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ふれあい東栄祭ふれあい東栄祭

2016年
10月28日（金）
　　 29日（土）

AM9:00~PM6:00

AM9:00~PM5:00

会場＝東栄機工 構内 特設会場
ご来場記念品
ご成約記念品
ご来場記念品
ご成約記念品お楽しみお楽しみ

　　　　 みんなで作る心
  エキシビション  イベント
Amore！　　　　 みんなで作る心
  エキシビション  イベント

シンアモーレ

Amore！

ヤマゼンクリエイト㈱

ユニオンゴルフ

トリムイオンHYPER
水を変える。暮らしを変える。
胃腸にいい水・トリムウォーター

ブランドバック・財布・ベルト
各種ブランドバック・財布・ベルトなど
会場内でお楽しみ下さい。

ブランドバック・財布・ベルト

フットマッサージ
DXトレーナー

イージー
オーダースーツ

特価当日発表

ふとんクリーナー
レイコップＲＳ2
今度のレイコップは収納台付き！

＊イメージ画像になります。

ビジネス・フォーマルスーツから
カジュアルジャケットまで
幅広く生地を展示致します。

これ1台で全身リラックス！
究極のマッサージ機。

＊イメージ画像になります。

各種ブランドバック・財布・ベルトなど
ご用意致します。（紳士・婦人用）

＊イメージ画像になります。

健康ジュエリー・時計
遠赤外線効果による血流改善、
オシャレな健康ジュエリー！
各種ブランド時計も取り揃えております。

現場で活躍するコンパクトな
デジカメをご用意！



愛知産業㈱ ㈱アイトーク

アサダ㈱

クラス最大1,300W
パワーモーター搭載！
ハイスピード切断！！

パイプソー200SP

デジタルセンターポンチ

バッテリーポンプ  PBP-0.6

アックスブレーン㈱ 岩崎電気㈱

展示会特価

￥28,800￥28,800
定価  ¥36,000

定価  ¥215,000

定価  ¥79,000

育良精機㈱ ㈱大阪ジャッキ製作所

高剛性スライド内蔵ヘッド、大口径重切削タイプ新登場！
最大板厚＝50ｍｍ　最大穴径＝50φ

フルデジタル制御による安定した出力と簡単操作！
100V／200V兼用フルデジタル制御
AC／DCパルスTIG溶接機

特別価格
当日発表

特別価格
当日発表

〈免許・申請不要・小電力・市街地屋外見通し100～200m〉

〈簡単な申請で使用可能・中規模～大規模現場用〉

デジタル表示で精密測定！
一発ポンチング！

限定キャンペーン限定キャンペーン

ライトボーラー
ISK-LB50SX

ライトティグ ISK-LT201F

複動式が新登場！

軽量・コンパクトタイプ新登場！

ミニパンチャー ISK-MP920F

ライトニードル
ISK-NS16A

ウェルドローラー
溶接用電動パイプ回転装置

展示会特別価格  当日発表展示会特別価格  当日発表

展示会特別価格  当日発表

大好評

展示会限定 お買い得商品満載！！展示会限定 お買い得商品満載！！

 
特価！！特価！！

  
特価！！特価！！

LED WORK LIGHT
充電式 LEDワークライト

 特価！！特価！！

特価！！特価！！

特価！！特価！！

定価 11,500円

200 Lumens明るさ ルーメン

AWL48WP-LED
高輝度LEDを48個使用!!
屋外や水回りの作業にも安心の防水型！！

AFL TYPE
安全 中編上靴

JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E合格

サイズ：24.5-28.0（EEE）

一般鋼・ステンレス用切断砥石

（105×1.0×15mm）

100枚set
ACG-105S

PU2B

さらに!!

\   
20枚

サービス!!
20枚

サービス!!

標準価格 8,400円

標準価格 29,400円

切れ味と寿命を高度にバランスさせた
プロ仕様のセグメントカッター

DLA-270VM（防水型）
レーザー付デジタル水準傾斜計
Laser Digital Level

Dust/Waterproof Type

相当

内装工事・設備工事・エクステリア工事等の
水平や高さの管理に

精密機械等の位置出し、通り芯出しに
ＶＵ管、Ｕ字溝等の勾配管理に

27
cm

PUポリウレタン手袋

ＰＵグローブ
サイズ：M・Ｌ・ＬＬ

2双 サービス!!

