ZW-1000T
￥373,000
税込価格￥410,300

ステンレス多管式密閉型ボイラー搭載!!
熱効率が非常によく､連続使用でも温度が落ちない!!
熱効率が良い為､燃費が良く環境にも貢献!!

株式会社洲本整備機製作所

売れてます！ 普及型
サンワッシャー

純水生成装置
水道に接続するだけで純水を生成

● 水道水圧で運転可能！！
● 洗車後に純水をかけることにより、
　  面倒な吹き上げ作業が不要！！
● 洗車後の拭き上げ作業の軽減！！
　※振り上げ作業は必要です。
● 約２ｔｏｎの純水生成が可能！！

● 生成濃度をデジタル表記し、生成タンクの

　　　　　　　　　　　交換時期を分かり易く表示！！

　　　　　　　　　　　　　

濃度が薄まると後扉を開けて生成タンクの交換が

必要となります。交換したタンクは再利用の為、

弊社まで発送頂きますと再生し再度予備タンクとして利用可能。

型式　ＪＷー０１
機体寸法 (mm)　(W)540×(L)500×(H)1150
重量　６０㎏
付属品　予備タンク１基・水道ホース20m( 吐出側 )・
洗浄ガン・取扱説明書
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大型車両の洗車は次の世代へと進化！
より速く、そしてキレイに！

これもお勧め！ 電源：単相100V
マット最大幅：600mm
マット最大厚：13mmCMS-1

マットワッシャー　サンライン

税込価格￥349,800
￥318,000

面倒なマット洗いに力を発揮！
オールステンレスの為､
美しいフォルムを保ちます

10



注：2トンショートトラック・軽トラックなどフレーム構造の車のリフトアップにはフレームアタッチメントが必要です。

OSP28OP

NSP37

2柱リフト

門型リフト
（4200仕様）

アーチリフト

OSA37H

NSA37H

SPA40OP

SPA40ＷOP

FF30Ｎ-N

WFF30N-N

２ポール  リフト  シリーズ

（三段アーム）

（三段アーム）

（三段アーム）

●シリーズ最高の4.0t仕様
●シリンダー&ワイヤー同調
●本体重量最軽量（当社比）
●床での段差なし
●4tまでの車輌のリフトアップを対象とされるお客様への推奨機種

●車が進入する床面をフラットにできる門型タイプ
●気になる上部ビームもルーフセンサー付きで安心
●天井高さに合わせて全高2タイプを用意
●チェーンこよる同調方式
●洗車仕様有り（仕様諸元参照）（W-）
●床での段差なし
●ワンボックスのハイルーフ車を対象とされるお客様への推奨機種
（NSA37H）

●車が進入する床面をフラットにできる門型タイプ
●完全車両オフセットと、可変ポストビームにより最も狭い場所へ
の設置が可能（当社比）

●シリンダー同調方式
●洗車仕様有り（仕様諸元参照）（W-）
●最も壁に近づけた設置ができるため、工場のスペースを有効活
用したいとお考えのお客様への推奨機種

●天井が低い場所でも設置可能
●車高が違う車両でも作業高さ1800mmを確保
●全機種ともベース埋め込み仕様（-F）に変更する事で、床面のフ
ラット化も可能

●チェーンによる同調方式
●天井が低〈門型が設置できないお客様、又はキャンピングカーな
ど車高の高い草の整備を対象とされるお客様への推奨機種
（NSP37）

OSP28 O P
特徴1

軽自動車等ホイールベースが短い車輛・ワイドトレッド
な車輛のセッティングが楽々！

3段ロングアーム仕様

特徴2

3段アーム標準アーム

3段アームは従来の2
段アームと比べて収
納を短く、伸ばした寸
法を長くする事ができ
ましたので、幅広い車
輌寸法に対応が可能
です。 アームの伸縮は、操作性を考

え先端のアームから伸び、格
納の際も先端のアームから格
納されます。

日本　　品質

※価格等につきましては、巻末の弊社各営業所迄お申し付けくださいます様御願い申し上げます。

能力

4t

能力

3t

能力

3.7t

能力

2.8~
3.7t

最短675㎜

最長1375㎜

能力

2.8t

FF30N-N
WFF30N-N

品　名
3t アーチリフト

3t 洗車用アーチリフト

　
￥1,378,000（税別）

￥1,456,000（税別）

※工事費別途

SPA40OP
SPA40WOP

品　名
4t スラットリフト（オフセットタイプ）

4t スラットリフト（ワイドタイプ）

　
￥1,057,000（税別）

￥1,057,000（税別）

※工事費別途

OSA37H
NSA37H

品　名
3.7t 門型リフト（オフセットタイプ）

3.7t 門型リフト（ワイドタイプ）

　
￥1,375,000（税別）

￥1,375,000（税別）

※工事費別途

OSP28OP
NSP37

品　名
2.8t ２柱リフト（オフセットタイプ）

2.8t ２柱リフト（ワイドタイプ）
￥1,175,000（税別）

￥1,298,000（税別）

￥1,175,000（税別）

※工事費別途

2,
89

3～
4,

08
9

3,
91

3

3,086

3,183～3,671

3,239～3,727

4,
15

5

価格は是非
ご相談下さい

簡単にセッティング可能なイージーアタッチメント機能をト
ラック用アタッチメントに採用しました。幅広い調整範囲を
ワンタッチで調整できます。
※標準（調整ねじ式）に対して最低高が15mmUPします。

LAAS : 04541540
LBAS : 04541560
HAAS : 04541500
HBAS : 04541520

■オプション　トラック用イージーアタッチメント
　　（洗車での使用は不可）

税込￥1,512,500

税込￥1,512,500

税込￥1,162,700

税込￥1,162,700

税込￥1,515,800

税込￥1,601,600

税込￥1,292,500

税込￥1,292,500

税込￥1,427,800

価　格

価　格

価　格

価　格

安心安全な
スギヤスの
純正オプション

リフト購入の際は是非ご一緒に
ご検討下さい

指定色承ります
ご相談下さい
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注：2トンショートトラック・軽トラックなどフレーム構造の車のリフトアップにはフレームアタッチメントが必要です。

OSP28OP

NSP37

2柱リフト

門型リフト
（4200仕様）

アーチリフト

OSA37H

NSA37H

SPA40OP

SPA40ＷOP

FF30Ｎ-N

WFF30N-N

２ポール  リフト  シリーズ

（三段アーム）

（三段アーム）

（三段アーム）

●シリーズ最高の4.0t仕様
●シリンダー&ワイヤー同調
●本体重量最軽量（当社比）
●床での段差なし
●4tまでの車輌のリフトアップを対象とされるお客様への推奨機種

●車が進入する床面をフラットにできる門型タイプ
●気になる上部ビームもルーフセンサー付きで安心
●天井高さに合わせて全高2タイプを用意
●チェーンこよる同調方式
●洗車仕様有り（仕様諸元参照）（W-）
●床での段差なし
●ワンボックスのハイルーフ車を対象とされるお客様への推奨機種
（NSA37H）

●車が進入する床面をフラットにできる門型タイプ
●完全車両オフセットと、可変ポストビームにより最も狭い場所へ
の設置が可能（当社比）

●シリンダー同調方式
●洗車仕様有り（仕様諸元参照）（W-）
●最も壁に近づけた設置ができるため、工場のスペースを有効活
用したいとお考えのお客様への推奨機種

●天井が低い場所でも設置可能
●車高が違う車両でも作業高さ1800mmを確保
●全機種ともベース埋め込み仕様（-F）に変更する事で、床面のフ
ラット化も可能

●チェーンによる同調方式
●天井が低〈門型が設置できないお客様、又はキャンピングカーな
ど車高の高い草の整備を対象とされるお客様への推奨機種
（NSP37）

OSP28 O P
特徴1

軽自動車等ホイールベースが短い車輛・ワイドトレッド
な車輛のセッティングが楽々！

3段ロングアーム仕様

特徴2

3段アーム標準アーム

3段アームは従来の2
段アームと比べて収
納を短く、伸ばした寸
法を長くする事ができ
ましたので、幅広い車
輌寸法に対応が可能
です。 アームの伸縮は、操作性を考

え先端のアームから伸び、格
納の際も先端のアームから格
納されます。

日本　　品質

※価格等につきましては、巻末の弊社各営業所迄お申し付けくださいます様御願い申し上げます。

能力

4t

能力

3t

能力

3.7t

能力

2.8~
3.7t

最短675㎜

最長1375㎜

能力

2.8t

FF30N-N
WFF30N-N

品　名
3t アーチリフト

3t 洗車用アーチリフト

　
￥1,378,000（税別）

￥1,456,000（税別）

※工事費別途

SPA40OP
SPA40WOP

品　名
4t スラットリフト（オフセットタイプ）

4t スラットリフト（ワイドタイプ）

　
￥1,057,000（税別）

￥1,057,000（税別）

※工事費別途

OSA37H
NSA37H

品　名
3.7t 門型リフト（オフセットタイプ）

3.7t 門型リフト（ワイドタイプ）

　
￥1,375,000（税別）

￥1,375,000（税別）

※工事費別途

OSP28OP
NSP37

品　名
2.8t ２柱リフト（オフセットタイプ）

2.8t ２柱リフト（ワイドタイプ）
￥1,175,000（税別）

￥1,298,000（税別）

￥1,175,000（税別）

※工事費別途

2,
89

3～
4,

08
9

3,
91

3

3,086

3,183～3,671

3,239～3,727

4,
15

5

価格は是非
ご相談下さい

簡単にセッティング可能なイージーアタッチメント機能をト
ラック用アタッチメントに採用しました。幅広い調整範囲を
ワンタッチで調整できます。
※標準（調整ねじ式）に対して最低高が15mmUPします。

LAAS : 04541540
LBAS : 04541560
HAAS : 04541500
HBAS : 04541520

■オプション　トラック用イージーアタッチメント
　　（洗車での使用は不可）

税込￥1,512,500

税込￥1,512,500

税込￥1,162,700

税込￥1,162,700

税込￥1,515,800

税込￥1,601,600

税込￥1,292,500

税込￥1,292,500

税込￥1,427,800

価　格

価　格

価　格

価　格

安心安全な
スギヤスの
純正オプション

リフト購入の際は是非ご一緒に
ご検討下さい

指定色承ります
ご相談下さい

注：2トンショートトラック・軽トラックなどフレーム構造の車のリフトアップにはフレームアタッチメントが必要です。

ESC32UF

ステイタスリフト

ファンタスリフト
ファンタスリフトⅡ

洗車ファンタスリフト
WBSC32KV

パンタ式リフト シリーズ

※価格等につきましては、巻末の弊社各営業所迄お申し付けくださいます様御願い申し上げます。

●RV車・ワゴン車に対応できるスイングアームと、サイドシルでのリ
フトアップ時に有効なスライドプレートを搭載した２ウェイタイプ
です。

●プレート受台のスライド範囲、スイングアーム旋回有効寸法とも
にシリーズ最大最長を実現。幅広い車種に対応できるコストパ
フォーマンスに慣れたリフトです。

●旧型トータス（SC、NSC）のピットを利用できます。
　※アーム部分の拡張工事が必要です。

●溶融亜鉛メッキを施した水洗い可能な洗車仕様（洗車ファンタ
ス）リフト表面に溶融亜鉛めっきを施し錆や腐食からリフトを守り
ます。（ユニットケースはめっき処理なし、塗装色黒）

●洗車するストールは長く安全にリフトをご使用頂く為に、ぜひ洗
車対応モデルをお選び下さい。

●RV車・ワゴン車に対応できるスイングアームと、サイドシルでのリ
フトアップ時に有効なスライドプレートを搭載した２ウェイタイプ
です。

●フラット機構によりリフト収納時、リフト昇降時の床面がフラット
になり足元スッキリ安全です。

●使用回数や使用時間、次回の点検日などが確認できるメッセージ
ウインドウが標準装備されています。

能力

3.2t

能力

3.2t

能力

3.2t

BSC32KUV
BSC32KUVL（ファンタスⅡ）

2t ショートトラック迄 OK

2t ショートトラック迄 OK

価格は是非
ご相談下さい

アヴェンタスシリーズ
電気自動車時代を見据えてアヴェンタスワイド3.5ton登場!!

幅2800×前後3090
×深さ580

深さ580

幅2
80
0

前後3090

■特長
工場スペースを有効利用
最下限時には床面に完全に格納されます。アタッチメント
を装着した状態で床面と段差になることなく、フラット化
を実現します。

広い作業視野
車両下部の開放面積が大きく、広い作業視野を実現します。
3段スライド式アームを標準装備し適応範囲を大きくした
事で、アンダーカバー付きの車両の整備や次世代EV車の様
なバッテリーを車両の下方向に作業や重整備に威力を発揮
します。

ラクラクセッティング
ワンタッチ操作が可能なイージーアタッチメントを標準装
備。セッティング時の安全性の向上とスピードアップを実
現しました。

階層工場への設置が可能
設置に際して、ピットを深く掘り込む必要が無く、階層工
場や湧き水が心配な沿岸部のお客様にも安心してご使用い
ただけます。

■ESC32UF 　ステイタスリフト　

■BSC32KUV 　ファンタスリフト　　
■BSC32KUVL　ファンタスアームフラット　

■WBSC32KV 　ファンタス洗車対応　

作業スペースが広々ととれる
リフト内寸法：ワイド2090mm
           標準1940mm

ワイド・標準
580mm

ワイド・標準
3090mm

ワイド2910mm
標準2800mm

内寸法
ワイド2090mm
標準2800mm

ASC35WUワイドユニット内蔵
ASC35W  ワイドユニット別置
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安全装置

安全弁によるエアー式の２重装置

使い易さ
乗り上げ易い低床フラットリフト４組
の伸縮アームでもリフトアップ可能

￥977,000
税込価格¥1,074,700

EU16TAP
ユーロスタータイヤリフター

トータスリフト

トータスGリフト

BSC32KU

SCL25A

●既に2ポールリフトなどをお持ちで、もう一度追加導入をご検討の
際、『早くてラクに』をお望みのお客様にお勧めのリフトです。

●旧型トータス（SC、NSC）ピットをそのまま利用できます。旧型機構
の型式によってはピットの修正が必要になりますので別途ご相談
ください。

●リフト収納時の高きが当社最薄の105mm。ピット工事ができない
お客様や階層工場にお勧めです。

●左右の同調は特許技術のシンクロシリンダー方式により信頼性の
高い油圧同調を実現しました。

●ピット埋め込みタイプ（SCL25AP）もご用意しております。

●リフトの最低地上高200mm。
●低床式4軸トラックを前・後方からリフトアップさせる事が
可能。

●ジャッキポイントの高いダンプも対応可能。
■LFJ100 　移動リフト 　 

能力

2.5t

能力

2.5t

能力

10t

能力

3.2t

移動リフト
ToDo10

●効率的で安全なタイヤ交換作業を提案します。
●[効率向上]　大型ミニバンも対応可能
●[安全向上]　交換時のかがみ作業を大幅削減

型 式
能 力
最 低 位
最 高 位
駆 動 方 式
使 用 空 気 圧 力
ユニバーサルアーム
本 体 重 量

仕　　様
EU16TAP
2,500kg
115mm
615mm

ベローズ式（エアバック方式）
0.7MPa（7kgf/cm2）

標準装着
390kg

■NTL25  　設置式　　　
■NTL25I　移動式仕様　

地上最低高95mm

■BSC32KU トータスリフト　 

■SCL25A 床上トータス 　 

納入設置費、既存機器撤去、運搬費、電気工事費は別途必要です。 仕様及び外観は予告なく変更することがあります。

￥1,844,000（税別）
税込￥2,028,400

￥1,229,000（税別） 税込￥1,351,900

￥1,352,000（税別） 税込￥1,487,200
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MICROPROCESSOR WHEEL BALANCING MACHINE
ユーロスター ホイールチェンジャー シリーズ ユーロスタータイヤチェンジャー

スイングポールモデル 24インチ
対 応

EU480

EU480
￥1,638,000
税込価格¥1,801,800

ユーロスターハイエンドモデル
メインポールスイングタイプ

型 式

対 応 リ ム 径

対 応 リ ム 幅
モーター（2スピード）
使 用 空 気 圧 力
本 体 寸 法
本 体 重 量

　　EU480TOP   　　　　　EU480/EU480SX
アウトサイド10"～24"
インサイド13"～27"

14"
0.8～1.1kw（3相200V 50/60Hz）

0.8～1.0MPa
W1450×D1170×H2150mm　　　W2010×D1170×H2150mm

　410kg　　　　　　　　　　350kg　

仕　　様

レバーレス
EU480TOP
レバーレス / 左スイング
右ヘルパーアームモデル

メインポールが左または右にエア駆動で
スイングするユーロスターの
ハイエンドモデル。

●メインポールが左または右にエア駆動
　でスイングする高剛性・省スペース構造
●設置場所や作業者の個性に合わせ
　ヘルパーアームが左右から選べる
●扁平タイヤやランフラットも難なく
　こなす左右別設計のサポートアーム
●レバー操作でクランプサイズが変更で
　きるセルフセンタリングクランプ搭載
●インフレーター内蔵
●２スピードターンテーブル

標準付属品 オプション

タイヤレバー

EU-TL

MCカートアタッチメント

EU-MCA

EU480SX
左スイング
右ヘルパーアームモデル

EU480
右スイング
左ヘルパーアームモデル

●レバーレスマウンティング
ヘッド

●扁平タイヤも素早く脱着可
能なレバーレス専用右ヘル
パー

EU480 TOP
　レバーレスモデル
￥2,125,000
税込価格¥2,337,500

EU480SX
￥1,637,000
税込価格¥1,800,700

左SWING

左SWING 右SWING

エアーでスイングする
メインポール

14
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MICROPROCESSOR WHEEL BALANCING MACHINE
ユーロスター ホイールチェンジャー シリーズ