10双
お買い上げで

￥19,800

￥5,800

￥6,500

￥19,800￥19,800

￥5,400

PS200SP

S784520

BB103

抜群の切断スピード＆精度で直角切断！
クイッククランプ方式で材料をすばやくセット。
抜群の切断スピード＆精度で直角切断！
クイッククランプ方式で材料をすばやくセット。

コードレスで電源が取れない現場でも使用できる
電動油圧ポンプです。
重量は4.9kgと軽量で持ち運びも容易となっております。
PRのターゲットユーザーは保全、溶接関係、鉄工所となります。
主に手動ポンプを使用して頂いているユーザーの評判がいいです。

【特殊環境形】
過酷な環境
（防水・防塵・オイルミスト）
の高天井照明に！

【耐震・耐衝撃形】
屋内クレーン照明に！

工場内さまざまな場所でご使用いただける
ラインユニット照明器具！
過酷な環境（防水・高温）にも対応。
天井にも壁面にも取り付け可能で、
角度も柔軟に変えられる
ブラケット形もラインナップ。

バンドソービーバー6F

重量：4.9kg

￥98,000￥98,000
￥15,000

展示会特価

展示会特価

バッテリー、充電器無しバッテリー、充電器無し

3Aバッテリー  BSL1430

￥13,500展示会特価急速充電器  UC18YSL2

最大穴あけ能力
SS400相当　  φ20　t＝9mm
SUS304相当　φ20　t＝6mm

現場から生まれたにぎラクグリップ
振動80％カット
あらゆる剥離作業に威力を発揮！

ISK-WR125
●パイプを回転させ溶接することで、
　溶接部の安定した仕上げが可能
●回転速度を4段階にラクラク切換え
●ワンタッチでパイプ固定

●パイプを回転させ溶接することで、
　溶接部の安定した仕上げが可能
●回転速度を4段階にラクラク切換え
●ワンタッチでパイプ固定

（ゴム部・非装着時当社比）

NEW
NEW

高天井用ホルダ
に適合

セードに適合

LEDアイランプSP
NEW LAMP Release

高天井照明の決定版！
器具・配線はそのまま、ランプ・安定器交換のみでカンタンLED化。
光の広がりに自信があります。

業界初！密閉形投光器も既存の器具が使える！
投光器用LEDランプ。
器具・配線はそのまま、ランプ・安定器交換のみで
カンタンLED化。

ますます！

節電
ますます！

節電
ますます！

節電
ますます！

節電
40000時間

長寿命
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※表示価格は税別価格です※表示価格は税別価格です※表示価格は税別価格です※表示価格は税別価格です



LC-60US40

展示会特価
当日発表

㈱オグラ

㈱ケミカル山本

RW-M1B

スーパーシャイナースーパーシャイナースーパーシャイナー

電動油圧式 コードレス ポートパンチャー

【仕様】
本体重量：7.2ｋｇ（スタンド除く） 
フレーム奥行：軸芯～25mm 
穴あけ時間：3.5～4.5秒 
本体寸法：260（高さ）×98（幅）×340（奥行） 
E型（RF‐A0、RW‐M1と共用）
丸穴最大 φ15　長穴 11×15 
充電器：型式 UC18YSL2（日立製）
バッテリー：型式 BSL1830（日立製）
充電時間：約22分

小さくてもハイパワー。
細かい部分の焼け取りも楽チン。

100V ＆ 200V兼用の
お手ごろ価格のハイパワー器。

大容量リチュウムイオン電池搭載（18V 3Aｈ）
SS400
ｔ6×50φ15連続穴あけ200回以上
溝形鋼100×50φ15連続穴あけ120回以上実現！
SUS304　ｔ5

フルオートパワードリターン（複動式）
小型ながら複動オートリターン機構採用、材料をスムーズに引き離し作業効率向上！
（溝形鋼では、板離れが抜群）

セミレスバリアタイプ
取手部が左右90°回転、モータ後方50°傾斜、セミレスバリアで狭い場所での
作業をサポート！

ジェントス㈱

㈱今野製作所

展示会特価
当日発表 展示会特価当日発表

展示会特価
当日発表

展示会特価
当日発表

亀倉精機㈱

希望小売価格  OPEN

スイーベルスタンド採用により、左右の首振り、
角度調整が可能な現在では数少ない機種。

4K対応液晶テレビ爪つきジャッキ

超低床シリンダジャッキセット

ヘルシオ ホットクック
電気水なし自動調理鍋

シャープ㈱

メーカー希望小売価格 ￥226,000
置いても良し！持って良し！

冷水高圧洗浄機  HD9/17M 

手押し式床洗浄機 BD43/25CBp
●500Wバキュームモーター搭載（水残しがない）
●ブラシ交換がタッチレス。
●汚水タンクの取り外しが可能ため、汚水処理が手軽にできる。

手押し式床洗浄機 BD43/25CBp

コードレス首折れパンチャー
 HPC-N188WBL

コードレスパンチャー HPC-N209WDF

Uni2

A2

展示会特価

ケルヒャー ジャパン㈱

●500Wバキュームモーター搭載（水残しがない）
●ブラシ交換がタッチレス。
●汚水タンクの取り外しが可能ため、汚水処理が手軽にできる。

●業界初、完全複動型コードレスで
　首が折れるパンチャー。
●1種類のポンチ・ダイスで鉄も
　ステンレスも溝形鋼も穴あけ可能。
●ブラシレスモーター採用。

●業界初、鉄９ミリに穴あけ可能。
●1種類のポンチ・ダイスで鉄もステンレスも溝形鋼も穴あけ可能。
●完全複動型コードレスパンチャー。

22mｍの隙間から3トンの
重量物を持ち上げる！

本体高さがわずか95mmなのに、
ストロークは50mm！

展示会特価 ￥328,000¥328,000￥390,000¥390,000

¥59,800¥59,800

¥49,800¥49,800

¥66,200¥66,200

国内生産パネルを使用した4Kハイグレードモデル。
芳醇な色合いと、4Kならではの繊細な描写により
立体的かつ奥行も表現される4K液晶テレビの最新モデル。

材料を入れてボタンを押して待つだけで料理が出来上がる。
食材の栄養を損なわない無水調理を基本とし、100種類の
料理が掲載されたメニューブックも同梱。
自動調理なので調理中は他の料理や家事ができ、大幅な時短に！
予約調理もできるので忙しい方にも人気の商品です。

FU-GK50-B

この夏話題の蚊が取れる空気清浄機。
薬剤を使うことなく蚊が取れるので、子供、
ペットがいる家庭にも心配いりません。

蚊取り空気清浄機

展示会特価

¥147,900展示会特価

近年ジカ熱・デング熱など蚊を媒体とした病気が危惧される中、
注目を浴びている商品です。
蚊が多い地域では業務用途としても多くご導入されています。
蚊のシーズンが終わっても冬はプラズマクラスターによるウィルス対策、
春は花粉対策の空気清浄機として1年中使用可能なモデルです。

希望小売価格  OPEN

定価  ￥650,000

展示会特価
￥288,000¥288,000

展示会特価 ￥588,000¥588,000定価  ￥980,000

KN-HT99A-R

G-60L

CJ2-50＋HC1-2＋K-06S

希望小売価格  OPEN 展示会特価

展示会特価

パッド台・イエローパッド
プレゼント！

特 典

定価5万円分アクセサリー
プレゼント！

特 典

●サーボプレス（手元で圧力調節が可能）
●3ジェットノズル（先端のノズルを
　回転するだけで吐出角度を変更できます。
●豊富なアクセサリー
　（用途に応じてセットアップすることで汎用性が高まります）

●サーボプレス（手元で圧力調節が可能）
●3ジェットノズル（先端のノズルを
　回転するだけで吐出角度を変更できます。
●豊富なアクセサリー
　（用途に応じてセットアップすることで汎用性が高まります）

温水高圧洗浄機
HDS8/17M
●サーボプレス
　（手元で圧力調節が可能）
●最大155℃
●簡単操作パネル

●サーボプレス
　（手元で圧力調節が可能）
●最大155℃
●簡単操作パネル

定価10万円分アクセサリー
プレゼント！

特 典

定価  ￥480,000

弊社ヒット商品。
ＨＯＴ材の裏焼けも中性で楽々除去。

R

新製品

ステンレス６ミリに穴あけ加工ができる
コードレスパンチャーはオグラだけ！
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￥13,000￥13,000