EU39 22インチホイール対応
超偏平タイヤ・ランフラットタイヤ対応

型 式
適 用 リ ム 径
最 大 リ ム 幅
モ ー タ ー
ビードブレーカー圧力
使 用 空 気 圧 力
本 体 寸 法
本 体 重 量

EU39NA
内固定12"～24"、外固定10"～22"

14.5"
0.8～1.1kw（3相200V 50/60Hz）

2600kg
0.8～1.2MPa

W.930×D.1,030×H.1,770mm
270kg

仕　　様

EU39NA
エアインフレーター付

EU39NATOPレバーレスモデル

EU39NAPH
ビードローラー左サポートシステム付
EU39NAPHBP
ビードローラー左サポートシステム
＋BP（ビードプッシングローラー）付

機種構成

●最大リム径22インチホイール
●最大リム幅14.5インチ
●エアーインフレーター装備
●ターンテーブルは2スピード

プロフェッショナルモデル

EU39NAPHBP
￥1,501,000
税込価格¥1,651,100

EU35

型 式
適 用 リ ム 径
最 大 リ ム 幅
モ ー タ ー
ビードブレーカー圧力
使 用 空 気 圧 力
本 体 寸 法
本 体 重 量

EU35A
内固定12"～22"、外固定10"～20"

12"
0.75kw（3相200V 50/60Hz）

2550kg
0.8～1.2MPa

W.930×D.1,030×H.1,770mm
205kg

仕　　様

デラックスモデル
20インチホイール対応

EU35Aｲﾝﾌﾚｰﾀｰ付
￥747,000
税込価格¥821,700

強力・堅牢で作業性アップ！

型 式
ホイールサイズ
最 大 タ イ ヤ 径
最 大 タ イ ヤ 幅
油圧ポンプモーター
回 転 モ ー タ ー
寸 　 法（ 最 大 ）
本 体 重 量

EU54A
14"～26"
1,600mm
780mm
1.1kw
1.5kw

W.2,110×D.1,850×H.1,050mm
515kg

仕　　様

※仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。

●ホイールサイズ14"～26"対応で、
　トラック・バス・トラクターに最適
●正転、逆転モーターを装備

標準付属品

ビードヘルパータイヤレバー

EU-TL

ビードプッシングレバー

EU-BL

オプション付属品

リムクランプ

EU-BC

ビードリフティングレバー

EUBGL

アルミ用チャック
プロテクター

EU-JAR-2

大型用ゲージ付
ハンドインフレーター

EU-MAG

EU-RP

EU54用チューブレス
タイヤ用ローラー

EU-TR1

ビードヘルパー
（アルミ用）

EU-PAR

EU54A
￥2,420,000
税込価格￥2,662,000

EU54A

納入設置費、既存機器撤去、運搬費、電気工事費は別途必要です。 仕様及び外観は予告なく変更することがあります。

20インチ
対 応

EU37

型 式
適 用 リ ム 径
最 大 リ ム 幅
モ ー タ ー
ビードブレーカー圧力
使 用 空 気 圧 力
本 体 寸 法
本 体 重 量

EU37A
内固定12"～22"、外固定10"～20"

13"
0.8～1.1kw（3相200V 50/60Hz）

2550kg
0.8～1.2MPa

W.930×D.1,030×H.1,770mm
255kg

仕　　様

超偏平タイヤ・ランフラットタイヤ対応
2スピードモーターで効率作業

EU37APHBP
￥1,178,000
税込価格¥1,295,800

EU25 省スペースモデル
スタンダードタイプ

型 式
適 用 リ ム 径
最 大 リ ム 幅
モ ー タ ー
ビードブレーカー圧力
使 用 空 気 圧 力
本 体 寸 法
本 体 重 量

EU25
内固定12"～20"、外固定10"～18"

12"
0.75kw（3相200V 50/60Hz）

2550kg
0.8～1.2MPa

W.790×D.945×H.1,720mm
190kg

仕　　様

EU25
￥511,000
税込価格¥562,100

EU42・39・38・37・35・25 共通付属品

標準付属品標準付属品
タイヤレバー

EU-TL

チャッキングプロテクター
（EU25・35・37のみ）

（EU39・42はEU-PPIを使用）
EU-RCP

4"アップアタッチメント

EU-UWA24

ＭＣ・カート専用アタッチメント

EU-MCA

オプション付属品

●アーム横振り方式
●狭いスペースに設置可能

●エアーインフレーター装備

●エアーインフレーター装備

■EU37A　エアーインフレーター付
■EU37APH
　ビートローラー左サポートシステム付
■EU37APHBP
　ビートローラー左サポートシステム付
　+ビートブラッシングローラー付
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納入設置費、既存機器撤去、運搬費、電気工事費は別途必要です。 仕様及び外観は予告なく変更することがあります。

MICROPROCESSOR WHEEL BALANCING MACHINE
ユーロスター ホイールバランサー シリーズ

ホイールバランサー

EU620 EU660

型 式
対 象 車 種
ホ イ ー ルリム 径
ホ イ ー ルリム 幅
最 大 タ イ ヤ 径
測 定 回 転 数
表 示
最 小 測 定
停 止 機 能
サ イ ズ m m
重 量
電 源

EU620
軽・乗用車・中型トラック・二輪

10''～28''
1.5''～20.0''

1,118mm（ガード無し）
98RPM　

2面同時デジタル
1ｇ

ハンドブレーキ
W.1006×D.474×H.947

70Ｋｇ
単相100Ｖ　（50/60Hz）

仕　　様

※仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。

詳細、価格等は担当営業へお問合せください。ご満足頂ける価格でお見積致します。

EU660
￥691,000
税込価格￥760,100

EU620
￥599,000
税込価格￥658,900

●高精度で多彩な測定が可能
●キャリブレーション機能搭載
●アルミ用隠しウェイトモード
●超低回転で安全なバランス取りが出来る
●省スペースなハンドブレーキモデル

EU670

EU670PL
￥1,051,000
税込価格￥1,156,100

パワーホイールロック付

ユニバーサルアダプター

EUW40-FRU

スピンドルスタッド・ヘックスレンチ

62-215A 
HUB D40

標準付属品（EU670・660・62）

クイックロックナット

EUW40-GA

EUW40-CPD

ヘックスレンチ

ウェイトプライヤー

A-250

ラバーキャップ・クランプフット

EUW-PCP EUW40-CBP

キャリパー

EUW-CAL-2

テーパーコーンセット
EUW40

オプションアダプター

VLディスク・オプションコーン

EUW-G40

EUW-XBIKE

アンカーボルト

CPI

CMC

CGR

C137

EUW40-VL

MCアダプター
14mmシャフト付き

型 式
対 象 車 種
ホ イ ー ルリム 径
ホ イ ー ルリム 幅
最 大 タ イ ヤ 径
最 大 タ イ ヤ 幅
タイヤ・ホイール重量
測 定 時 間
測 定 回 転 数
表 示

ウ エ イ ト 量

停 止 機 能
電 源

入力方法

サ イ ズ m m
重 量

　　EU670PL　　　　EU670PLTS　
軽・乗用車・中型トラック・二輪

1.1"～28.0"
1.5"～20.0"

1,117mm（ガード付き）
600mm（ガード付き）

75Kg
7秒

90/130RPM
2面同時デジタル

ノーマルモード　最少5g・5gステップ
ファインモード　1g毎表示

自動停止
単相100V　(50Hz/60Hz 100V)

自動入力
自動入力

　　手動入力　　　　ウルトラソニックセンサー自動入力
W.1280×D.1130（1100）×H.1680（1400）

　　　90Kg　　　　　　105Kg　　　

仕　　様

※仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。　※本機はSS適合機種ではありません。

ディスタンス
リ ム 径
リ ム 幅

●6種類の豊富な測定モード
●自己診断・自動校正機能
●アルミ裏取りウエイト位置

指定機能付き
●ビデンウエイト（隠しウエ

イト）によりスポーク
●ワンタッチ電磁ブレーキで

ウエイト打ち込み
●超低速回転で安全性向上

（90rpm）

●6種類の測定モード
●自己診断・自動校正機能
●アルミ用隠しウェイトの位置指定機能
●ワンタッチ電磁ブレーキ
●超低速回転で安全（90rpm）

型 式
対 象 車 種
ホ イ ー ルリム 径
ホ イ ー ルリム 幅
最 大 タ イ ヤ 径
最 大 タ イ ヤ 幅
タイヤ・ホイール重量
測 定 時 間
測 定 回 転 数
表 示

ウ エ イ ト 量

停 止 機 能
電 源

入 力 方 法

モ ー ド
サ イ ズ m m
重 量

　　EU660　　EU660SWC  　  EU660TE 　     
軽・乗用車・中型トラック・二輪

1.1''～28.0''
1.5''～20.0''

1,117mm（ガード付き）
500mm（ガード付き）

75Ｋｇ
7秒

90RPM
2面同時デジタル

ノーマルモード　最少5g・5gステップ
ファインモード　1ｇ毎表示

自動停止
単相100Ｖ　(50/60Hz 100Ｗ)

ディスタンス・・自動入力
リム径・・・・・・自動入力

　　　　　リム幅・・・・・・手動入力　　　　　リム幅・・・・・自動入力
DYN/ST/ALU/DM/OPT/Fn

　W.1200×D.610×H.1060　 　W.1280×D.1130（1100）×H.1680（1400）　　
　71Ｋｇ　　　　　　90Ｋｇ（ホイールカバー付）

仕　　様

※仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。　※本機はSS適合機種ではありません。

上位機に迫る機能を搭載 毎日のパートナーに
最高のミッドレンジモデル

ワンタッチ電磁ブレーキ付スリムなサイズ
＆

ハンドブレーキ

ガソリンスタンド
設置OK

10G

WA-12W

TR413　TR414　  TR415
(100ヶ入)(100ヶ入) (10ヶ入)

品番 商品名 L φ 入数
TR413 スナップイン・チュープレスバルブ 42.5㎜ 15㎜ 100
TR414 スナップイン・チュープレスバルブ 48.5㎜ 15㎜ 100
TR415 スナップイン・チュープレスバルブ 42.5㎜ 19㎜ 10
※シーリングパッキン入りキャップ

バ ラ ン ス ウ エ イ ト 種 類 一 覧
貼付けウエイト

F- ● Gシリーズ アルミ用貼付10～50g50～14ヶ入
切断不要バラタイプ

WA-12シリーズ
(黒色設定あり）

アルミ板ウエイト5g10g各 4 ｺ 50枚入
貼付け5g10g連結

WA-13●シリーズ アルミ板ウエイト10g×各10 ｺ 10枚入
貼付け10g連結

WA-14●シリーズ アルミ板ウエイト20g×各5 ｺ 10枚入
貼付け20g連結

WA-17A ロールウェイト5Kg×3ロール
貼付け ･10g連結

打込みウエイト

CT-S ●シリーズ アルミ用クリップ10～50g30～13ヶ入
1Pアルミ用打込み

CT-2P●シリーズ アルミ用クリップ10～45g30～14ヶ入
2･3Pアルミ用打込み

W- ● Gシリーズ 純正アルミ用クリップ10～50g10ヶ入
打込み

●Gシリーズ スチール用クリップ10～50g10ヶ入
打込み

※<●>はグラム数が入ります。

MICROPROCESSOR WHEEL BALANCING MACHINE
ユーロスター ホイールチェンジャー シリーズ

EU39 22インチホイール対応
超偏平タイヤ・ランフラットタイヤ対応

型 式
適 用 リ ム 径
最 大 リ ム 幅
モ ー タ ー
ビードブレーカー圧力
使 用 空 気 圧 力
本 体 寸 法
本 体 重 量

EU39NA
内固定12"～24"、外固定10"～22"

14.5"
0.8～1.1kw（3相200V 50/60Hz）

2600kg
0.8～1.2MPa

W.930×D.1,030×H.1,770mm
270kg

仕　　様

EU39NA
エアインフレーター付

EU39NATOPレバーレスモデル

EU39NAPH
ビードローラー左サポートシステム付
EU39NAPHBP
ビードローラー左サポートシステム
＋BP（ビードプッシングローラー）付

機種構成

●最大リム径22インチホイール
●最大リム幅14.5インチ
●エアーインフレーター装備
●ターンテーブルは2スピード

プロフェッショナルモデル

EU39NAPHBP
￥1,501,000
税込価格¥1,651,100

EU35

型 式
適 用 リ ム 径
最 大 リ ム 幅
モ ー タ ー
ビードブレーカー圧力
使 用 空 気 圧 力
本 体 寸 法
本 体 重 量

EU35A
内固定12"～22"、外固定10"～20"

12"
0.75kw（3相200V 50/60Hz）

2550kg
0.8～1.2MPa

W.930×D.1,030×H.1,770mm
205kg

仕　　様

デラックスモデル
20インチホイール対応

EU35Aｲﾝﾌﾚｰﾀｰ付
￥747,000
税込価格¥821,700

強力・堅牢で作業性アップ！

型 式
ホイールサイズ
最 大 タ イ ヤ 径
最 大 タ イ ヤ 幅
油圧ポンプモーター
回 転 モ ー タ ー
寸 　 法（ 最 大 ）
本 体 重 量

EU54A
14"～26"
1,600mm
780mm
1.1kw
1.5kw

W.2,110×D.1,850×H.1,050mm
515kg

仕　　様

※仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。

●ホイールサイズ14"～26"対応で、
　トラック・バス・トラクターに最適
●正転、逆転モーターを装備

標準付属品

ビードヘルパータイヤレバー

EU-TL

ビードプッシングレバー

EU-BL

オプション付属品

リムクランプ

EU-BC

ビードリフティングレバー

EUBGL

アルミ用チャック
プロテクター

EU-JAR-2

大型用ゲージ付
ハンドインフレーター

EU-MAG

EU-RP

EU54用チューブレス
タイヤ用ローラー

EU-TR1

ビードヘルパー
（アルミ用）

EU-PAR

EU54A
￥2,420,000
税込価格￥2,662,000

EU54A

納入設置費、既存機器撤去、運搬費、電気工事費は別途必要です。 仕様及び外観は予告なく変更することがあります。

20インチ
対 応

EU37

型 式
適 用 リ ム 径
最 大 リ ム 幅
モ ー タ ー
ビードブレーカー圧力
使 用 空 気 圧 力
本 体 寸 法
本 体 重 量

EU37A
内固定12"～22"、外固定10"～20"

13"
0.8～1.1kw（3相200V 50/60Hz）

2550kg
0.8～1.2MPa

W.930×D.1,030×H.1,770mm
255kg

仕　　様

超偏平タイヤ・ランフラットタイヤ対応
2スピードモーターで効率作業

EU37APHBP
￥1,178,000
税込価格¥1,295,800

EU25 省スペースモデル
スタンダードタイプ

型 式
適 用 リ ム 径
最 大 リ ム 幅
モ ー タ ー
ビードブレーカー圧力
使 用 空 気 圧 力
本 体 寸 法
本 体 重 量

EU25
内固定12"～20"、外固定10"～18"

12"
0.75kw（3相200V 50/60Hz）

2550kg
0.8～1.2MPa

W.790×D.945×H.1,720mm
190kg

仕　　様

EU25
￥511,000
税込価格¥562,100

EU42・39・38・37・35・25 共通付属品

標準付属品標準付属品
タイヤレバー

EU-TL

チャッキングプロテクター
（EU25・35・37のみ）

（EU39・42はEU-PPIを使用）
EU-RCP

4"アップアタッチメント

EU-UWA24

ＭＣ・カート専用アタッチメント

EU-MCA

オプション付属品

●アーム横振り方式
●狭いスペースに設置可能

●エアーインフレーター装備

●エアーインフレーター装備

■EU37A　エアーインフレーター付
■EU37APH
　ビートローラー左サポートシステム付
■EU37APHBP
　ビートローラー左サポートシステム付
　+ビートブラッシングローラー付

16

タイヤチェンジャー・ホイールバランサー



コストパフォーマンスを追求した
スタンダードモデル

作業効率の向上と
コストパフォーマンスモデル

CB-702R
￥287,000
税込価格￥315,700

DL-650R
￥287,000
税込価格￥315,700

CB-RA3
￥545,000
税込価格￥599,500

● 5種類の測定モード
● 自動校正機能搭載

　適用リム径：12～24インチ
　最大リム幅：12Jまで
　最大タイヤ径：650mm

● アーム横振り方式
● 狭いスペースでの使用が可能

納入設置費、既存機器撤去、運搬費、電気工事費は別途必要です。 仕様及び外観は予告なく変更することがあります。

必要な機能をきっちりおさえた人気No.1モデル!!