￥550￥550
￥69,000￥69,000

￥2,300,000￥2,300,000

特 価

象印超強力小型レバー

象印超小型レバー
電気チェーンブロック

◆史上最強ロードチェーン搭載！！
◆小型・軽量
◆最後の一締めが良く締まる

450型

ダイヘン溶接メカトロシステム㈱

展示会特価
当日発表

展示会特価当日発表 Welbee Inverter F300P

Ｗelbee lnverter T500P

PN85938

1枚

1枚

1枚

967A（10枚入り）

MDZ-400C

㈱タセト

開先防錆剤 シルバーA2

廃プラ対応焼却炉（大型投入口タイプ）

TIG溶接でもブローが出にくい
開先防錆剤！

１．投入作業が簡単
　　全面開放扉の採用で
　　大きなゴミも
　　ラクラク投入可能。

３．耐久性UP
　　耐熱アルマ加工により、従来品に比べ
　　大幅に耐久性UP。 

２．消煙・集じん能力が大幅にＵＰ
　　Ｗカット集じん室の改良により、
　　消煙・集じん能力が大幅にUP。

未経験の切断砥石、
力を入れる必要はなし！

作業効率大幅アップ！製品寿命約5倍！

防錆スプレー
ビストールＥ

もらい錆除去剤
ラスピカ

￥1,100￥1,100

特 価

￥435￥435

450型

特 価

￥2,000￥2,000

500ml

556には負けない
強固な防錆力

頑固なもらいサビも
簡単に除去可能です

エネルギー密度が高いアークにより
高品質な溶接を実現する
プラズマ溶接機

●突発的な漏洩に素早く対応！
　流体を止めることなく補修が可能。
　簡単かつ軽量なので作業性バツグン
●2つ割れになるので、簡単に漏洩を防止！
●ピンホールや割れ以外に、配管と配管の
　突合せ溶接箇所の漏洩も補修可能！

●広範囲にわたる劣化した部分の漏洩補修に最適！
●クイックレバーで、複数のボルトをワンタッチで
　本体にかけることが可能！
●軽量で取り扱いしやすく、一体構造なので
　部品が落下することなく安全！

極薄板から厚板まで幅広く対応
高能率・高品質を実現する
直流パルスTIG溶接機

極薄板から厚板まで幅広く対応
高能率・高品質を実現する
直流パルスTIG溶接機

Welbee Inverter M350L
定電流域のみならず
中高電流域でのスパッタを
大幅に低減出来る
半自動溶接機

型式：YAD-50

◆重さはわずか7.2kgの超軽量
◆建設現場・工場で、運搬作業を力強くサポート！
◆重さはわずか7.2kgの超軽量
◆建設現場・工場で、運搬作業を力強くサポート！

型式：βS-020

スリーエムジャパン㈱ 象印チェンブロック㈱

DAITO販売㈱ショーボンドマテリアル㈱

キュービトロン  Ⅱオフセット砥石TMキュービトロン  Ⅱオフセット砥石TM

キュービトロン  ⅡフラップディスクTM

PN65138 25（25枚入り）

※標準運賃取付費含む

TMキュービトロン  Ⅱ切断砥石

㈱スーパーツール

◆スクリューカムクランプ（ダブルアイ型）
漏洩補修クランプ／溶接部・ピンホール用
ストラブ・クランプ Cタイプ

漏洩補修クランプ／広範囲ピンホール用
ストラブ・クランプ CWタイプ

●メタルタッチ構造によりトルク値による管理が不要に。
　六角棒レンチ（Ｌ形）やラチェットレンチ等でも
　締め付け作業が可能に
●異種管接続が非常に簡単
●高水準の耐震性能と耐脱管性能を実現
●新設計のシールゴムはリップ構造になっており、
　ゴムの劣化による止水性能の低下を防止

メカニカル管継手／トルクレンチ不要タイプ
ストラブ・グリップ GXタイプ

◆パイプ溶接用外面クランプ”ブリッジ”

【特長】　吊上げ・吊下げ・引張り・反転等あらゆる作業ができる万能型   
　　　　業界初、締め付け作業は常に作業者側でできる新設計
　　　　チェーンブロックの吊り下げ時にも使用可能   

【特長】　配管の固定・芯出しをワンタッチで可能！
　　　　本体締め付けネジは早送りが可能！ 

【従来品との違い】

干渉部が少ない

展示会特価
￥36,250
￥56,710
￥64,100

SWC0.5S
SWC1S
SWC2S

0.5
1
2

0～25
0～40
0～40

メーカー
希望価格

クランプ
範囲（mm）品番 容量

（ton）

￥29,000
￥45,400
￥51,300

付属品：ショートラチェット（1721）   

￥32,630
￥58,000

WOC6
WOC12

1～6B
4~12B

34~170
110~320

メーカー
希望価格

適用パイプ
外径呼び品番

※1S、2Sは生産中の為、即納不可ですのでご了承ください。納期別途相談

新製品

新製品

アイの位置

展示会特価

展示会特価

展示会特価

展示会特価

￥650￥650展示会特価

￥850￥850
展示会特価

大きな投入口の廃プラ対応焼却炉

φ100×4.2（10枚入り）

キュービトロン Ⅱの能力をフラップディスクで！！TM

象印現場作業用小型シリーズ象印現場作業用小型シリーズ

展示会特価
￥26,000
￥46,400

田村総業㈱

他のメーカーには無い柔らかさを実現し、現場で整理しやすいようアイ部を
長さごとに色分けしているユーザー様への
使いやすさを考えたJIS3等級相当のベルトスリング。

ベルトスリングPタイプ

スリングの新しいスタンダードを目指すJIS最上級等級4等級のベルトスリング。
従来の3等級スリングに比べ、同じ幅で最大使用荷重25%アップ、
さらに安心の3層構造のため廃棄基準がひと目で分かり、
ユーザー様の安全面を考慮した仕様となっております。

スリングの新しいスタンダードを目指すJIS最上級等級4等級のベルトスリング。
従来の3等級スリングに比べ、同じ幅で最大使用荷重25%アップ、
さらに安心の3層構造のため廃棄基準がひと目で分かり、
ユーザー様の安全面を考慮した仕様となっております。

ベルトスリングZタイプ

展示会大特価
当日発表

展示会大特価
当日発表

半額セール実施
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展示会特価
当日発表

展示会特価
当日発表
展示会特価
当日発表

㈱ニコテック

展示会特価
当日発表
展示会特価
当日発表

日動工業㈱

SDM-72

ハイブリッドトヨロンホース
＋

トヨコネクタ TC3-B

ハイブリッドトヨシリコーンホース
＋

トヨコネクタ TCFS

DWL-2000XY

出力トルク範囲600Nm～3,000Nm
倍率16.7倍

コンパクトでありながら高性能の
小型形鋼加工用バンドソーマシン。

バンドソーマシン
SSP-400D

独自のコバルトハイス含有
マトリックスハイスを刃部に採用した
ポータブルバンドソー用ブレード。

ポータブル
バンドソーブレード
αカットポータブル

マトリックスハイスを刃部に採用。
クロムモリブデン鋼、SS材、
鋳鉄などに最適！

バンドソーブレード
α21

展示会特価当日発表

展示会特価当日発表

㈱トヨックス

ポータブルマルチ
ガス検知器（乾電池式）

ポータブル型
グリース鉄粉濃度計

精密デジタル水準器

センサー寿命２年！
IP67の防塵・防水タイプ！

水中泥水ポンプ
高クロム鋳鉄の羽根車が
強力に泥水を排水。

振動値が高くなる前の段階で
軸受摩耗状態の診断が可能です。
サンプルグリースを挿入するだけの
簡単操作。

見やすい２軸（X・Y）画面
水平出しの他に水平度・
垂直度の確認も可能です。

見やすい２軸（X・Y）画面
水平出しの他に水平度・
垂直度の確認も可能です。

＊スライド式反力受付
従来品（8-300P）と比べ
コンパクト＆軽量化

ソケットサイズ：24、27、30、32、36、41、46、50mm

㈱NaITO

定価  ￥119,000

定価￥298,000

定価￥52,100

定価￥136,000

定価￥102,000

P300A 新型パワーレンチ

HSD2.55S

海水用水中ポンプ
金属部分にチタンを採用、
優れた耐食性を示します。

50TM2.4S

200MISO 差込角19.0mm
ソケットレンチセット(12点セット)

PP800
ピンポンチセット

TONE㈱

軽量化：9.5kg → 7.1kg
高　さ：176mm → 138mm
幅　　：92mm → 84mm

展示会特価
当日発表

デンヨー㈱㈱鶴見製作所

ディーゼルエンジンTIG溶接機

ガソリンエンジン溶接機

エンジン溶接機

DAT-200×2LSE

GAW-190ES

国内初の二人用TIG溶接機登場！

プラス5Aの余裕。業界最大の溶接電流190A！
自動アイドリングストップ機能標準装備で燃費約４５％削減！

※エコベース標準装備！※エコベース標準装備！
XA-4400A

このようなホースのトラブルを解決！このようなホースのトラブルを解決！

安全・安心・省エネ対策に！安全・安心・省エネ対策に！

売れ筋セット

展示会特価
当日発表
展示会特価
当日発表
展示会特価
当日発表

展示会特価
当日発表
展示会特価
当日発表
展示会特価
当日発表

展示会特価
当日発表
展示会特価
当日発表
展示会特価
当日発表

テ―パーピンやスプリングピンの
抜き差しに使用します。
手に馴染む樹脂グリップ付。

展示会特価

￥33,000￥33,000

展示会特価

￥61,900￥61,900
日東工機㈱

SPS-1：920×920
SPS-2：920×1920
SPS-4：1920×1920
SPS-6：1920×2920
SPS-R：1000×30m

スパッタシートデラックス

NTスマートツインホース
小池酸素仕様・日東工器仕様

各10M、20M、30M
軽くて作業効率良く、耐久性抜群!!