（写真：DL-522RAPH）

DL-522RAPH
インフレーターサポートアーム付
￥586,000
税込価格￥644,600

●20インチ対応
●扁平タイヤに対応するサポートアーム装備
　（DL-522RAPH）
●内臓インフレーター標準装備
　（DL-522RAシリーズ)

デーリック　DL522

デーリック　DL-650Ｒ

デーリック　CB-702Ｒ

デーリック　CB-ＲA3

デーリックシリーズトップモデル
● 5種類の測定モード
● 自動校正機能搭載
● 充実した自動入力機能
● レーザーマーキング付

※ガソリンスタンド非対応
※ホイールの形状等で御使用頂けない場合もございます

G-522C

適用リム径
11～20インチ

（※チャッキング爪組替式：13～23対応）

有効ホイールリム幅 4～13J
最大タイヤ組径 1,050mm
使用空気圧 0.8－1.0Mpa
本体寸法 mm 最大寸法 幅1,150×奥行1,000×高さ1,740
重量（ネット） 330kg

G-522C 
無段変速ターンテーブル仕様

￥854,000

※写真はイメージです。

充実した右ヘルパー搭載モデル
デーリック　G-522C

埋込式プロテクターだからいつも安心。
（※DL-104型・クランピングカバー不要!!）

クランプ部

■3 種のヘルパーとインフレーターを標準装備 ＆ 新型爪採用！

【適用リム径】
外固定 12 ～ 24 インチ
　　

【適用リム幅】
1.5～20 インチ

※ガソリンスタンド非対応
※ホイールの形状等で御使用頂けない場合もございます

DL-522R

適用リム径 11～20インチ
（※チャッキング爪組替式：13～22対応）

有効ホイールリム幅 4～10J
最大タイヤ組径 1,050mm
使用空気圧 0.8－1.2Mpa
本体寸法 mm 最大寸法 幅1,150×奥行1,000×高さ1,760
重量（ネット） 210kg

※ガソリンスタンド非対応
※標準：ビートブレーカーリバーシブル仕様＆二輪タイヤチャッキング可。
※オプション：ゴルフカート用マウントツールの設定もございます。問合せ下さい。

有効ホイールリム幅
最大タイヤ組径

四輪：8～16インチ　　  二輪：最大24インチ
3.5～7.5Ｊ

税込価格
￥939,400

CB-RA1
￥198,000
税込価格￥217,800
ガソリンスタンド対応

デーリック　CB-ＲA1

● 5種類の測定モード
● 校正機能搭載
● レーザーマーキング
● オートストップ

【適用リム径】
外固定10～24インチ
【適用リム幅】10J
電源：100ｖ50/60Hz
重量：38kg
サイズ：H84×W62×D65 ㎝

ハンドスピンモデル
モーターレス
軽量コンパクト
省スペースモデル

20インチ
対 応

20インチ
対 応
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ゲージボタル

進化を遂げた 4 つの機能

曲がりロングレバー 見やすい目盛板

ねじれ解消ホース 斬新なゴムカバー

02

04

乗用車向け
600kPaタイプ 中型・大型車向け

1200kPaタイプ

2

チャック
別売り

チャック
別売り

信頼の日本製

1台3役
測・充・減

多種多様
チャック

高精度
高品質

充実の
アフター
サービス

＋ ＋見やすさと  使いやすさが エクセレント
登録意匠

AGE-600本体のみ
￥21,200税込価格￥23,320

AGE-600-452（C-452付）
￥23,400税込価格￥25,740

AGE-600-F48（細口ソケットチャック）
￥26,500税込価格￥29,150

AGE-1200　本体のみ
￥21,500税込価格￥23,650

AGE-1200-870（C-870付）
￥24,100税込価格￥26,510

AGE-ISO（C-A28付）
￥25,200税込価格￥27,720

AGE-SHF（C-E76&77付）
￥53,700税込価格￥59,070

AGE-1200-F48（細口ソケットチャック）
￥26,800税込価格￥29,480

ゲージボタル６Kpa ゲージボタル12Kpa

ゲージボタルEX

￥83,000
税込価格¥91,300

小口径チャックを使用しておりますので、
バルブまわりが狭いホイールの場合でも
対応できます。

SP-110
仕様 
測定能力 (kPa)　30 ～ 600
タンク容量 ( リットル )　10
重量 (kg)　本体 5.2 ／ スタンド 1.65
特徴　タンク可搬式
※先端のチャックを交換することで2輪車タイヤ・
ダブルタイヤにも対応可能です。

◆大きく見やすい 80Φメーターは
　壊れにくい設置型。
　光る蓄光目盛（PAT）

◆レギュレーター内
蔵で元圧を 1MPa
未満に制御します。

エアースペーサー

K-3（3㎏）

￥3,600
税込価格¥3,960

M-60117 マルニ工業

￥3,840
税込価格¥4,224

K-1（1㎏）

￥1,200
税込価格¥1,320

ビードクリームビードクリーム

タイヤビード部に吹きかける事で滑りが良く
なり、ビード部を損傷から守ります
ビードワックスと併用する事で扁平タイヤ
の脱着もやりやすくなります
防錆材を配合しておりサビつきません

ビードルーブ4L

タイヤ交換に

ミシュランゲージ

TG-1991
測定圧力　12kpa
ホース長さ　150 ㎝

MICHELIN
世界の一流ブランドミシュランゲージ

普通車～大型車まで測定できるワイドレンジ

離れて使用できる
150 ㎝ロングホース

￥8,500
税込価格¥9,350
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エーミング機材選びに迷ったらこれ！ とにかくセッティングが早い

ELE-01 ELE-02  」トンメレエ「 リフレクタースタンド付属モデル

専用ワゴン

調整マウント + 三脚

目盛り付縦フレーム

目盛り付横フレーム

リフレクタースタンド

キャビネット

キャビネットには小型ターゲッ
トや水糸、水準器、テープなど
の必需品が収納できます。

計測器スペース

ベースパネル

専用ターゲット

トップガード

● 設置がシンプルで簡単、自
動車からの中心線、測定位置が
設定済の状態から約２分で
ターゲットの設置が完了しま
す。
● エーミングに必要なター
ゲットがワゴンに収納できま
す。
● 測定機材やミリ波レーダー
用リフレクタースタンドが収
納できるスペースがあります。
み

設置、調整が簡単！専用ワゴンにオールインワンで
収納、保管ができる ADAS 」トンメレエ「 トッキルーツ正較

測定状態 設置作業を
動画で紹介

ALL-IN-ONE エレメント

普通車用
エレメント 一体型専用ターゲット使用、ワゴン収納型、作業簡単エーミングセット 2 弊社で測定した

平均時間です。

計測器は付属していません

TOOLS  自動車中心線墨だしレーザー水準器セットCLM-02

CLM-02

 2 ポイント 緑色 クロスラインレーザー 
自動水平調整機能 
高輝度 ライン出射角 110°＆180° 地墨 
鉛直ポイント 2 線 2 点

本機の 2 ライン グリーン レーザー
墨だし器の特徴

×1
×1
×1
×1
×1
×1
×1
×1
×1
×1
×1
×1
×1
×1
×1
×1
×1
×1

① 収納ケース
② 150mm水準器
③ 7.5Mコンベックス
④ 養生テープ
⑤ マスキングテープ
⑥ 水糸100M
⑦ ターゲットプレート
⑧ 下げ振り
⑨ 2ラインレーザー
⑩ レーザーコントロールバー
⑪ レーザー固定プレート
⑫ レーザーターゲットミニ
⑬ レーザーターゲットボード
⑭ 透明フィルムゲージ
⑮ エンブレムセンター出し透明ゲージ  大
⑯ エンブレムセンター出し透明ゲージ  小
⑰ L型マグネット式立面用ホルダー
⑱ L型ホルダー⑰ 用垂直出しゲージ

セ

200

200

200

100220

1,000

⑱

⑰

コンベックスのメーカーが変わる場合が有ります。

普通車用

普通車用

￥210,000
税込価格¥231,000

￥36,000
税込価格¥39,600

￥250,000
税込価格¥275,000
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エーミング機材選びに迷ったらこれ！ とにかくセッティングが早い

ELE-01 ELE-02  」トンメレエ「 リフレクタースタンド付属モデル

専用ワゴン

調整マウント + 三脚

目盛り付縦フレーム

目盛り付横フレーム

リフレクタースタンド

キャビネット

キャビネットには小型ターゲッ
トや水糸、水準器、テープなど
の必需品が収納できます。

計測器スペース

ベースパネル

専用ターゲット

トップガード

● 設置がシンプルで簡単、自
動車からの中心線、測定位置が
設定済の状態から約２分で
ターゲットの設置が完了しま
す。
● エーミングに必要なター
ゲットがワゴンに収納できま
す。
● 測定機材やミリ波レーダー
用リフレクタースタンドが収
納できるスペースがあります。
み

設置、調整が簡単！専用ワゴンにオールインワンで
収納、保管ができる ADAS 」トンメレエ「 トッキルーツ正較

測定状態 設置作業を
動画で紹介

ALL-IN-ONE エレメント

普通車用
エレメント 一体型専用ターゲット使用、ワゴン収納型、作業簡単エーミングセット 2 弊社で測定した

平均時間です。

計測器は付属していません

TOOLS  自動車中心線墨だしレーザー水準器セットCLM-02

CLM-02

 2 ポイント 緑色 クロスラインレーザー 
自動水平調整機能 
高輝度 ライン出射角 110°＆180° 地墨 
鉛直ポイント 2 線 2 点

本機の 2 ライン グリーン レーザー
墨だし器の特徴

×1
×1
×1
×1
×1
×1
×1
×1
×1
×1
×1
×1
×1
×1
×1
×1
×1
×1

① 収納ケース
② 150mm水準器
③ 7.5Mコンベックス
④ 養生テープ
⑤ マスキングテープ
⑥ 水糸100M
⑦ ターゲットプレート
⑧ 下げ振り
⑨ 2ラインレーザー
⑩ レーザーコントロールバー
⑪ レーザー固定プレート
⑫ レーザーターゲットミニ
⑬ レーザーターゲットボード
⑭ 透明フィルムゲージ
⑮ エンブレムセンター出し透明ゲージ  大
⑯ エンブレムセンター出し透明ゲージ  小
⑰ L型マグネット式立面用ホルダー
⑱ L型ホルダー⑰ 用垂直出しゲージ

セ

200

200

200

100220

1,000

⑱

⑰

コンベックスのメーカーが変わる場合が有ります。

普通車用

普通車用

￥210,000
税込価格¥231,000

￥36,000
税込価格¥39,600

￥250,000
税込価格¥275,000

● 普通車用ターゲットセット（マグネットターゲット 16 枚セット）

トヨタ　一括認識　
120角 ×3

日野（一部トヨタ）　
順次認識　160角

トヨタ　順次認識　
180角

日産　　
360×240　右

日産　　
360×240　左

日産　　
直径 200  ２枚組

数字の単位はmmです。

ホンダ　
丸型

ダイハツ    
720幅　

スズキ　
210角　２枚組

マツダ　
FSC用

マツダ　
414×276　右

マツダ　
414×276　左

三菱　　
200角　２枚組

付属品AIM 01T,01TST

● 専用ケース入り

●単品ターゲットにつきましては、お問合せください。

■マグネットシートタイプ

※ランダムチャート（スバルアイサイト2・3、ダイハツスマートアシストⅠ・Ⅲ、スズキデュアルカメラブレーキサポート）のSSTはメーカー純正品にてご対応ください。

セット販売品
マグネットシート 厚み 0.6mm

マグネットシート 厚み 0.4mmMLS-05
MLS-06

TOOLS  エーミングターゲット ● フロントカメラエーミング用のターゲットです。● 本製品は屋内作業用です。
● 本製品は整備マニュアルに基づいて作業を行ってください。 マグネットシートタイプ

進化するセミパネル型マルチなエーミングセットAIMSTA
エイムスタ

普通車用

収納用ワゴン(単品)

2000m
m

パネルサイズ　
幅 1820mm× 高さ 460mm
パネル素材：スチール複合板

AIM 01
ターゲットスタンド

AIM 01T
MLS-06付属
マグネットターゲット

AIM 01TST
フルセット仕様

収納ワゴン＋MLS-060付属

収納ワゴン(単体）

AIM 1ST
（AIM 01にご使用出来ます。AIM 02にはご
　使用になれません。）

AIM 01TST セット状態

ボードセットアーム

縦フレーム＋三脚

目盛り付横フレーム

リフレクタースタンド

方眼印刷ボード

ツールセットケース

小物収納ボックス

マグネットターゲット

レーザー水準器

クリアーアクリル棚

透明フィルムゲージ

測定器

収納用ワゴン

Smart Wagon storage 
type that can be easily 
organized and moved

別売

別売

別売

別売

※1　大型車のエーミングを行う場合は 2000mm 横フレームと
　　  1800mm(900mm×2 本 ) 垂直フレームと大型車用ターゲットが必要です。

各箇所に正確な取り付けが出来る機能を搭載しています。　AIM01 AIM02 共通

スッキリ、
キレイに
収まります。

●エーミングターゲットは
　マグネットタイプを使用

5 弊社で測定した
平均時間です。

縦、横のフレームを
追加すれば、大型車
にも対応出来る進化
するエーミングスタ
ンドです。※1

特徴お持ちのターゲットを活用したい！
マグネットシートタイプ

￥170,000
税込価格¥187,000

￥200,000
税込価格¥220,000

￥280,000
税込価格¥308,000

￥50,000
税込価格¥55,000

￥70,000
税込価格¥77,000

￥75,000
税込価格¥82,500
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TMLS002,005 トヨタ車用 3 種類のターゲットのエーミングセット ( 他社メーカーターゲット別売り )     TMLS003,006   + トヨタ車ミリ波レーダー測定

車種によってはスタンドの高さが足りない場合が有ります。その場合は台に乗せて御使用下さい。また、ターゲットが大きいタイプはスタンドが倒れる可能性が有るのでご注意下さい。

蝶ネジ２本
で取付

アタッチメント付き専用ターゲット 
 (単品販売品） トヨタ

一括認識　120mm角×3

TMLST T120

マツダ
414mm×276mm　右左

TMLST M414

マツダ　FSC用
TMLST MFSC

トヨタ
順次認識　180mm角

TMLST T180
トヨタ（一部日野）

順次認識　160mm角

TMLST T160

日産
360mm×240mm　右左

TMLST N360

スズキ210mm角×2TMLST S210

三菱200mm角  ×2

TMLST M200

ホンダ 丸型
TMLST H

日産
直径200mm  ×2

TMLST N200
ダイハツ    

720mm幅　

TMLST D720

BOSCH レーザー距離計 

水平距離測定

垂直距離測定

ZAMO3

※垂直距離、水平
距離測定レーザ
ーに関しまして
は本商品 ZAMO3
専用取付設計の
為、他製品のレー
ザーは取付出来
ません。

専用オプション

SINGLE PILLAR TYPE １台でミリ波用リフレクター及びエーミングターゲットが使えるシングルスタンドモデル

セット内容
ターゲット用アタッチメント×1
トヨタ用ターゲット×3
垂直出し下げ振り×1 
順次位置合わせシート×1 
(250×1,250mm)
高さ1,400mmスタンド×1
レーザー距離計用ターゲット×1 

 エーミングターゲット
 トヨタ車用

セット内容
ミリ波用リフレクター×1
ターゲット用アタッチメント×1
トヨタ用ターゲット×3
垂直出し下げ振り×1 
順次位置合わせシート×1
 (250×1,250mm)
高さ1,400mmスタンド×1
レーザー距離計用ターゲット×1  

 ミリ波用リフレクター 
＋エーミングターゲット 
トヨタ車用

セット内容
 ターゲット用アタッチメント×1
トヨタ用ターゲット×3
垂直出し下げ振り×1 
順次位置合わせシート×1 
(250×1,250mm)
高さ1,400mmスタンド×1 

 エーミングターゲット
 トヨタ車用 セット内容

ミリ波用リフレクター×1
 ターゲット用アタッチメント×1
トヨタ用ターゲット×3
垂直出し下げ振り×1 
順次位置合わせシート×1
(250×1,250mm)
高さ1,400mmスタンド×1 

 ミリ波用リフレクター 
＋エーミングターゲット 
トヨタ車用

種
３

種
３

用
波
リ
ミ

用
波
リ
ミ

汎用リレクター材質
アクリル板 ( 片面ミラーシート )

ミラー部分H140×W120×D57 ㎜

材質 : 発砲塩ビシート
印刷 :UV インク
裏面にアタッチメント付

￥58,000
 　　  税込価格¥63,800

￥68,000
 　　  税込価格¥74,800

￥88,000
 　　  税込価格¥96,800

￥73,000
 　　  税込価格¥80,300 ￥93,000

 　　  税込価格¥102,300

￥63,000
 　　  税込価格¥69,300

￥5,000 税込価格¥5,500

￥5,000 税込価格¥5,500￥5,000 税込価格¥5,500 ￥11,000 税込価格¥12,100

￥11,000
税込価格¥12,100

￥7,000
税込価格¥7,700

￥9,000
税込価格¥9,900 ￥7,000 税込価格¥7,700

￥7,000 税込価格¥7,700￥7,000 税込価格¥7,700

￥7,000 税込価格¥7,700

￥9,800
税込価格¥10,780
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エイムスタ 
ワンタッチハンギング式
専用パネル

素材：2mmアルミ複合板

AIMtb-T36 (UD トラックス ) サイズ：1200mm×1200mm

AIMtb-T35
( いすゞ・タイプ 2)
サイズ：380mm×1700mm

AIMtb-T34  ( いすゞ・タイプ１) サイズ：2300mm×420mm（２分割）

AIMtb-T32  ( 日野タイプ 2)
サイズ：240mm×240mm

AIMtb-T33  ( 日野デュトロ ) サイズ：1820mm×300mm

AIMtb-T31  ( 日野タイプ１)
サイズ：180mm×180mm

パネルサイズ　幅 1820mm×高さ 460mm

方眼目印刷、スチール複合板
（マグネットターゲットが御使用いただけます。）

AIM-PHパネルサイズ　
幅 2400mm×高さ 1200mm
(1200×1200mm×2枚合わせ )

方眼目印刷、アルミ複合板
エイムスタ tb 専用

AIMtb-24

専用ターゲットは横フレームにサクッと
掛けるだけでセットが完了します。

トラック用

AIMSTA tb
エイムスタ ティービー

エイムスタ tb 専用
ワンタッチハンギング式
ターゲット

●単品ターゲットにつきましては、お問合せください。

AIMSTA tb
エイムスタティービー

トラック用 エーミングターゲットはハンギング式で簡単設置。

方眼印刷ボード付属
AIM 02B

ボード素材：アルミ複合板

お手持ちのターゲ
ットを貼ってご使
用できます。

最大高さ 2300mm

●横型大型ターゲット。

●縦型大型ターゲット。

B

フレーム収納状態
約

2000m
m

ターゲットは単品販売です。今後種類を増やしていく予定です。
現在、ご使用されているターゲットを貼る場合はボード付 AIM 02B( アル
ミ複合板 1810×910mm 付属 ) をご購入下さい。

●設置、調整が正確で簡単！
●測定場所の傾斜にも対応出来る
　設置角度調整マウント採用。
●エイムスタ tb は乗用車のエーミングにも対応。

徴特たれ優の 」bt タスムイエ「  」タスムイエ「 
エーミングターゲットスタンド

弊社で測定した
平均時間です。

AIMtb-T36 (UD トラックス )