展示会特価 当日発表

展示会特価 当日発表

溶接作業、切断作業時の火花を
シャットアウト!!
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展示会特価当日発表
㈱ハタヤリミテッド

長谷川工業㈱

40wLED作業灯

イットン台車PIGラージオーバー
パックキット

LEDボールライト

サンタイガーリール

型式：REL-5WK

型式：BG-301KXSTEK

AG-58

HTR10710-MA60

1枚

（1箱10枚入り）

新発売

日本レヂボン㈱

ニューピグコーポレーション㈱

オフセット仕様で
ツライチ切断可能！

ヘッドの工夫で
壁際まで削れる！

日本製紙クレシア㈱

つるの角度・長さが調節可能

ジャクソンセーフティー保護メガネ（曇り防止付きスポーティータイプ）

12個お買い上げで
景品進呈！

特 典

1ケースお買い上げで
景品進呈！

特 典

1ケース（10BOX）
お買い上げで
粗品進呈！

特 典

製品番号：60374

製品番号： XS　69340
  S    69350
  M　69360
  L　 69370

濡らしても丈夫で
ケバ立ちにくい
万能ワイパー（大判タイプ）

軽量LED電球採用！
ビーム角110°広角型！

緊急用漏えい対策用品です。
ISOの取得・更新に向いています。

樹脂カバーバルーンタイプ
大光量LED120Ｗ（白色）

厚み0.06mmの薄手タイプ高強度でしなやかな風合い。　
油作業に適しており、手汚れ防止にお勧めの薄手グローブ
厚み0.06mmの薄手タイプ高強度でしなやかな風合い。　
油作業に適しており、手汚れ防止にお勧めの薄手グローブ

ワイプオールX70 （Lサイズ6つ折り）

◆V20エンビジョン
高いフィット性でズリ落ちを防止

◆V30ネメシス

◆軽くて強いアルミ製の台車、シンプル構造で補修も可能！

◆スタビライザー標準装備！
◆ワンタッチ操作で現場に革命を！

◆天板・脚部が伸縮し、作業範囲も
　広く使えます！

軽量タイプ、小顔対応で女性にもお勧め
◆V30ネメシスVL

クリーンガードダークブルーニトリルグローブ

製品番号：67620

製品番号：67640

製品番号：67645

日東工器㈱

サニタリーカプラ

CLM-100CLM-100CLM-100CLM-100

【特徴】
①工具無しで分解組立てが可能
②部品点数が少ない為洗浄性が良く、分解組立て時間の短縮につながる
③不意な離脱を防止するためにセーフティーロック構造を採用
④ヘルールと比較して大幅に作業が楽なワンタッチ構造を採用

◆3種類のパッド形状で狭い所、奥まった所、
　隅部の研磨作業に最適！
◆角パッド・・・隅の作業で弾かれにくい
◆2“パッド・・・狭い範囲だけを磨く
◆フィンガーパッド・・・一段下がった溝・
　掘り込みに届く
◆１つの本体で、３つのパッド形状を付け替え可能
◆レバー式、小型、軽量、低振動！
◆自動車板金塗装、板金、塗装、ダイカスト部品、
　機械加工部品など

◆3種類のパッド形状で狭い所、奥まった所、
　隅部の研磨作業に最適！
◆角パッド・・・隅の作業で弾かれにくい
◆2“パッド・・・狭い範囲だけを磨く
◆フィンガーパッド・・・一段下がった溝・
　掘り込みに届く
◆１つの本体で、３つのパッド形状を付け替え可能
◆レバー式、小型、軽量、低振動！
◆自動車板金塗装、板金、塗装、ダイカスト部品、
　機械加工部品など