別売りターゲット

サイズ：1200mm×1200mm

●大型のターゲットは
    分離式です。

※乗用車のエーミングをされる場合は AIM-PH ボードとマグネットエーミングターゲットが必要です。

AIM 02
ターゲットは別売りです

ターゲットによってはボード
からはみ出す場合が有ります。

W2400×H1200mm

(1200×1200mm2 枚合わせ )

￥170,000
 　　  税込価格¥187,000

￥200,000
 　　  税込価格¥220,000

￥30,000
 　　  税込価格¥33,000

￥5,000
 　　  税込価格¥5,500

￥50,000
 　　  税込価格¥55,000

￥40,000
 　　  税込価格¥44,000

￥5,000
 　　  税込価格¥5,500

￥25,000
 　　  税込価格¥27,500

￥20,000
 　　  税込価格¥22,000 ￥20,000

 　　  税込価格¥22,000

TMLS002,005 トヨタ車用 3 種類のターゲットのエーミングセット ( 他社メーカーターゲット別売り )     TMLS003,006   + トヨタ車ミリ波レーダー測定

車種によってはスタンドの高さが足りない場合が有ります。その場合は台に乗せて御使用下さい。また、ターゲットが大きいタイプはスタンドが倒れる可能性が有るのでご注意下さい。

蝶ネジ２本
で取付

アタッチメント付き専用ターゲット 
 (単品販売品） トヨタ

一括認識　120mm角×3

TMLST T120

マツダ
414mm×276mm　右左

TMLST M414

マツダ　FSC用
TMLST MFSC

トヨタ
順次認識　180mm角

TMLST T180
トヨタ（一部日野）

順次認識　160mm角

TMLST T160

日産
360mm×240mm　右左

TMLST N360

スズキ210mm角×2TMLST S210

三菱200mm角  ×2

TMLST M200

ホンダ 丸型
TMLST H

日産
直径200mm  ×2

TMLST N200
ダイハツ    

720mm幅　

TMLST D720

BOSCH レーザー距離計 

水平距離測定

垂直距離測定

ZAMO3

※垂直距離、水平
距離測定レーザ
ーに関しまして
は本商品 ZAMO3
専用取付設計の
為、他製品のレー
ザーは取付出来
ません。

専用オプション

SINGLE PILLAR TYPE １台でミリ波用リフレクター及びエーミングターゲットが使えるシングルスタンドモデル

セット内容
ターゲット用アタッチメント×1
トヨタ用ターゲット×3
垂直出し下げ振り×1 
順次位置合わせシート×1 
(250×1,250mm)
高さ1,400mmスタンド×1
レーザー距離計用ターゲット×1 

 エーミングターゲット
 トヨタ車用

セット内容
ミリ波用リフレクター×1
ターゲット用アタッチメント×1
トヨタ用ターゲット×3
垂直出し下げ振り×1 
順次位置合わせシート×1
 (250×1,250mm)
高さ1,400mmスタンド×1
レーザー距離計用ターゲット×1  

 ミリ波用リフレクター 
＋エーミングターゲット 
トヨタ車用

セット内容
 ターゲット用アタッチメント×1
トヨタ用ターゲット×3
垂直出し下げ振り×1 
順次位置合わせシート×1 
(250×1,250mm)
高さ1,400mmスタンド×1 

 エーミングターゲット
 トヨタ車用 セット内容

ミリ波用リフレクター×1
 ターゲット用アタッチメント×1
トヨタ用ターゲット×3
垂直出し下げ振り×1 
順次位置合わせシート×1
(250×1,250mm)
高さ1,400mmスタンド×1 

 ミリ波用リフレクター 
＋エーミングターゲット 
トヨタ車用

種
３

種
３

用
波
リ
ミ

用
波
リ
ミ

汎用リレクター材質
アクリル板 ( 片面ミラーシート )

ミラー部分H140×W120×D57 ㎜

材質 : 発砲塩ビシート
印刷 :UV インク
裏面にアタッチメント付

￥58,000
 　　  税込価格¥63,800

￥68,000
 　　  税込価格¥74,800

￥88,000
 　　  税込価格¥96,800

￥73,000
 　　  税込価格¥80,300 ￥93,000

 　　  税込価格¥102,300

￥63,000
 　　  税込価格¥69,300

￥5,000 税込価格¥5,500

￥5,000 税込価格¥5,500￥5,000 税込価格¥5,500 ￥11,000 税込価格¥12,100

￥11,000
税込価格¥12,100

￥7,000
税込価格¥7,700

￥9,000
税込価格¥9,900 ￥7,000 税込価格¥7,700

￥7,000 税込価格¥7,700￥7,000 税込価格¥7,700

￥7,000 税込価格¥7,700

￥9,800
税込価格¥10,780
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オプションのマグ
ネット式ターゲット
がサクッと取付出来
る樹脂ラミネート鉄
板採用。

丈夫な肉厚スチール
パイプのフレーム。
ボールキャスターで
動きもスムース！

1810mm

910mm

700mm

71607 レッド
フルライン・地墨クロス
 　　￥114,300
　　　　　　　税込価格¥125,730

71607
76629

レーザーロボ

三脚

 X line
振り子＋磁気ダンパー

性
能

レーザー放射ビームをのぞき
込まないこと、また望遠光学系
の使用者を露光しないこと

最大出力2mW 周波数5.5kHz 波長635-643nm
クラス2Mレーザー製品 JIS C6802：2018

高輝度
見やすい

横フルライン

縦フルライン×2 機　種

光　源

出　力

波　長

指示精度

鉛直点精度

直角精度

通り芯精度

ライン光巾

自動補正範囲

傾斜時警告

回転微調整範囲

制動方式

電　源

可視半導体レーザー

7.5mで±1.5mm

3mで±1mm

90°±0.03°

7.5mで±1.5mm

5mで約2mm（7.5mで約3mm）

自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅（約1秒間隔）

360°

単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター※1

2mW以下(クラス2M JIS C6802:2018)

635～643nm

±3°

振り子+磁気ダンパー方式

71607

X line レッド

電池消耗警告

連続使用可能時間※2 ※3

(1)：ライン1本※4

(2)：ライン2本
(3)：ライン3本

受光器 レーザーレシーバー Ⅱ Plus
高出力レッド用 ホルダー付

(1)約17時間
(2)約8時間
(3)約4.5時間

保護等級IP54(乾電池使用時)※5

5/8インチ

防塵・防水性能

三脚取付ネジ

対応受光器

使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザ
ーラインが約8秒点滅（約0.5秒間隔）、レーザ
ーラインを複数本照射時に電池消耗がさらに進む
と水平ラインの照射のみに自動的に切り替わる

ハンディレベル Light

●吊り下げ穴付
※気泡管の目盛で勾配
　は測定できません。

76342
¥700（税別）

76629
ハンドル式 エレベーター
A 軽量タイプ
 　　　￥5,900
 　　  税込価格¥6,490

78156／レーザー距離計
Ｌ－ＭｅａｓｕｒｅＢＫ ２０ 大型液晶

フルラインモデル

税込価格¥770

取付ネジ 5/8
高さ 630～1710mm
専用ケース付

￥4,500
 　　  税込価格¥4,950

車体のセンター出しが
簡単にできる

サイズ

ボード有効サイズ

重量

W1,830×D415×H1,615mm

W 1,810×H900mm

ボード材質 t＝2.0mm 樹脂ラミネート鉄板

印刷 高耐久 UV 印刷

対応ターゲット t＝0.4mm

約 8.2kg ( 付属品含まず )

ボードにミリ単位の方眼印刷ターゲットの位置决めが簡単

前後左右に細かな調節が可能水平固定機能

カバー付属保管も楽な省スペース設計

ツヤ消しグレーボード反射しづらく、正確な測定

フロアー用透明ゲージ付属ボードの位置决めが簡単

ボードは立てて収納できます省スペースで収納

詳しいセッティング
の仕方につきまして
は商品に付属の取
り扱い説明書、注意
書をよくお読みにな
り、正しくご使用くだ
さい。

簡単高さ調整機能

１各車種の測定仕様にしたが
って墨出しをしてください。

Easy installation, high functionality and low cost
The definitive version of the aiming board!

２ 墨出し線に合わせてフロアー用
透明ゲージを置きます。

３ 透明ゲージに合わせてボードを
正しくセットします。

４ 各調整ノブで、ボードの高さ、左
右及び前後の傾きを修正します

各調整ノブで、ボードの高さ、左
右及び前後の傾きを修正出来
ます。

特徴

エーミングターゲットボード

MLS-01 MLS-01Sターゲット付属無し ターゲットセットMLS-05 付属

10 弊社で測定した
平均時間です。ホワイトボード + マグネットターゲット エーミングセット

普通車用

￥160,000
 　　  税込価格¥176,000

￥180,000
 　　  税込価格¥198,000

水準器

下げ振りアルミゲージ

透明ゲージ

車検証の QR コードを読み取り、

登録することでエーミングに必要

なクルマの基準値（前方センシン

グデバイス）を自動呼び出し

エーダス キャリブレーション

あ
な
た
の
ｉ
Ｐ
ｈ
ｏ
ｎ
ｅ
・
ス
マ
ホ
を

最
強
の
エ
ー
ミ
ン
グ
ツ
ー
ル
に
変
え

最
短
作
業
に
導
く
次
世
代
デ
バ
イ
ス

国産乗用車 トヨタ・日産・ホンダ・マツダ・
スバル・三菱・ダイハツ・スズキ

国産
ト ラ ッ ク

日野・いすゞ・三菱ふそう・
UD トラックス

輸　入　車 メルセデス・BMW・VW・アウディ・
BMW ミニ・ポルシェ

エ
ー
ミ
ン
グ

出
庫
時
自
己
診
断

読
み
出
し
・
消
去

完
了
証
明
書
発
行

入
庫
時
自
己
診
断

車検証QRコードを読み

取ることでクルマ情報を

瞬時に読み込み・登録

エーミングの基準値を記載した

エーミングガイドを自動取得。

Wi-Fi で接続したプリンターで

即印刷可能

一連の流れで作業を完了

フロントカメラ（左）

前方レーダー（右）

各基準値（フロントカ

メラには作業工数も記

載）は 1 車種 1 頁完結

フロントカメラのエーミングターゲットを

カテゴリー別にワンパッケージ

エーダス ターゲットセット
国
産
乗
用
車
用
（
12
枚
セ
ッ
ト
）

TARGET SET
ADAS

中
型
・
大
型
ト
ラ
ッ
ク
用
（
６
枚
セ
ッ
ト
）

小
型
ト
ラ
ッ
ク
用（
３
枚
セ
ッ
ト
）

輸
入
車
用
（
２
枚
セ
ッ
ト
）

対
応
メ
ー
カ
ー

NLC-ADAS
￥90,000
税込価格
￥107,800

TP-TARGET
￥90,000
税込価格￥99,000

TP-TARGET-TR2
￥90,000
税込価格￥99,000

TP-TARGET-EU
￥75,000
税込価格￥82,500

TP-TARGET-TR1
￥75,000
税込価格￥82,500
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車検証の QR コードを読み取り、

登録することでエーミングに必要

なクルマの基準値（前方センシン

グデバイス）を自動呼び出し

エーダス キャリブレーション

あ
な
た
の
ｉ
Ｐ
ｈ
ｏ
ｎ
ｅ
・
ス
マ
ホ
を

最
強
の
エ
ー
ミ
ン
グ
ツ
ー
ル
に
変
え

最
短
作
業
に
導
く
次
世
代
デ
バ
イ
ス

国産乗用車 トヨタ・日産・ホンダ・マツダ・
スバル・三菱・ダイハツ・スズキ

国産
ト ラ ッ ク

日野・いすゞ・三菱ふそう・
UD トラックス

輸　入　車 メルセデス・BMW・VW・アウディ・
BMW ミニ・ポルシェ

エ
ー
ミ
ン
グ

出
庫
時
自
己
診
断

読
み
出
し
・
消
去

完
了
証
明
書
発
行

入
庫
時
自
己
診
断

車検証QRコードを読み

取ることでクルマ情報を

瞬時に読み込み・登録

エーミングの基準値を記載した

エーミングガイドを自動取得。

Wi-Fi で接続したプリンターで

即印刷可能

一連の流れで作業を完了

フロントカメラ（左）

前方レーダー（右）

各基準値（フロントカ

メラには作業工数も記

載）は 1 車種 1 頁完結

フロントカメラのエーミングターゲットを

カテゴリー別にワンパッケージ

エーダス ターゲットセット
国
産
乗
用
車
用
（
12
枚
セ
ッ
ト
）

TARGET SET
ADAS

中
型
・
大
型
ト
ラ
ッ
ク
用
（
６
枚
セ
ッ
ト
）

小
型
ト
ラ
ッ
ク
用（
３
枚
セ
ッ
ト
）

輸
入
車
用
（
２
枚
セ
ッ
ト
）

対
応
メ
ー
カ
ー

NLC-ADAS
￥90,000
税込価格
￥107,800

TP-TARGET
￥90,000
税込価格￥99,000

TP-TARGET-TR2
￥90,000
税込価格￥99,000

TP-TARGET-EU
￥75,000
税込価格￥82,500

TP-TARGET-TR1
￥75,000
税込価格￥82,500
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エーミング・DPF・ハイブリッド車整備・警告灯消去

￥160,000
￥176,000税込

￥450,000
￥495,000税込

￥98,000
￥107,800税込

￥200,000
￥220,000税込

ツールプラネット製
国産車最強ツール「NANO-BT」と
オートランド製
輸入車最強ツール「iScan e」を
タブレットに組み込んだ2 in 1
Bluetooth型スキャンツール

セット内容
・タブレット（10.3inch）
・NONO-BT（インターフェイス）
・iSCAN e（インターフェイス）
・タブレットカバー
・タブレットスタンド

国産車に強い !!
エーミング OK !

国産乗用車、国産トラック、
輸入車の診断全てをこの1台に

背面に折りたためる
スタンド

大変見やすい
大型 5 インチ
TFT カラー液晶採用

FreeRTOS OS にての
クイック起動

★日本語・英語の
　言語選択が可能です スリム形状化で

片手操作を実現

All In One

特定整備認証ツール

先進運転支援システム対応待ったなし

※ACアダプタは、 イーサネットおよびUSB接続でアップデートを行う場合のみ使用します。
※リスト内容の製品は品質向上のため予告なく変更する場合があります。 予めご了承ください。

USBケーブル

クイックスタートガイド（本書）キャリングケース

ｼｶﾞﾗｲﾀｰｹｰﾌﾞﾙ

液晶保護フィルム

OBD2ケーブルTPM-7 本体

ACアダプタ

従来の診断機能に、新たな機能が追加された
７インチモニタ搭載スキャンツール

新機能のナンバー登録では、初回入庫時に車両情報とナンバーを
登録するととで、次回入庫時から車両選択の煩わしい手聞を省け
ます。また、登録を行うことで故障コードなどの履歴を確認する
ことが容易になります。

見やすい
７インチ

最新モデル

■対応メーカー

国産乗用車　　トヨタ・日産・ホンダ・マツダ・スバル・三菱・
ダイハツ・スズキ

国産トラック　日野・いすゞ・三菱ふそう・UD トラックス
輸入車　　　　メルセデス・BMW・VW・アウディ・BMW ミ

二・アルファロメオ

■TPMならではの特殊機能

●完了証明書（エビデンス）発行まで一連の作業の
流れで行える工ーミングモード

●バッテリー診断を行う簡易バッテリーテスト機能
●車検や点検時の作業メンテナンスモード
●DPF 作業を簡素化させる DPF モード

▼ 有線（旧カプラ可） ・無線両方の通信が可能

オープン価格。画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

G-SCAN Z Tab スタンダードプラン
（ZT-J02S）

エントリープラン
（ZT-J02E）

画面サイズ：10.5インチ車両通信：VCIタイプ 01 swodniW： SO

マイクロソフト社製最新タブレット採用

・G-SCAN セーフティパック

¥38,500 税込（Z-GSP）

盗難、水没、火災
落として壊してしまった…

そんな
の物損故障を

お申し込みは
G-SCAN 購入時のみ。
補償の開始は
製品登録時から。

・バッテリーケーブル
・旧カプラセット付き

診断ソフトや外観に変更はありません

《 ツールバッグ ＋ 物損故障保証 》

詳しくは
製品サイトの

チラシを
ご覧ください

全額補償します !