展示会特価
当日発表

空気式研磨機
コンパクトマルチサンダー

携帯式磁気応用穴あけ機
アトラマスター（コードレスタイプ）

日々行っている分解・洗浄・組立ての煩わしさを解決します！！

CMX-20CMX-20CMX-20CMX-20

ヘルール取付け用

展示会特価展示会特価展示会特価展示会特価 当日発表

展示会特価展示会特価展示会特価展示会特価 当日発表

明るさ：3700ルーメン
照明角度：広角110°
電線仕様：VCT0.75SQ、3C、長さ5m
定格電圧：AC100V

明るさ：12000ルーメン
照明角度：360°
電線仕様：VCT1.25SQ、3C、長さ5m
定格電圧：AC100V
※三脚別売り（三脚CBX-3N）

ブレーカー・温度センサー付
しなやかソフトムケーブル採用
製品定格：100V・5A／コンセント個数：4個
漏電遮断器：過負荷付／長さ：30m
※標準価格￥25,000

型式：LLA-120K

型式：NAC1.0－1275

2連梯子ハチ型4m

スノコ式足場台

型式：LSS2-1.0-44
※5m～8mまで取り揃えております。※5m～8mまで取り揃えております。

定価 ¥100,000

用途：ステンレス用、金属用
サイズ：107×1.0×15mm

定価 ¥168,000

定価 ¥105,000

展示会特価

￥64,800￥64,800

展示会特価

￥25,000￥25,000

展示会特価 ￥220￥220

展示会特価

￥29,800￥29,800

展示会特価

￥68,800￥68,800

定価 ¥60,000

型式：DSL1.0-2712
※DSL1.0-2709もあります※DSL1.0-2709もあります

型式：KIT202

レヂボンエアグラインダ 
AG-58
レヂボンエアグラインダ
AG-58
レヂボンエアグラインダ 
AG-58

飛騨の匠　流星飛騨の匠　流星飛騨の匠　流星

狭い箇所での《研磨の悩み》にお応えします

◆小さなボディで
　バッテリ駆動のコードレス！
◆高所・狭所・電源のない現場に最適！
◆どこでも軽々。総重量6.7kgを実現
◆穴あけ能力3～10パイまで
◆ストレートシャンクドリルで
　穴あけが容易に！

㈱ピカコーポレイション

アルミ台車【CAF】 型式：CAF-4

型式：LM-180

軽量専用脚立LM 
「BEN-KEI」 ～便軽～

型式：LM-180

軽量専用脚立LM 
「BEN-KEI」 ～便軽～

型式：EWA-75

●最大積載荷重1000㎏の軽量アルミ台車
●積重ねできます
●大型キャスターを採用（φ150、ウレタン製）
●コーナー部に保護用パッド付
●キャスターの交換は工具１本で可能                          

●踏面幅55㎜　耐荷重130㎏
●他にはない長尺サイズ（240～300）ラインナップ
●楽々操作・収納。バーを持ち上げるだけで収納できます。

●最大積載荷重1000㎏の軽量アルミ台車
●積重ねできます
●大型キャスターを採用（φ150、ウレタン製）
●コーナー部に保護用パッド付
●キャスターの交換は工具１本で可能                          

定価 ¥1,800,000

●高所作業をより安全に、より効率的に
●収納しやすくエレベーターにも積載可能
●タワーと比べ、組立・解体の手間を省く
●1人でもスムーズ移動

定価 ¥20,500

●踏面幅55㎜　耐荷重130㎏
●他にはない長尺サイズ（240～300）ラインナップ
●楽々操作・収納。バーを持ち上げるだけで収納できます。

展示会特価

￥56,800￥56,800

展示会特価

￥11,800￥11,800

※作業床寸法660×680mm
※乗員数：1人
※運賃別途
※電源AC100V

※天板の高さ1.68m、質量5.8kg

油圧マスト式昇降作業台 ノビッと！ EWA油圧マスト式昇降作業台 ノビッと！ EWA
最大使用質量
160kg

最大使用質量130kg

展示会特価

￥1,500,000￥1,500,000 109
※表示価格は税別価格です※表示価格は税別価格です※表示価格は税別価格です※表示価格は税別価格です



●400dpi スタンダードモデル
　銘板やPLラベル、構内表示物の
　作成に最適です！

●600dpi 高画質モデル

●紙の針でしっかり綴じる！
　異物混入・分別廃棄・安心安全に
　対応したホッチキス！

希望小売価格 ¥218,000

展示会特価

マツモト機械㈱

㈱ミヤナガ㈱マキタ

マックス㈱

展示会特価展示会特価展示会特価展示会特価 当日発表

展示会特価展示会特価展示会特価展示会特価 当日発表

充電式ディスクグラインダー
GA408DRT

㈱モトユキ

厚物鉄鋼用チップソー
AT180W

フリーカットラベルプリンタ BEPOPフリーカットラベルプリンタ

チップソー切断機
GMC-305

円周溶接を効率よく！
独特なフラットカーボンアース集電機構で、
減速機がいたまず耐久性にすぐれています。
操作は各タイプとも足踏スイッチにて
簡単に運転できます。