CPU とバッテリーがより高性能になりました

両プランともタブレットが最新モデルに！
マイクロソフト社製 

Surface Go 2 から Go 3へ
収納ケース

汎用スキャンツールの頂点、ジースキャン

Model Z Model Z 

コンパクトな有線タイプのスキャンツール。診断ソフトのデザインも一新しました。

車両通信：有線（旧カプラ可） OS ：Android 9画面サイズ：8インチ

（旧カプラセット付き）

スタンダード
GZSJ01

エントリー
GZEJ01
￥500,000

￥550,000税込

￥650,000
￥715,000税込

DT-3300-OSI

DT-3300-STN
オシロ無

オシロ付

3300-OSI-ALL　オシロ付
￥361,818

3300-STN-ALL　オシロ無
￥270,909

イグニッション 2 次波形測定

点火コイル・パワーテスト
疑似信号で点火コイルテスト

（2 次電圧 20,000V）
●正常コイルは太く青い火花が飛ぶ
●不良コイルは細い火花・火花が飛ばない

●オシロスコープでイグニッション 2 次波形を観測
●各気筒の点火波形を比較し、点火不良気筒の検出
　や始動不能時の火花確認

￥398,000 税込

￥298,000 税込

DT-3300に24Ｖ車ソフト
をセットしました。 

TB
24V車セット

DT- 3300 に乗用車ソフトと 
24Ｖ車ソフトの両方をセット 
しました。 

ALL
フルセット

DT- 3300 に乗用車ソフトを
セットしました。 

CAR
乗用車セット

車両修理、メンテナンス、診断、修理の手順に関する

包括的な技術情報をオンラインで提供

Diagnostic & Repair

アカウント数 税抜価格 税込価格

1
2
5

（GAD01）

（GAD03）

（GAD05）

Autodata Diagnostic & Repair
年間利用権

ジースキャン ゼットタブ 汎用スキャンツールの頂点

ZT-J02E-LTE ZTAB LTEモデルエントリー　 標準価格￥500,000　税込￥550,000
ZT-JO2S-LTE ZTAB LTEモデルスタンダード　 標準価格￥650,000　税込￥715,000

輸入車の整備マニュアルはお任せ!
オンライン整備マニュアルサービス

￥228,000　￥250,800
￥262,000　￥288,200
￥319,000　￥350,900

LTEモデル

日本ベンチャー
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▼ 有線（旧カプラ可） ・無線両方の通信が可能

オープン価格。画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

G-SCAN Z Tab スタンダードプラン
（ZT-J02S）

エントリープラン
（ZT-J02E）

画面サイズ：10.5インチ車両通信：VCIタイプ 01 swodniW： SO

マイクロソフト社製最新タブレット採用

・G-SCAN セーフティパック

¥38,500 税込（Z-GSP）

盗難、水没、火災
落として壊してしまった…

そんな
の物損故障を

お申し込みは
G-SCAN 購入時のみ。
補償の開始は
製品登録時から。

・バッテリーケーブル
・旧カプラセット付き

診断ソフトや外観に変更はありません

《 ツールバッグ ＋ 物損故障保証 》

詳しくは
製品サイトの

チラシを
ご覧ください

全額補償します !

CPU とバッテリーがより高性能になりました

両プランともタブレットが最新モデルに！
マイクロソフト社製 

Surface Go 2 から Go 3へ
収納ケース

汎用スキャンツールの頂点、ジースキャン

Model Z Model Z 

コンパクトな有線タイプのスキャンツール。診断ソフトのデザインも一新しました。

車両通信：有線（旧カプラ可） OS ：Android 9画面サイズ：8インチ

（旧カプラセット付き）

スタンダード
GZSJ01

エントリー
GZEJ01
￥500,000

￥550,000税込

￥650,000
￥715,000税込

DT-3300-OSI

DT-3300-STN
オシロ無

オシロ付

3300-OSI-ALL　オシロ付
￥361,818

3300-STN-ALL　オシロ無
￥270,909

イグニッション 2 次波形測定

点火コイル・パワーテスト
疑似信号で点火コイルテスト

（2 次電圧 20,000V）
●正常コイルは太く青い火花が飛ぶ
●不良コイルは細い火花・火花が飛ばない

●オシロスコープでイグニッション 2 次波形を観測
●各気筒の点火波形を比較し、点火不良気筒の検出
　や始動不能時の火花確認

￥398,000 税込

￥298,000 税込

DT-3300に24Ｖ車ソフト
をセットしました。 

TB
24V車セット

DT- 3300 に乗用車ソフトと 
24Ｖ車ソフトの両方をセット 
しました。 

ALL
フルセット

DT- 3300 に乗用車ソフトを
セットしました。 

CAR
乗用車セット

車両修理、メンテナンス、診断、修理の手順に関する

包括的な技術情報をオンラインで提供

Diagnostic & Repair

アカウント数 税抜価格 税込価格

1
2
5

（GAD01）

（GAD03）

（GAD05）

Autodata Diagnostic & Repair
年間利用権

ジースキャン ゼットタブ 汎用スキャンツールの頂点

ZT-J02E-LTE ZTAB LTEモデルエントリー　 標準価格￥500,000　税込￥550,000
ZT-JO2S-LTE ZTAB LTEモデルスタンダード　 標準価格￥650,000　税込￥715,000

輸入車の整備マニュアルはお任せ!
オンライン整備マニュアルサービス

￥228,000　￥250,800
￥262,000　￥288,200
￥319,000　￥350,900

LTEモデル

日本ベンチャー
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リッジトラック

RD-300RPBX
3ton 受けゴム付

RD-300X
3ton ゴムカバー付

最低位:370mm 最高位:520mm
3 段階調整

最低位:335mm 最高位:496mm
3 段階調整

￥15,200
税込¥16,720

￥9,300
税込¥10,230

2 台セット

2 台セット￥101,600
税込価格¥111,760

￥109,600
税込価格¥120,560

ショートボディ

最低位80mm!!
フレーム高さ88mm

超低床エアーガレージジャッキ2t
エアー駆動のみ

低床ショートエアージャッキ

低 床 エ ア ー ジャッキ

2t NLA-201R
A寸法：753㎜

 価格はお問合せください

3t NLA-301
A寸法：814㎜

NLA-203X

ミッションリフト

ASJ-30ML
3t 低床型

ASJ-20ML
2t 低床型

エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。
狭い場所での作業が容易です。

認証

1tエンジンクレーン

￥24,600
税込価格¥27,060

￥132,100
税込価格¥145,310

￥112,300
税込価格¥123,530

MSJ-1000S
マサダシザースジャッキ

能　　力：1000㎏
最低高さ：121㎜
油圧揚呈：260㎜
ハンドル：380～645㎜
本体重量：5.8㎏

ハンドル式でスピーディー!!

最大荷重：0.5t
本体重量：57㎏
受台：
最低位：830㎜
最高位：1760㎜

能力：12t、メーター付
本体寸法（メーター部含む）：
W695×D500×H1660㎜
作業台高さ：965～205㎜

￥108,400
税込価格¥119,240

認証
認証 TY12002 プレス

価格は
お問合せください

5t NSP-5
15t NSP-15

油圧 プレス

マサダ製作所製品
全ラインナップ取扱中
価格ご相談下さい

A 寸法

TEL05005T31002

長崎ジャッキ製品
全ラインナップ取扱中
価格ご相談下さい

エアーハイドロリックトラックジャッキ
NTJ-20W-120H・NTJ-20W-135H・NTJ20W-150H

●大型車の低床化に対応 !2 段シリンダー採用で

　低床なのに高ストロークを実現。

●大型低床車輌、中型トラックなどに最適。

●無負荷早送り機構、工ア圧自動下降方式採用。

●アタッチメント 3 個標準装備。

NTJ-20W-120H
・最低高：120mm
・ストローク：100mm

NTJ-20W-150H
・最低高：150mm
・ストローク：150mm

大 型 車
低床タイプ

特長

価格はお問合せください

価格はお問合せください

価格はお問合せください

NTJ-20W-135H
・最低高：135mm
・ストローク：120mm

価格はお問合せください

価格はお問合せください
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リッジトラック

RD-300RPBX
3ton 受けゴム付

RD-300X
3ton ゴムカバー付

最低位:370mm 最高位:520mm
3 段階調整

最低位:335mm 最高位:496mm
3 段階調整

￥15,200
税込¥16,720

￥9,300
税込¥10,230

2 台セット

2 台セット￥101,600
税込価格¥111,760

￥109,600
税込価格¥120,560

ショートボディ

最低位80mm!!
フレーム高さ88mm

超低床エアーガレージジャッキ2t
エアー駆動のみ

低床ショートエアージャッキ

低 床 エ ア ー ジャッキ

2t NLA-201R
A寸法：753㎜

 価格はお問合せください

3t NLA-301
A寸法：814㎜

NLA-203X

ミッションリフト

ASJ-30ML
3t 低床型

ASJ-20ML
2t 低床型

エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。
狭い場所での作業が容易です。

認証

1tエンジンクレーン

￥24,600
税込価格¥27,060

￥132,100
税込価格¥145,310

￥112,300
税込価格¥123,530

MSJ-1000S
マサダシザースジャッキ

能　　力：1000㎏
最低高さ：121㎜
油圧揚呈：260㎜
ハンドル：380～645㎜
本体重量：5.8㎏

ハンドル式でスピーディー!!

最大荷重：0.5t
本体重量：57㎏
受台：
最低位：830㎜
最高位：1760㎜

能力：12t、メーター付
本体寸法（メーター部含む）：
W695×D500×H1660㎜
作業台高さ：965～205㎜

￥108,400
税込価格¥119,240

認証
認証 TY12002 プレス

価格は
お問合せください

5t NSP-5
15t NSP-15

油圧 プレス

マサダ製作所製品
全ラインナップ取扱中
価格ご相談下さい

A 寸法

TEL05005T31002

長崎ジャッキ製品
全ラインナップ取扱中
価格ご相談下さい

エアーハイドロリックトラックジャッキ
NTJ-20W-120H・NTJ-20W-135H・NTJ20W-150H

●大型車の低床化に対応 !2 段シリンダー採用で

　低床なのに高ストロークを実現。

●大型低床車輌、中型トラックなどに最適。

●無負荷早送り機構、工ア圧自動下降方式採用。

●アタッチメント 3 個標準装備。

NTJ-20W-120H
・最低高：120mm
・ストローク：100mm

NTJ-20W-150H
・最低高：150mm
・ストローク：150mm

大 型 車
低床タイプ

特長

価格はお問合せください

価格はお問合せください

価格はお問合せください

NTJ-20W-135H
・最低高：135mm
・ストローク：120mm

価格はお問合せください

価格はお問合せください

●上げて ! 回して ! はめる !

　①タイヤサポートをてこにしてタイヤを上げて !

　②ローラーでタイヤを回して ! 位置合わせ。

　③タイヤを移動させはめる l

●重いタイヤの脱着の省力化機器。

●八ブボルトやホイールの穴のキズ防止。

タイヤザポート
 NWS-S1

タイヤザポートミニ
 NWS-S2

●中型 / 大型トラックのシングルタイヤ交換用。

●回転ローラー付で穴位置合わせも容易。

●ローラーが傾くため、タイヤを垂直に上げる

　ことができ、ハブボルトを傷つけない。

普通車・RV 車

中型・大型トラック用

特長

特長

作業効率UP！ メカニックの
負担軽減！

１人で短時間に、
簡単確実で安全に
作業が出来ます

￥19,900
税込価格¥21,890

ホイールキャスター

￥20,700
税込価格¥22,770

NWS-S2
￥14,400

税込価格¥15,840

NWS-S1
￥19,000

税込価格¥20,900

￥132,800
税込価格¥146,080

￥43,400
税込価格¥47,740

￥25,200
税込価格¥27,720

リフトアップした車
両の部分的な保持
に便利です

リフトサポート

カードーリー

プラスチッククリッパー

ゴジャック　ユニバーサルキャリー

￥31,400
税込価格¥34,540

認証

チェーンブロック
ロアシート
セット例

コイルスプリング
コンプレッサー

￥193,000
税込価格¥212,300

SK-3000

定格荷重：1t
揚程：2.5m
本体重量：9.4㎏

キャスターは金属製です
２個入

能カ : 715kg（1 台あたり）
タイヤ幅 : 330mm まで
ホイールサイズ : 13～16 インチ
キャスター : 外 5 インチ 2 個
 　内 4 インチ 2 個
2 台 1 組

車体移動は
自由自在！

2つのゴジャックを使用すれば、一方の車軸
を中心に回転させることができ、又4つ使用
すれば、ドーリー式にあらゆる方向に回転移
動ができます。

TRA9012L TRF0322

KL-301

TR9010

SLS-300

展示場や室内で車を移動させる
際に便利

受金最低位：1,360㎜
受金最低位：2,030㎜
能力：750㎏
重量：14.3㎏

受付業務に必要なテスターや
ツールの収納トレイ　約540×320 mm

全 高 1075 ｍｍ(キャスター含む)
全 幅 600　ｍｍ(ハンドル含む)
奥 行 500　ｍｍ

キャスター径 φ100　ｍｍ
重 量 約33 ｋｇ

付属品 １００ V　コンセントタップ　1個
(4口 15A　3 ｍｍ)

ＰＣスキャンツールカート
KLK-27-7B(青)
KLK-27-7G(黒)
KLK-27-7R(赤)

￥８２,５００
税込価格￥９０,７５０

KLK-27-7B(青)

KLK-27-7R(赤)

KLK-27-7G(黒)

ＰＣスキャンツールカート

28

ジャッキ・ガレージ機器



ST-23041
ブレーキオイル入れ

￥10,200
税込価格¥11,220

リザーブタンクに立てて
ブレーキオイル
の補給をします
容量：1㍑

逆流防止弁付

ST-25103
負圧式ブレーキブリーダー

ST-23040
ブレーキブリーダー

￥7,900
税込価格¥8,690

￥28,200
税込価格¥31,020

タンク内を負圧にする事でブレーキの
エアー抜きを一人で簡単に行えます

ブレーキのエア抜きが
１人でできます
タンク容量：1㍑

タンク容量：1.8㍑
ホース：Φ8㎜×1m

ミニサクションガン
ブレーキフルード用

型　式 品　名 価　格 税込価格
ST-690TＳ トラック用タップボルトセット ¥14,550 ¥16,005

¥3,916
¥3,916
¥4,147
¥4,367
¥4,807
¥3,278
¥3,190
¥3,366

ST-690-18 トラック用タップボルト 18 ミリ ¥3,560
ST-690-20 トラック用タップボルト 20 ミリ ¥3,560
ST-690-22 トラック用タップボルト 22 ミリ ¥3,770
ST-690-24 トラック用タップボルト 24 ミリ ¥3,970
ST-690-30 トラック用タップボルト 30 ミリ ¥4,370
ST-690S 乗用車用タップボルトセット ¥2,980
ST-691 乗用車用タップボルト 12 ミリ ¥2,900
ST-692 乗用車用タップボルト 14 ミリ ¥3,060

アルミ用

1-BOS-001Z
2個セット
ブレーキオイル・バッテリー液
専用スポイト　100cc/1本
吸引量が目で確認できる透明ボトル付きノズルを採用。
吸引ゴム部分の材質は特殊ゴムを使用しましたので、
ブレーキオイルによるひび割れを起こしません。

￥4,300
税込価格¥4,730

￥3,900
税込価格¥4,290

￥52,970
税込価格¥58,267

￥61，980
税込価格¥68,178

￥24,800
税込価格¥27,280

￥12,150
税込価格¥13,365

軽・ミニバン・1BOX用
ブレーキオイル入れ
●サイズ全長550mm
●タンク容量1L
●従来品では使用できなかっ
た、リザーバータンク周り
が狭い奥まった場所にある
車種に適しています。
●コック付で、供給量の調節
/停止が出来ます。

JTC4810X

JTC6989X用オプション

6PCS
ブレーキブリーダーアダプタセット

JTC6991

1-JI-200X

加圧式ブレーキブリーダー
リザーバータンクから
フルードを加圧圧送
国産車の85％に使用可能

ブレーキのエア抜きは一人でする時代！

汎用アダプター
・対応サイズ
 φ26～79mm

欧州車用（一部車輌）

￥24,800
税込価格¥27,280

JTC6989X

Ｒ

Ｒ

Ｒ

注入器&国産車用セット
車種別アダプター7種類

注入器&輸入車用セット
車種別アダプター13種額

AT・CVT
レベルゲージの無い車出来ます。

●汎用ホース　●汎用ノズル
●日産 ATF　●日産 CVT
●トヨタ、マツダ ATF
●スズキ、マツダ CVT
●トヨタ、ダイハツ CVT

●汎用ノズル　●FORD
●VW AUDI AT 用 3 種類
●BENZ （722.9）・
　（725 用 JTC6620）
●BENZ リムバー（JTC1420）
●AUDI VW（CVT）・（DSG）
●AUDI VW 2015 年以降
　7 速 DSG 用（A4/A5/A6）
●VOLVO（5/16×24）

AT・CVTフルード注入器

JTC4144BN2

JTC4144AN2

サンツール

200CC

オイルドレンチェンジャー
HC-2297

オイルドレン
HC-2281

上抜はタンク真空式！

透明チャンバー！

上抜はタンク真空式！

透明チャンバー！

■ 上抜用透明チェンバーは容量 9Ｌ
■ 上抜きノズル 1000mm、
　 700mm～880mm の６本セット
■ 廃油トレー容量 16Ｌ
■ 受け皿の高さ1400mm～1670mm
■ エアー加圧式
■ 廃油排出ホース 1500mm
■ 70Ｌ廃油タンク

大容量タイプ！大容量タイプ！

■ 廃油トレー直径 400φ・容
量 16Ｌ

■ 受け皿の高さ 1050mm～
1670mm

■ エアー加圧式排出、廃油パ
イプは前部配置

■ 70Ｌ大容量廃油タンク
■ 120φ大型ホイール
■ 後輪２輪は自在キャスター

■ 廃油トレー直径 400φ・容
量 16Ｌ

■ 受け皿の高さ 1050mm～
1670mm

■ エアー加圧式排出、廃油パ
イプは前部配置

■ 70Ｌ大容量廃油タンク
■ 120φ大型ホイール
■ 後輪２輪は自在キャスター

■ 廃油トレー直径 400φ・容
量 16Ｌ

■ 受け皿の高さ 1050mm～
1670mm

■ エアー加圧式排出、廃油パ
イプは前部配置

■ 70Ｌ大容量廃油タンク
■ 120φ大型ホイール
■ 後輪２輪は自在キャスター

オイル受けの中には
はね防止のネット

オイル受けの中には
はね防止のネット

￥88,000
税込価格¥96,800

￥67,600
税込価格¥74,360

￥49,000
税込価格¥53,900

￥73,100
税込価格¥80,410

OD-700PG-B/W/P

●OD-700PG
　手動式ロータリーポンプを内蔵し、
　大型の受皿で作業製も高く、受皿
　の高さも簡単に調節ができる便利
　なオイルドレンです。

作業のしやすい位置に
セットできます。
（OD-700 シリーズ）

上蓋部分は便利な小物
入れ付。工具やエレメ
ントなどを収納できます。
（OD-700 シリーズ）

従来より大きく
見やすい油面計。
（OD-700

OD-700PG 各色有り

シリーズ）

グレーチングや溝に脱落
しにくい大型キャスターの採用
（OD-700 シリーズ）

グ
し
（
（MD-700DP）

● オイルドレン OD シリーズ

廃油を確実に受ける。溜めた廃油を清潔かつ迅速に移送する。
廃油処理を確実におこなうために設計されたオイルドレンです。

エアー、手動兼用タイプ
タンク容量：9.5㍑
抜き取りホース：1,500㎜
チェンジャーノズル4本付

PA-1011A
オイルチェンジャー

￥19,800
税込価格¥21,780

￥3,300
税込価格¥3,630

￥3,300
税込価格¥3,630

ノズル4種 ←本体ホース

オイルフィラーキャップオープナー

小売参考価格¥3,200
￥2,560

税込価格¥2,816

KTC AE30
オイルフィラー

キャップオープナー

ドレンプラグキャッチャー
手の汚れ＆やけどをガードオイル交換を安全、快適に！

強力マグネット付

AEP-1419
小売参考価格
¥3,900

¥3,120
税込価格
¥3,432

オイルパン

￥3,570
税込価格￥3,927

520×390×110・8L

ST-26002

オイルドレーナー
自動車専用ツール

OIL DRAINER

クリーン＆スピーディーな
オイル交換作業を実現!

オイルの飛散を防ぐワイドハットと
エアによる自動排出で、作業時間を短縮します。

GOD80DS GOD80DRGOD80DBK GOD80DBL

▼kg
廃油受皿
全容量
（L）

廃油排出
方式前方

（固定）
後方

（自在）
小売参考価格

No.

GOD80DS
GOD80DBK
GOD80DR
GOD80DBL

3017 φ75 ¥ 84,500日東工器
20PM相当

φ9.5
1.6m

エア
加圧式 1

キャスター径 入力用
エアカプラ

排出
ホース

NEW

OIL DRAINER修理対象品

トヨタ車用オイルフィルターレンチ トヨタ車用（レクサス）オイルフィルターレンチ

オイルフィルターレンチ
1-WH-901TX 1-WH-901LX

1-6246
￥3,200

税込価格¥3,520
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ST-23041
ブレーキオイル入れ

￥10,200
税込価格¥11,220

リザーブタンクに立てて
ブレーキオイル
の補給をします
容量：1㍑

逆流防止弁付

ST-25103
負圧式ブレーキブリーダー

ST-23040
ブレーキブリーダー

￥7,900
税込価格¥8,690

￥28,200
税込価格¥31,020

タンク内を負圧にする事でブレーキの
エアー抜きを一人で簡単に行えます

ブレーキのエア抜きが
１人でできます
タンク容量：1㍑

タンク容量：1.8㍑
ホース：Φ8㎜×1m

ミニサクションガン
ブレーキフルード用

型　式 品　名 価　格 税込価格
ST-690TＳ トラック用タップボルトセット ¥14,550 ¥16,005

¥3,916
¥3,916
¥4,147
¥4,367
¥4,807
¥3,278
¥3,190
¥3,366

ST-690-18 トラック用タップボルト 18 ミリ ¥3,560
ST-690-20 トラック用タップボルト 20 ミリ ¥3,560
ST-690-22 トラック用タップボルト 22 ミリ ¥3,770
ST-690-24 トラック用タップボルト 24 ミリ ¥3,970
ST-690-30 トラック用タップボルト 30 ミリ ¥4,370
ST-690S 乗用車用タップボルトセット ¥2,980
ST-691 乗用車用タップボルト 12 ミリ ¥2,900
ST-692 乗用車用タップボルト 14 ミリ ¥3,060

アルミ用

1-BOS-001Z
2個セット
ブレーキオイル・バッテリー液
専用スポイト　100cc/1本
吸引量が目で確認できる透明ボトル付きノズルを採用。
吸引ゴム部分の材質は特殊ゴムを使用しましたので、
ブレーキオイルによるひび割れを起こしません。

￥4,300
税込価格¥4,730

￥3,900
税込価格¥4,290

￥52,970
税込価格¥58,267

￥61，980
税込価格¥68,178

￥24,800
税込価格¥27,280

￥12,150
税込価格¥13,365

軽・ミニバン・1BOX用
ブレーキオイル入れ
●サイズ全長550mm
●タンク容量1L
●従来品では使用できなかっ
た、リザーバータンク周り
が狭い奥まった場所にある
車種に適しています。
●コック付で、供給量の調節
/停止が出来ます。

JTC4810X

JTC6989X用オプション

6PCS
ブレーキブリーダーアダプタセット

JTC6991

1-JI-200X

加圧式ブレーキブリーダー
リザーバータンクから
フルードを加圧圧送
国産車の85％に使用可能

ブレーキのエア抜きは一人でする時代！

汎用アダプター
・対応サイズ
 φ26～79mm

欧州車用（一部車輌）

￥24,800
税込価格¥27,280

JTC6989X

Ｒ

Ｒ

Ｒ

注入器&国産車用セット
車種別アダプター7種類

注入器&輸入車用セット
車種別アダプター13種額

AT・CVT
レベルゲージの無い車出来ます。

●汎用ホース　●汎用ノズル
●日産 ATF　●日産 CVT
●トヨタ、マツダ ATF
●スズキ、マツダ CVT
●トヨタ、ダイハツ CVT

●汎用ノズル　●FORD
●VW AUDI AT 用 3 種類
●BENZ （722.9）・
　（725 用 JTC6620）
●BENZ リムバー（JTC1420）
●AUDI VW（CVT）・（DSG）
●AUDI VW 2015 年以降
　7 速 DSG 用（A4/A5/A6）
●VOLVO（5/16×24）

AT・CVTフルード注入器

JTC4144BN2

JTC4144AN2

サンツール

200CC
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KG-150N
メモリーバックアップ

KG-150N
￥13,200

税込価格￥14,520

リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
6000mAh 
本体 : 約280g
約150mm（H）×約80mm（W）×約24.5mm（D）

OBDⅡ接続で車両メモリーをバックアップ
USB 出力で携帯端末などの充電が可能

（12V 車専用）

今すぐ！
Kaiseへ！

BR-MAX70is ブレーンマックス

￥188,760
税込価格¥207,636

インテリジェント

入 力 電 圧 ＡＣ100Ｖ　（ｺｰﾄﾞ 1.8m）

6V/12V （ｺｰﾄﾞ1.8m）
AC100V （ｺｰﾄﾞ1.8m）

3.5A/7.0A
フルオートマチック

デジタル

WET･VRLA･MF･AGM･GEL

L201×W113×H61mm

820ｇ

型　　　　式型　　　　式 ＨＦＧ７ＤＶＤＨＦＧ７ＤＶＤ
入 力 電 圧
出 力 電 圧
出 力 電 流
チャージングモード
ディスプレー
対応バッテリー
本 体 サ イ ズ
重 量

フルオートバッテリーチャージャー
IC 制御で最適な充電ができるフルオートマチックチャージャーI C 制御で最適な充電ができるフルオートマチックチャージャー
●バッテリーにやさしい制御プログラムで、最適な充電ができます
●デジタルディスプレイが、充電状態を表示します
●充電終了後も引き続きバッテリーを監視、放電を検知すると再充電を開始します

●バッテリーにやさしい制御プログラムで、最適な充電ができます
●デジタルディスプレイが、充電状態を表示します
●充電終了後も引き続きバッテリーを監視、放電を検知すると再充電を開始します

ハイブリッド車・アイドリングストップ車  対応！MF・AGM・VRLA バッテリ    ー
ハイブリッド車・アイドリングストップ車  対応！MF・AGM・VRLA バッテリ    ー

HFG7DVD
￥35,000

税込価格¥38,500

12v12v
専用 MODEL専用 MODEL

最大出力 1000A

台数限定
大特価

￥48,000
12/24v12/24v

共通MODEL共通MODEL

最大出力 1200A

つないで数分で始動可能

品　　　番: SBR-1224
本体サイズ: W296mm×H420mm×D99mm
 　（ケーブル除く）
本 体 重 量: 4840g

品　　　番: SBR-12
本体サイズ: W201mm×H298mm×D72mm
　　　　　　（ケーブル除く）
本 体 重 量: 2000g

6000cc
3000cc

ガソリン車
ディーゼル車 

ガソリン車
ディーゼル車 

対　応

12V 6000cc
3000cc

ガソリン車
ディーゼル車 

ガソリン車
ディーゼル車 

対　応

24V

12V

13000cc

ジャンプスターター

￥48,000
税込価格¥52,800

　￥90,000
税込価格¥99,000

￥151,200
税込価格¥166,320

最新キャパシタタイプ

￥52,800 税込

高い基本性能に独自の機能をプラス。
ヘッダー／フッター作成機能でバッテリーの販売を促進。

バッテリーチェッカー

ヘッダーに店舗名、フッターに割引券を
プリントし、バッテリーの販売を促進

定型画像を無料でダウンロード！

定型画像をwebから
無料でダウンロード

オリジナル画像を登録可能
※ヘッダー／フッター追加アプリケーションで画像の作成はできません。

専用アプリケーション

ABC自動車販売㈱

こちらのクーポンをご持参ください

TE L  03-1234-5678
FAX 0 3-1234-5679
担当 ： 鈴木 太郎

有効期限：2022年3月31日

引き！引き！引き！￥1,000￥1,000￥1,000
バッテリー

交換バッテリー
交換

バッテリー
交換

バッテリーテストレポート
テスト日時 2022/03/01 12：00

テスト結果：良好
バッテリー規格
CCA規格値

CCA測定値
バッテリー電圧
温度
テスト方式

EN（DIN）
700CCA

（20-72（AC Delco））
715CCA
12.780V

24℃

充電制御/アイドリングストップ

定期的に診断してください。

充電量(SOC)：100％

健全性(SOH)：100％

<劣化診断モード>

フッター
割引券などを付けて販売促進に利用可能

お客さまのリピート率アップ！

ヘッダー
専用アプリケーションで登録した
店舗名や担当者名などを印字

12V

SK-8551
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● エアコンオイルの種類 ●
オイル種類 R134a専用PAG POE R1234yf専用PAG

主な使用車種 主にベルト駆動コンプ
レツサーに使用 電動コンプレツサー専用 HFO-1234yf 用オイル

特徴
従来～多くの車両に使
用される一般的なエア
コンオイル

ハイブリッド車などに
多く採用

環境対応フロンガス
専用エアコンオイル

  名称が同一であっても
「R134a 用 PAG」と、「R1234yf用 PAG」は混用禁止です

￥85,200 税込￥93,720￥85,200 税込￥93,720

OG-1020KYFE OG-1020KYFG

CO-POE200
( 指定オイル ND-OIL11 用 )

CO-PAG250-YF

HFO-1234yf ガス入り
コンプレッサーオイルケミカル缶

専用オイル
200ml

専用オイル
250ml

HFO-1234yf 対応コンプレッサーオイル

オイル 10ml
1234fy ガス 20g
3 本入り

オイル 10ml
1234fy ガス 20g
3 本入り

￥13,380
税込￥14,718

￥13,380
税込￥14,718

￥6,864
税込￥7,550￥5,990

税込￥6,589

￥5,990
税込¥6,589

￥4,140
税込¥4,554

CO-134SP
スクロール･斜板ピストン専用
オイル250ml 

CO-POE200
ハイブリッド車用
オイル200ml 

￥16,870
税込¥18,557

￥10,010
税込¥11,011

OG-1040KFH
オイル入りガス缶 
12本入り
HFC-134a用 POE

OG-1040KF
オイル入りガス缶
12本入り
HFC-134a用 PAG
蛍光剤入り

￥59,700 税込価格¥65,670 ￥53,200 税込価格¥58,520

オイル入りガス缶
HFC-134a用

CP-3VSFH CP-2VSF

電動コンプレッサー ハイブリッド車用

CS-YF134WS-S 適用ガス HFC-134a ・ HFO-1234ｙｆ
車輌コンプレッサー PAG/POEオイル両用
オイル補充方式 PAG/POE ケミカル缶取付け可　
 ボトル式10～200ｇ補充装置付
寸　　法 H1187×W640×D640mm
重　　量 約100㎏ 

型式　　　CS-YF134WS-S
 （フロンガス全自動回収充填装置）

新冷媒HFO-1234ｙｆ 専用

CS-1234WS-T

ハイブリッド＆EV車OK

HFO-1234ｙｆ
&

HFC-134a

HFO-1234ｙｆ
専用

エコマックスシリーズ価格はご相談下さい

CS-YF134WS-S
 ￥1,766,000

税込￥1,942,600

 ￥1,380,000
税込￥1,518,000

HFO-1234yf 対応品

タブレットが付いて簡単操作
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LEDライト

￥2,600
税込価格¥2,860

LED-14M 超強力
マグネットスタンド付

LEDライト

予見出来ない災害に
備えて・・・
単三電池4本使用
長寿命！驚異の明るさ！

電源スイッチ

トップライト

メインライト

蓄光素材

充電用
ジャック

収納式
フック

可動部

内蔵
マグネット

○LED 部分は 360 度可倒式になっており、お好みの角度に調整して必要なポイントを狙い、照らす事ができます。
○先端にLEDが内蔵されており、スポットライトとして使用できます。折りたたんだ状態でも使用できます。
○メインのLEDライトは、Hi/Lo の切替えが出来ます。
○暗い場所でも探しやすい様、メインLEDの周囲が蓄光式になっております。
　（数時間持続）

100Lm

500Lm

厚さわずか 9mm

売れてます

車屋さんに最適 LED スーパーライト

マグネット USB充電式 180Lm 65Lm

120°

2時間点灯 ６時間点灯
照射角度が
変えられます。

サイズ ハーフブリスターパック

1-FCJ223
-GR灰/-RD赤/-YE黄

ASL501R
￥7,800

税込価格¥8,580

各色1本￥1,550
税込価格¥1,705

LEDライト
SLB-PL

卓上にそのまま置けば
上を向きます。180°
可動部で上向きから下
向きまで方向が変わり
ます。 SLB-PL ￥5,980

税込価格¥6,578

世界一強力と言われるイリジューム磁石使用！

￥8,480
2個セット

SLB-PL2

税込¥9,328

直径 50mm 高さ 25mm 
重量 83 グラム
明るさ切替 2時間/250ルーメン
　　　　　4時間/125ルーメン

※充電用 AC アダプタは付属しません

電池交換不要！　USB 充電式バッテリー内蔵型 ペンライト

　　　　　　　スイッチを押してくださ
い。一回目でメインライトが点灯します。
二回目でトップライトが点灯します。三回
目で消灯します。

ご使用方法

トップ
ライト

メイン
ライト

USB充電口

メイン
ライト

トップ
ライト

ク
リ
ッ
プ

磁
石

スイッチ

このプライスで充電式 !

LA-6005-LED
￥5,980

税込価格¥6,578

1-EDS0795
￥5,880

税込価格¥6,468

強力マグネットで作業効率UP!
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二輪整備

レンズ＆ハウジングを傷めず
スピーディーに
分解・取付作業が可能！
増加が見込まれるヘッドランプレンズの交換作業を1人で確実に行えます。
ヘッドランプの破損リスクを軽減し、時短を実現します。

ヘッドランプレンズ交換ツールセット
自動車専用ツール

Headlight lens replacement tool set

▼g 小売参考価格
ヘッドランプレンズリムーバー
ヘッドランプレンズウェッジ　 × 2
ヘッドランプレンズガスケット用ヘラ
ブローケース

AP601
AP602
AP603

ヘッドランプレンズ交換ツールセット
850 10 ¥ 14,000No.ATP6015

NEW
Headlight lens

replacement tool set

リムーバーはヘッドランプレンズ
とハウジングの隙間に差し込みや
すく、引き離す時も滑りにくい形
状を採用。ウェッジはレンズとハウ
ジングの隙間に差し込み、再勘合
を防止します。

先端にシリコン素材を採用した専
用ヘラで、粘りのあるガスケットを
スムーズにハウジングへ入れ込む
ことが可能です。

専用リムーバー＆ウェッジで確実に引き離し、
爪の再勘合を防止。作業空間を確保。

ガスケットがつきにくい専用ヘラで、
ハウジングへの入れ込み作業がスムーズに。

・ヘッドランプレンズ交換（分解・組付け）作業の時短、効率化が図れます。
[ヘッドランプレンズリムーバー]
・握ると先端が開き、クロー先端の独自形状で滑らず確実に開きを保持します。
[ヘッドランプレンズウェッジ]
・クサビとして使用します。縦横のカエリ付きで、再勘合防止や作業空間の確保が可能
 です。
[ヘッドランプレンズガスケット用ヘラ]
・先端にシリコン素材を採用。ガスケットがつきにくく、ハウジングへの入れ込み作業が
 容易になります。

・自動車用ヘッドランプレンズの交換。（メーカーが交換を指定している車種）用途

特長

￥11,200
税込価格¥12,320

ATP6015

￥11,200
税込価格¥12,320

ATP7014

￥1,136
税込価格¥1,250

AS411-30D

￥1,136
税込価格¥1,250

AS411-30H

テールランプ取り外しツールセット
自動車専用ツール

TAILLIGHT REMOVAL TOOL SET

テールランプとボディを傷めず
スピーディーに取外し！
ピンクリップ止めされているテールランプユニットを、
吸盤の力を利用して引っ張って取り外すことで、
バルブ交換作業などの時短と快適性を実現します。

専用樹脂ケース付き
（W350×D305×H84）

包装イメージ
（W363×D312×H95）

▼kg 小売参考価格
テールランプリムーバー　 × 2
テールランプリムーバー用替吸盤2個セット
専用樹脂ケース

AP701
AP701-1

AP701 AP701-1

テールランプ取り外しツールセット

1.6 5 ¥ 14,000No.ATP7014

TAILLIGHT REMOVAL TOOL SET
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ボールジョイントブーツ
インサーターアタッチメント

自動車専用ツール

BALL JOINT BOOT INSERTER ATTACHMENT

ダイハツ・ホンダ軽自動車専用
アタッチメント登場！

内径と端面をそれぞれの車種に合わせ最適化したことにより、確実に圧入する
ことができます。

内径・端面形状を最適化！

主にダイハツ ミライースやホンダN-BOXなどの
ボールジョイントブーツ「圧入」作業が、
簡単かつ確実に行える内径30ｍｍの専用アタッチメント。

。すで要必が）114SA（」体本ーターサンイトンイョジルーボ「はに用使のトンメチッタア本※

・ボールジョイントインサーター本体（AS411/別売）と一緒に使用することで、
 ブーツの圧入作業が簡単かつ確実に行えます。
・適用ブーツは圧入（カシメ）タイプです。
・AS411-30Dは内径30mmで、主にダイハツの軽自動車に適しています。
・AS411-30Hは内径30mmで、主にホンダの軽自動車に適しています。

特長

▼g 小売参考価格D1
AS411-30D 12838 ¥ 1,420
No.

AS411-30H 12838 ¥ 1,420

S
30
30

D2
30
30

H
35
35

L
50
50

ℓ
38
38

1
1

ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント
BALL JOINT BOOT INSERTER ATTACHMENT

AS411（別売）

AS411-30D AS411-30H

ダイハツ車に
最適

ホンダ車に
最適

対応ブーツ 対応ブーツ
AS411-30D , 30H

S

D2

H ℓ
L

D1

AS411-30D AS411-30H

INLINE LED LIGHTING
アイ・エ ル・エ ル  マックス

・大手塗装ブース全メーカーに対応
・塗装色のチェックに最適
・既存灯具をそのまま利用可能
・配線バイパス作業のみで交換完了
・広角設計で全光束2,800lmの明るい光
・耐熱・耐久性試験実施済(国内)
・長寿命 約40,000時間＆低消費電力で省エネ

※

演色性・色温度・照度・照射角
全てを塗装ブースに最適化
仕上がりクオリティと作業効率最大化

塗装ブース 専用設計

直管

※バイパス工事が完了している場合は工事不要です。

270°

イメージ

太陽光に近い光で明るくワイド照射

く
る
明

15.9W
40形

照明入替パッケージプラン工事も一緒に！

作業クオリティ向上 作業効率向上色が見やすい

塗装行程の効率アップ！塗装ブース専用最新LED照明

塗装ブー ス ＬＥＤ入替プラン専用

交換工事・廃品処分まで完全フルサポート！
価格は当社スタッフまで！
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エコワイパー オプション
専用スタンド

スタンドにロール
は付属しません。

エコワイパー

￥9,800
税込価格¥10,780

ワイパースタンド
品番：60953

￥6,300
税込価格¥6,930

品番：11441
紙　質　：再生紙・３層
紙　幅　：３７５ｍｍ
１巻長さ：３８０ｍ
（ミシン目380㎜×1000枚）
総重量　：８.３Ｋｇ

丈夫で毛羽立たないポリプロピレン100％！
さわやかな 柑橘系の香り！
手・工具・部品・工場清掃など何でも拭き拭き！

ワイパーボウル

￥2,980
税込価格¥3,278

ワイパーボウル
50130

ポリプロピレン１００％

250mm×250mm（1枚）
７２枚入り（ミシン目入り）

商 品 名
商 品 型 式
材 質
入 数
サ イ ズ

11441

エコワイパーが取りやすい
専用スタンド

水が使えない出張先作業に最適

商品コード サイズ 全　長 手のひら周り

4150120
M

24.5㎝  
（±0.5㎝）

19.0㎝
L 21.0㎝

LL 23.0㎝

仕　様：ニトリルゴム
　　　　左右兼用、パウダー無し
厚　さ：指先／ 0.17㎜
　　　　拳部／ 0.15㎜
　　　　袖部／ 0.13㎜（±0.03㎜）
入り数：50枚入り小箱

50枚入
￥1,980

税込価格￥2,178

￥2,900
税込価格￥3,190

50枚入
￥3,200

税込価格￥3,520

名品商
ダイノグローブ

サイズ M L 2L材 質

全長±5
塩化ビニール
（可塑剤/テレフタル酸ビス）

中指の長さ 80 85 90
手の平幅 100 105 110

入 数
50枚/箱×20箱/CTN

240

・油、洗剤に強く、劣化しにくい塩化ビニール素材
・外側の細かなエンボス加工で強力グリップ
・高いフィット性で優れた作業性
・汚れの目立ちにくいブラックカラー
・便利な左右兼用タイプ

自動車整備、油作業、ＤＩＹなど細かな作業に

WA-5N　ホワイトウエス
純綿工業用布ウエス（ボックスタイプ）

質感と白さが更にアップ

材質：綿100％　全て白色
容量：2kg
ボックスサイズ：240㎜×240㎜

商品コード　6500001

ニトリルグローブ
車両整備の定番

ダイノグローブ

塩化ビニール製

ロール状紙ウエス

375m
m

100枚入
￥3,200

税込価格￥3,520

商品コード サイズ 入　数

SJZ-100
M

100枚L
XL

お徳用
100枚入

細かい作業がしやすい薄手のニトリルグローブ
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ワークシューズ

JSAA A種

MNDMNIT001 色：黒　¥4,400 ¥4,840（税込）

かかとを踏んでサンダル感覚にも履くことができる2WAY仕
様のミドルカットタイププロスニーカー マンダムEZ#007。
かかとを踏んだ場合でもぴったり足にフィットします。

仕様
● アッパー材：合成皮革
● 底材：EVA、ゴム
● 足幅：4E相当
● JSAA認定：A種
● 先芯：鋼製先芯
● 生産国：中国

サイズ
　24.5 
　25.0 
　25.5
　26.0
　26.5
　27.0
　28.0

¥3,500 
¥3,850（税込）

黒・赤

（株）丸五

かかとを踏んでも履ける2WAY

MNDM007-RD 赤

MNDM007-BK 黒

丸五マンダムEZ#007

JSAA A種

通気性3倍 足裏ベンチレーション

※アウトソール形状は全て共通

¥3,700
¥4,070（税込）

疲労軽減ソール ＆ 高い通気性

先芯がある事を感じさせないスポーティーなデザインのプロスニーカー。
アッパーには伸縮性・通気性のあるニットを、ミッドソールには高反発の EVA を採用。
見た目だけでなく履き心地もスポーツシューズそのもの。
極厚クッションが疲れを軽減します。

スタイリッシュ ＆ 疲労軽減ソール

¥3,500 
¥3,850（税込）

MDM013-BK 黒 MDM013-N ネイビー

マンダムニット SOC#201

SOC#201 黒

SOC#201
オレンジ
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コンビネーションレンチセット５本組
KLK-1-015

コンビネーションレンチセット５本組
KLK-1-015

￥10,300 (税込)￥11,330

３/８フラットパワーソケットレンチセット
KLK-2-201B

３/８フラットパワーソケットレンチセット
KLK-2-201B

￥44,000 (税込)￥48,400

Ｔ型ボール付ロングボックスレンチＴ型ボール付ロングボックスレンチ
KL-4-50  8mm￥4,000 (税込)￥4,400

KL-4-45 10mm￥4,100 (税込)￥4,510

KL-4-46 12mm￥4,500 (税込)￥4,950

KL-4-47 14mm￥4,700 (税込)￥5,170

KL-4-49 17mm￥5,400 (税込)￥5,940

￥115,000 (税込)￥126,500

２輪車用ハンドツールセット
KLK-27-2R43

２輪車用ハンドツールセット
KLK-27-2R43

ＵＶ Ｂｏｎｄｙ ＭＥＧＡ
KP-2-UVBMH/UVBMN

ＵＶ Ｂｏｎｄｙ ＭＥＧＡ
KP-2-UVBMH/UVBMN

￥5,000 (税込)￥5,500

￥10,800 (税込)￥11,880

フロントグリルカバー
KP-7-AW7030R
フロントグリルカバー
KP-7-AW7030R

ハブホルダー用ハンドル
07JAB-001020B
ハブホルダー用ハンドル
07JAB-001020B
￥9,500 (税込)￥10,450

１/２ＳＱフラットパワーソケットレンチセット
KLK-2-1A

１/２ＳＱフラットパワーソケットレンチセット
KLK-2-1A

￥48,000 (税込)￥52,800

ハブホルダー
4K-L-17
ハブホルダー
4K-L-17

￥9,900 (税込)￥10,890

フェンダーカバー
KP-7-AWSS100066

フェンダーカバー
KP-7-AWSS100066
￥10,000 (税込)￥11,000

Ｔ型レンチセット(7本組)
KL-4-000

Ｔ型レンチセット(7本組)
KL-4-000

￥9,700 (税込)￥10,670

スプリングツール
KL-18-32R

スプリングツール
KL-18-32R

￥2,670 (税込)￥2,937

スナップリングプライヤ(閉)
07914-SA50001

スナップリングプライヤ(閉)
07914-SA50001
￥6,500 (税込)￥7,150

KP-2-UVBMH

KP-2-UVBMN

シートカバー
KP-7-040
シートカバー
KP-7-040

￥6,000 (税込)￥6,600

スモールバイクリフト
KBK-50-SM200V

スモールバイクリフト
KBK-50-SM200V

￥383,400 (税込)￥421,740

フロントフォークスプリングコンプレッサーⅡ
2K-F-20

フロントフォークスプリングコンプレッサーⅡ
2K-F-20

￥31,000 (税込)￥34,100

リムプロテクター
KF-10-1002
リムプロテクター
KF-10-1002

￥８００ (税込)￥８８０
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コンビネーションレンチセット５本組
KLK-1-015

コンビネーションレンチセット５本組
KLK-1-015

￥10,300 (税込)￥11,330

３/８フラットパワーソケットレンチセット
KLK-2-201B

３/８フラットパワーソケットレンチセット
KLK-2-201B

￥44,000 (税込)￥48,400

Ｔ型ボール付ロングボックスレンチＴ型ボール付ロングボックスレンチ
KL-4-50  8mm￥4,000 (税込)￥4,400

KL-4-45 10mm￥4,100 (税込)￥4,510

KL-4-46 12mm￥4,500 (税込)￥4,950

KL-4-47 14mm￥4,700 (税込)￥5,170

KL-4-49 17mm￥5,400 (税込)￥5,940

￥115,000 (税込)￥126,500

２輪車用ハンドツールセット
KLK-27-2R43

２輪車用ハンドツールセット
KLK-27-2R43

ＵＶ Ｂｏｎｄｙ ＭＥＧＡ
KP-2-UVBMH/UVBMN

ＵＶ Ｂｏｎｄｙ ＭＥＧＡ
KP-2-UVBMH/UVBMN

￥5,000 (税込)￥5,500

￥10,800 (税込)￥11,880

フロントグリルカバー
KP-7-AW7030R
フロントグリルカバー
KP-7-AW7030R

ハブホルダー用ハンドル
07JAB-001020B
ハブホルダー用ハンドル
07JAB-001020B
￥9,500 (税込)￥10,450

１/２ＳＱフラットパワーソケットレンチセット
KLK-2-1A

１/２ＳＱフラットパワーソケットレンチセット
KLK-2-1A

￥48,000 (税込)￥52,800

ハブホルダー
4K-L-17
ハブホルダー
4K-L-17

￥9,900 (税込)￥10,890

フェンダーカバー
KP-7-AWSS100066

フェンダーカバー
KP-7-AWSS100066
￥10,000 (税込)￥11,000

Ｔ型レンチセット(7本組)
KL-4-000

Ｔ型レンチセット(7本組)
KL-4-000

￥9,700 (税込)￥10,670

スプリングツール
KL-18-32R

スプリングツール
KL-18-32R

￥2,670 (税込)￥2,937

スナップリングプライヤ(閉)
07914-SA50001

スナップリングプライヤ(閉)
07914-SA50001
￥6,500 (税込)￥7,150

KP-2-UVBMH

KP-2-UVBMN

シートカバー
KP-7-040
シートカバー
KP-7-040

￥6,000 (税込)￥6,600

スモールバイクリフト
KBK-50-SM200V

スモールバイクリフト
KBK-50-SM200V

￥383,400 (税込)￥421,740

フロントフォークスプリングコンプレッサーⅡ
2K-F-20

フロントフォークスプリングコンプレッサーⅡ
2K-F-20

￥31,000 (税込)￥34,100

リムプロテクター
KF-10-1002
リムプロテクター
KF-10-1002

￥８００ (税込)￥８８０

エンジン分解作業台
KPK-50-EM700

エンジン分解作業台
KPK-50-EM700

二輪車用シャーシダイナモ
KNK-50-SD500U
二輪車用シャーシダイナモ
KNK-50-SD500U

ブレーキ・速度計複合試験機
KNK-50-40K

ブレーキ・速度計複合試験機
KNK-50-40K

コンプレッションゲージセット
KEK-20-100

コンプレッションゲージセット
KEK-20-100

ベアリングリムーバーセット
KLK-31-3

ベアリングリムーバーセット
KLK-31-3

ＳＣＳショートコネクタ
070PZ-ZY30100
ＳＣＳショートコネクタ
070PZ-ZY30100

ＳＣＳショートコネクタ
070PZ-ZY30100
ＳＣＳショートコネクタ
070PZ-ZY30100

ローラーキャビネット(黒)
KLK-27-157B

ローラーキャビネット(黒)
KLK-27-157B

￥63,000 (税込)￥69.300

￥2.570 (税込)￥2,827

イモビアダプターハーネス
070MZ-MEC0101
イモビアダプターハーネス
070MZ-MEC0101

￥170,300 (税込)￥187,330

￥1,300 (税込)￥1,430

￥5,268,500 (税込)￥5,795,350

￥138,000 (税込)￥151,800

￥1,560 (税込)￥1,716

￥57,000 (税込)￥62,700

オイルシールリムーバーオイルシールリムーバー
KLK-31-5SW

￥6,700 (税込)￥7,370

￥5,893,800 (税込)￥6,483,180

プラグレンチセット
KLK-2-410

プラグレンチセット
KLK-2-410

￥8,400 (税込)￥9,240

￥13,500 (税込)￥14,850

ＣＯ/ＨＣテスターアタッチメント
2K-N-05A

ＣＯ/ＨＣテスターアタッチメント
2K-N-05A

スライディングハンマーセット
07936-5790002

スライディングハンマーセット
07936-5790002
￥16,000 (税込)￥17,600

アウトボードセパレータ
4K-L-09A/11A/12A
アウトボードセパレータ
4K-L-09A/11A/12A
￥8,000 (税込)￥8,800

ボールジョイントリムーバー 28mm
07MAC-SL00201

ボールジョイントリムーバー 28mm
07MAC-SL00201
￥16,000 (税込)￥17,600

ボールジョイントプロテクターセット
4K-L-45SA

ボールジョイントプロテクターセット
4K-L-45SA

￥6,600 (税込)￥7,260

ボールジョイントリムーバー32mm
07MAC-SL00101

ボールジョイントリムーバー32mm
07MAC-SL00101
￥14,700 (税込)￥16,170

フラットリフト用アタッチメント
KB-3-4-12S

フラットリフト用アタッチメント
KB-3-4-12S

￥58,000 (税込)￥63,800
フラットリフト用アタッチメント(ロ－ダウン用)

KB-3-4-13S
フラットリフト用アタッチメント(ロ－ダウン用)

KB-3-4-13S
￥55,500 (税込)￥61,050

２輪車用オイルドレーナー
KCK-7-25L

２輪車用オイルドレーナー
KCK-7-25L

￥49,200 (税込)￥54,120
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二輪整備

エア機器

ホイールマウント

ビートホールド

標準付属部品標準付属部品
KF-52-TCR200-V
 タイヤゲージ ……… 1
KF-52-TCR200-TR
 タイヤレバー ……… 1

）mm005（ 

KF-52-TCR200-BC
 ビートクリーム ……… 1

）き付ジンポス gk1（ 

KF-52-TCR200-V
 タイヤゲージ ……… 1
KF-52-TCR200-TR
 タイヤレバー ……… 1

）mm005（ 

KF-52-TCR200-BC
 ビートクリーム ……… 1

）き付ジンポス gk1（ 

適 用 リム 径
適 用 リム 幅
適用タイヤ径
適用タイヤ幅
マウントプレス装置
動　　　　力
使用空気圧
　　　　　奥行
機械寸法　最大幅
　　　　　最大高さ
本体重量

8～21インチ
1.20～6.0インチ
330～760ｍｍ
55～220ｍｍ

三相200V 0.75Kw
0.8～1.0Mｐa

1014mm

1900mm

なし

約1066ｍｍ

約250Kg

あり

約1710ｍｍ

約305Kg

型 　 式
仕 　 様

KF-52-TCR200 KF-52-TCR200MP

※運賃、設置費は別途申し受けます。

KF-52-TCR200MP
更に高機能に短時間、高精度測定

簡単タッチパネル入力 2 輪車ダイナミック測定
ダイナミックを対応
※リム幅 3 インチ以上対応

◆測定方法
KF-2-B100NKW2  ホイールバランサー

◆測定モード
◆回転方法

◆表示方式

◆測定可能タイヤサイズ

ウエイト量
ポジション
巾

外径

重量

ノーマル
ファイン

温度
湿度

◆測定時間
◆測定回転数

◆測定精度

◆ブレーキ方式

◆使用条件

◆電源
◆本体寸法（シャフト含む）
◆本体重量

VPI システム
スタチック・バランスモード
モータースピン
デジタル表示
LED ランプによる位置表示
最大約　200mm（ホイール形状により異なる場合があります）
400mm～700mm

15Kg（ホイール重量含む  14mm シャフト使用時）
約 6 秒
100rpm 以下
最小 5g
最小 1g
自動ブレーキ
0 50℃
10 90％
AC100V 50/60HZ（0.12kw）
L1048×W800×H1110mm
約 76kg

二輪車用ホイールバランサー
KF-2-B100NKW2

低床！ 極限までつめた 115mm

安全ロック解除機構はハンド式 ロック機構は 4 段階ストッパー

大型低床バイクリフト
KBK-50-LB200VN

基本テーブル寸法 W800×L2250+500(スロープ)
最高上昇高さ 1200mm
最低地上高さ 115mm
荷揚げ能力 600kg
上昇時間 約40秒　※無負荷時
下降防止安全装置 ハンド解除式
本体重量 255kg
原動部 電動油圧式 単相200V
操作方法 有線リモコン(ケーブル長さ　約3m)

仕　様

オプション：前輪クランプ
KBK-50-LB100CL

KBK-50-LB100CL 前輪クランプ 
更に安全に作業を行うたのオプション品

オートバイの乗り込みを容易にするため最低地上高は、極限まで詰めた 115mm。 作業時、かがむことなく
作業が可能な最高地上高、1200mm。テーブル寸法はジャストフィットサイズの 2250×800mm。 安全
に作業するための 4 段階降下防止安全装置を装備。幅広大型スロープは、乗り込みを容易し、脱着可能にな
りました。 後輪の脱着を容易にし、脱着可能になりました。 後輪の脱着を容易にする収納式タイヤ落とし。

型式：KBK-50-LB200VN
特価￥５２５，０００

税込価格¥577,500
※納入設置費は別途御見積させて頂きます。

12
00

m
m

115mm

2250mm

800mm

全ての数値はタッチパネルから
入力
測定完了後は自動ブレーキ
停止

二輪車用タイヤチェンジャー 200Vマウントプレス付

V.P.I.T.Mの採用により低回転小型モーターが低速でホイールをスピンさせる
ことができます。
測定開始から約6秒でホイールバランス位置、バランス量の測定が可能です。
測定単位は通常測定で５グラム、(最少1グラム)

後輪タイヤの脱着を容易に
する
収納式後輪落とし機能

￥780,000
税込価格¥858,000

￥1,100,000
税込価格¥1,210,000

フューエルタンクカバー グリップカバーフェンダーカバー
2K-P-TC001

●グリップを油汚れから保護します
● ウェットスーツ素材を使用し、クッション性と耐油性が

あります。
。）可不用使の機濯洗（。能可い洗手●

【仕様】
材質：クロロプレンゴム（黒）、内面滑り止め加工
サイズ：53×62mm

● フロント周りの作業で部品の脱落や工具の接触から
フロントフェンダーを保護するカバーです。

● ウェットスーツ素材を使用し、クッション性と耐油性
があり、独特の形状は様々なフェンダーに対応可能で
す。

。）可不用使の機濯洗（。能可い洗手●

【仕様】
材質：クロロプレンゴム（黒）、内面滑り止め加工
サイズ：600×440mm

● 作業中でのフューエルタンクを保護する保護カバーで
す。

● ウェットスーツ素材を使用し、クッション性と耐油性
があり殆どの形状のフューエルタンクを保護します。

。）可不用使の機濯洗（。能可い洗手●

【仕様】
材質：クロロプレンゴム（黒）、内面滑り止め加工
サイズ：700×700mm

2K-P-GC0012K-P-FC001

￥1,920
税込価格¥2,112

￥6,670
税込価格¥7,337

￥6,670
税込価格¥7,337

マウントプレス
無しのスタンダード
タイプもあります
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エア機器

ホイールマウント

ビートホールド

標準付属部品標準付属部品
KF-52-TCR200-V
 タイヤゲージ ……… 1
KF-52-TCR200-TR
 タイヤレバー ……… 1

）mm005（ 

KF-52-TCR200-BC
 ビートクリーム ……… 1

）き付ジンポス gk1（ 

KF-52-TCR200-V
 タイヤゲージ ……… 1
KF-52-TCR200-TR
 タイヤレバー ……… 1

）mm005（ 

KF-52-TCR200-BC
 ビートクリーム ……… 1

）き付ジンポス gk1（ 

適 用 リム 径
適 用 リム 幅
適用タイヤ径
適用タイヤ幅
マウントプレス装置
動　　　　力
使用空気圧
　　　　　奥行
機械寸法　最大幅
　　　　　最大高さ
本体重量

8～21インチ
1.20～6.0インチ
330～760ｍｍ
55～220ｍｍ

三相200V 0.75Kw
0.8～1.0Mｐa

1014mm

1900mm

なし

約1066ｍｍ

約250Kg

あり

約1710ｍｍ

約305Kg

型 　 式
仕 　 様

KF-52-TCR200 KF-52-TCR200MP

※運賃、設置費は別途申し受けます。

KF-52-TCR200MP
更に高機能に短時間、高精度測定

簡単タッチパネル入力 2 輪車ダイナミック測定
ダイナミックを対応
※リム幅 3 インチ以上対応

◆測定方法
KF-2-B100NKW2  ホイールバランサー

◆測定モード
◆回転方法

◆表示方式

◆測定可能タイヤサイズ

ウエイト量
ポジション
巾

外径

重量

ノーマル
ファイン

温度
湿度

◆測定時間
◆測定回転数

◆測定精度

◆ブレーキ方式

◆使用条件

◆電源
◆本体寸法（シャフト含む）
◆本体重量

VPI システム
スタチック・バランスモード
モータースピン
デジタル表示
LED ランプによる位置表示
最大約　200mm（ホイール形状により異なる場合があります）
400mm～700mm

15Kg（ホイール重量含む  14mm シャフト使用時）
約 6 秒
100rpm 以下
最小 5g
最小 1g
自動ブレーキ
0 50℃
10 90％
AC100V 50/60HZ（0.12kw）
L1048×W800×H1110mm
約 76kg

二輪車用ホイールバランサー
KF-2-B100NKW2

低床！ 極限までつめた 115mm

安全ロック解除機構はハンド式 ロック機構は 4 段階ストッパー

大型低床バイクリフト
KBK-50-LB200VN

基本テーブル寸法 W800×L2250+500(スロープ)
最高上昇高さ 1200mm
最低地上高さ 115mm
荷揚げ能力 600kg
上昇時間 約40秒　※無負荷時
下降防止安全装置 ハンド解除式
本体重量 255kg
原動部 電動油圧式 単相200V
操作方法 有線リモコン(ケーブル長さ　約3m)

仕　様

オプション：前輪クランプ
KBK-50-LB100CL

KBK-50-LB100CL 前輪クランプ 
更に安全に作業を行うたのオプション品

オートバイの乗り込みを容易にするため最低地上高は、極限まで詰めた 115mm。 作業時、かがむことなく
作業が可能な最高地上高、1200mm。テーブル寸法はジャストフィットサイズの 2250×800mm。 安全
に作業するための 4 段階降下防止安全装置を装備。幅広大型スロープは、乗り込みを容易し、脱着可能にな
りました。 後輪の脱着を容易にし、脱着可能になりました。 後輪の脱着を容易にする収納式タイヤ落とし。

型式：KBK-50-LB200VN
特価￥５２５，０００

税込価格¥577,500
※納入設置費は別途御見積させて頂きます。

12
00

m
m

115mm

2250mm

800mm

全ての数値はタッチパネルから
入力
測定完了後は自動ブレーキ
停止

二輪車用タイヤチェンジャー 200Vマウントプレス付

V.P.I.T.Mの採用により低回転小型モーターが低速でホイールをスピンさせる
ことができます。
測定開始から約6秒でホイールバランス位置、バランス量の測定が可能です。
測定単位は通常測定で５グラム、(最少1グラム)

後輪タイヤの脱着を容易に
する
収納式後輪落とし機能

￥780,000
税込価格¥858,000

￥1,100,000
税込価格¥1,210,000

フューエルタンクカバー グリップカバーフェンダーカバー
2K-P-TC001

●グリップを油汚れから保護します
● ウェットスーツ素材を使用し、クッション性と耐油性が

あります。
。）可不用使の機濯洗（。能可い洗手●

【仕様】
材質：クロロプレンゴム（黒）、内面滑り止め加工
サイズ：53×62mm

● フロント周りの作業で部品の脱落や工具の接触から
フロントフェンダーを保護するカバーです。

● ウェットスーツ素材を使用し、クッション性と耐油性
があり、独特の形状は様々なフェンダーに対応可能で
す。

。）可不用使の機濯洗（。能可い洗手●

【仕様】
材質：クロロプレンゴム（黒）、内面滑り止め加工
サイズ：600×440mm

● 作業中でのフューエルタンクを保護する保護カバーで
す。

● ウェットスーツ素材を使用し、クッション性と耐油性
があり殆どの形状のフューエルタンクを保護します。

。）可不用使の機濯洗（。能可い洗手●

【仕様】
材質：クロロプレンゴム（黒）、内面滑り止め加工
サイズ：700×700mm

2K-P-GC0012K-P-FC001

￥1,920
税込価格¥2,112

￥6,670
税込価格¥7,337

￥6,670
税込価格¥7,337

マウントプレス
無しのスタンダード
タイプもあります

¥14,400〈税別〉
¥15,840〈税込〉

¥17,800〈税別〉
¥19,580〈税込〉
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弱酸性次亜塩素酸水

空間除菌・ウイルス除去 ・空間消臭・空間消臭

・細菌芽胞
枯草菌、
セレウス菌、
炭疽菌等

・結核菌

・ウイルス
・糸状真菌

・ブドウ糖
・非発酵菌
　の一部

・酵母様真菌

・一般細菌

JIA ONE WATER（弱酸性次亜塩素酸水）

グルタラール　次亜塩素酸ナトリウム

ポピドンヨード　アルコール

クレゾール石鹸　フェノール

クロルヘキシジン　塩化ベンザルコニウム
両性イオン界面活性剤　アクリノール

ノロウイルス
ロタウイルス

インフルエンザ
ウイルス

大腸菌

強い菌 弱い菌

次亜塩素酸ナトリウムの 8 倍の除菌力

誤って飲んだ場合（単回経口投与毒性試験） 異常なし

目への影響（眼刺激性試験） 刺激性なし

刺激性なし
アアレルギー反応（感作性試験） 感作性なし

皮膚への影響（皮膚累積刺激性試験）

発がん性について（復帰突然異変試験） 誘起する作用なし
試験先：（財）食品農医薬品安全センター

● 安全性

●　代表的消毒剤の殺菌に対する抗菌スペクトルの比較

学校・塾 介護施設ホテル

『様々なところで、活躍中！！』

除菌消臭器45DLAWを使用して

すでに食品・水産加工の工場や畜産業等で使用されている安全な除菌水です。
衛生管理の国際基準「ＨＡＣＣＰ」でも使用されている安全な除菌水です。衛生管理の国際基準「ＨＡＣＣＰ」でも使用されている安全な除菌水です。

ハ サ ッ プ

★スプレー等での使用も出来ます

型式：OTO4P-10000
弱酸性次亜塩素酸水10L

￥9,280　
税込￥10,208

型式：
45DLAW専用除菌消臭器

￥20,000
税込￥22,000

弱酸性次亜塩素酸水
「 jia one water 」

ジア・ワン　ウォーター

洗浄・除菌・脱臭だけじゃない！洗浄・除菌・脱臭だけじゃない！

コロナウィル不活性化も可能なコロナウィル不活性化も可能な
スーパーアルカリイオン水スーパーアルカリイオン水

３００㎖
スプレー

３００㎖
スプレー

２ ℓ
ボトル

２０ ℓ
ボックス

￥14,000
 (税込)￥15,400

　ス－パ－アルカリイオン水 ２０�
KA-3-EW120013

　ス－パ－アルカリイオン水 ２０�
KA-3-EW120013

￥18,900 
(税込)￥20,790

　ス－パ－アルカリイオン水 ２�
６本入り

KA-3-EW120011

　ス－パ－アルカリイオン水 ２�
６本入り

KA-3-EW120011
￥29,400

(税込)￥32,340

　ス－パ－アルカリイオン水 ５００㎖
12本入り

KA-3-EW120007

　ス－パ－アルカリイオン水 ５００㎖
12本入り

KA-3-EW120007
￥21,900

(税込)￥24,090

　ス－パ－アルカリイオン水 ３００㎖
１２本入り

KA-3-EW120005

　ス－パ－アルカリイオン水 ３００㎖
１２本入り

KA-3-EW120005

スーパーアルカリイオン水はアルコールや
塩素/水酸化ナトリューム等を含まない
安全性と効果、新しい感染対策として
日米の機関から報告されています。

スーパーアルカリイオン水はアルコールや
塩素/水酸化ナトリューム等を含まない
安全性と効果、新しい感染対策として
日米の機関から報告されています。

30本入り

￥15,600
税込価格¥17,160

SNX606

超ロングセラー
逆さ吹き OK!
ビッグサイズ840ml
速乾＆強力洗浄 逆さ吹き OK

まとめ買いが
とってもお得
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※詳細は必ず最寄りの自動車整備振興会でご確認下さい。

MHP-15（15 ㌧プレス）
TY12002（12 ㌧プレス）

富士コンプレッサー

TR9010
能力 1ton

NLA-5
5ton

ASJ-30ML
3t 低床型

SV-62004A 100mm
SV-62005A 120mm
SV-62006A 150mm

MAX70is
19899
能力 150mm

TR-152 
AC/DC/A/Ω

ST-25020 
AC/DC/A/Ω

FG-414 光学式
SGM-1 スポイト式

VP-3H　100Kpa
MV8000J

76342 100×50×90mm FAINES等への加入
メーカー整備マニュアルの入手

FAINES等への加入
メーカー整備マニュアルの入手

推奨

プレス

充電器

コンプレッション・ゲージ ハンディ・バキューム・ポンプ

ノギス

エア・コンプレッサー

W-37P 3.7KW
VT145-55T 5.0KW

チェーンブロック ジャッキ バイス

トルクレンチ

エンジン・タコ・テスタ タイミング・ライト

ダイヤル・ゲージ

検車装置・リフト

部品洗浄槽

水準器 整備用スキャンツール ターゲット等の専用器具や
整備に必要な情報等の入手

一酸化炭素測定器
炭化水素測定器

トーイン・ゲージ キャンバ・キャスタ・ゲージ ターニング・ラジアス・ゲージ

シックネス・ゲージ

タイヤ・ゲージ

サーキット・テスタ 比重計

T4MN200-Z 
½ 40～200Nm
T8L850NR 
¾100～850Nm

JTC4077J　ガゾリン 2.1Mpa
DJ-9H　ディーゼル　７Mpa

SK-8401 ガソリン
TA303J  ガソリン／ディーゼル JTC4805SET 172MB　100mm×９枚

MB-B-SET　マグネット基台付
TG-X  普通車  1800mm
TG-XU   大型車  2500mm

MB-40EC　
JTC4135　

QJY-ZTP　普通車
NTG-750　普通車

AGE-600-452　600Kpa
TG-1991  1200Kpa

OSP28O P　２柱リフト
BSC32KUVL　パンタ式リフト UREX-5000 V2 HC/CO 兼用

ホイルプーラー グリス・ガンベアリング・レース・プーラー

ST-24559　普通車
QW-300N　 大型車 L JTC1141A　30～75mm GC-400

TRG-4001-20
シンクサイズ w745×D525×H235

対象とする作業範囲に電子制
御装置整備「自動運行装置」
を選択する場合

対象とする作業範囲に電子制御装置整備「運行補助装置」を選択する場合

自動運行装置の点検・整備
に必要な技術情報

ダイレクトイグニッション対応
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日本中に広がる各拠点と、それらを統括する強固なシステムにより、
あらゆる要望に対応できるネットワークを構築しています。

■配送センター
 ● 購買部　 ● サービス技術本部
〒338-0824 さいたま市桜区上大久保987-1
TEL.048-853-1635　FAX.048-853-1634

■埼玉営業所
〒338-0824 さいたま市桜区上大久保987-1
 TEL.048-853-1631　FAX.048-853-1634

■仙台営業所
〒984-0012 仙台市若林区六丁の目中町21-32
 TEL.022-288-8761　FAX.022-288-8630

■水戸営業所
〒310-0851 水戸市千波町1871-1
 TEL.029-243-1621　FAX.029-243-0273

■千葉営業所
〒261-0002 千葉市美浜区新港96-3
 TEL.043-241-8571　FAX.043-241-8573

■郡山営業所
〒963-0111 郡山市安積町荒井字撫子18-1
 TEL.024-945-6734　FAX.024-945-7179

■札幌営業所
〒003-0012 札幌市白石区中央2条5-15-46
 TEL.011-862-6326　FAX.011-863-4623

■松本営業所
〒399-0005 松本市野溝木工1-2-15
 TEL.0263-26-5800　FAX.0263-26-8225

■岡山営業所
〒700-0975 岡山市今8-9-23
 TEL.086-244-6555　FAX.086-244-6552

■大阪営業所
〒553-0007 大阪市福島区大開2-3-5
 TEL.06-6462-8818　FAX.06-6462-5515

■名古屋営業所
〒454-0048 名古屋市中川区元中野町4-112
 TEL.052-365-1331　FAX.052-365-1333

■福岡営業所
〒816-0921 大野城市仲畑2-6-44
 TEL.092-573-2006　FAX.092-573-2062

■横浜営業所
〒224-0051 横浜市都筑区二の丸2-15
 TEL.045-942-0850　FAX.045-942-1250

■本社
 TEL.03-6316-2880　FAX.03-6316-2881

■本社営業部
 TEL.03-6316-2887　FAX.03-6316-2889

■東京営業所
〒105-0004 東京都港区新橋6-16-12 京阪神御成門ビル9階
 TEL.03-6316-2888　FAX.03-6316-2889

ネットワーク Network

当カタログは業者向けに製作されております。表示価格は一般消費者向けになっておりません。
掲載品の価格及び仕様・モデルは予告なく変更しますのでご了承下さい。

Garage Cabinet
TRPK30232012

ガレージキャビネット

ガレージキャビネット

■カラー：GRAY

■サイズ：3300×470×1900㎜

■材質：スチール 厚み0.6～0.7㎜ 天板（木製：厚み25㎜）

■重量：約197kg

■梱包サイズ：1200×860×2050㎜（1パレット）

■梱包重量：約220kg

組立式

同梱
不可

返品
不可

組立
式

重量物
注　意

QF01902

￥280,000
税込価格¥308,000

※送料別途必要です。