充電式ハンマドリル
HR244DRGX

充電式インパクトドライバ
TD170DRGX

充電式インパクトレンチ
TW1001DRGX

回転治具機械 ポジショナー回転治具機械 ポジショナー

作業環境の改善をサポート。　
究極のコストパフォーマンス。
高鎮圧・長寿命・局部吸引。

溶接ヒューム回収装置 
ヒュームゼロ

品番：FZ-2010

このクラス最高の冷却能力！
このクラス最小の小型設計！
魅力ある低価格！

品番：MP-250B

CPM-100H4

フリーカットラベルプリンタ
CPM-100SH2

￥162,000￥180,000

希望小売価格 ¥324,000

展示会特価 ￥265,000￥265,000

希望小売価格 ¥6,800

定価 ¥1,090,000

定価 ¥1,200,000

展示会特価 ￥5,600￥5,600

品番：PS-1F、2F、3F、4F

展示会特価当日発表

屋外設置型モーターコンプレッサ 3馬力

手押し高所作業台
らくノリ君3.2

ボッシュ㈱

北越工業㈱

型式：SMS4ESD-5C

雨ざらしでも大丈夫！屋外設置可能なコンプレッサ

型式：ENHL032-1

BLモーター＋18v－6.0Ah

使いやす
さの頂点

へ

使いやす
さの頂点

へ

離せば止まる安全仕様！

充電式最強
のパワー

800N-m
充電式最強

のパワー

800N-m

・夏場のオーバーヒート回避。（排熱がこもらない為）
・屋外設置の為、ダクトや換気扇が必要ありません。
・工場内の油煙や粉塵を吸わない。

資格がいらない。
乗り降りワンステップの手押し高所作業台
・手押しの為、特別教育（高所作業車の資格）や
  特定自主検査（年1回の法定点検）が不要。
・床が低く乗り降りがワンステップ。
・センタ吊りフックがある為、クレーンで吊ることが可能。 

φ22までの

切断砥石と比べて約6倍の作業効率

ローラーサンダー GMC-HR-1A
黒皮除去に圧倒的な研削力

展示会特価

展示会特価

￥7,000￥7,000

￥118,000￥118,000

展示会特価

￥545,000￥545,000

展示会特価 ￥800,000￥800,000

展示会特価

￥94,800￥94,800

冷却水循環装置
ストリームジェントル

日立工機㈱

刈払い機

コードレスディスクグラインダ

インパクトレンチ

コードレスロータリーハンマドリル

ロータリーハンマドリル

ガバナ機構でパワフル＆軽量！
２サイクルエンジン、刈刃径　230ミリ
スピンドルロック搭載でラクラク刈刃交換
替刃1枚サービス　

6アンペアバッテリ搭載で更に作業時間アップ。
オートモード搭載で騒音・振動低減（無負荷時）
選べる外径100ミリ、125ミリ
切断トイシ1箱（10枚入）サービス

ACブラシレスモーター搭載で
電圧降下にも強い!!
締付トルク 360N・m、重量 2.5kg
エンジン発電機でも使用可能
ソケット1個サービス

穿孔速度40％アップ
ハツリ量 4.6kg／5分
6アンペアバッテリ搭載
取り回しの良い本体形状
3モード（回転＋打撃／回転／打撃）

低振動、Dハンドルタイプ
3モード（回転＋打撃／回転／打撃）
コンクリート 28ミリ、SDSプラスシャンク
ビット5本サービス

メーカー希望価格 
¥49,000

メーカー希望価格 
¥54,800

メーカー希望価格 ¥59,800

メーカー希望価格 ¥91,800

メーカー希望価格  ¥39,500

型式：CG24ECMP

型式：G18DBVL（LYPK）

型式：WR16SE

型式：DH18DBL（2LYPK）

型式：DH28PFY

￥34,300￥34,300

￥38,360￥38,360

￥41,650￥41,650

￥64,260￥64,260

￥27,650￥27,650

展示会特価

展示会特価

展示会特価

展示会特価

展示会特価
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その他、
出展メーカー
多数！！

その他、
出展メーカー
多数！！

その他、
出展メーカー
多数！！

その他、
出展メーカー
多数！！

角煮・豚まん・
キクラゲ・ウコンetc,
角煮・豚まん・
キクラゲ・ウコンetc,

㈱コロナ

沖縄物産レッキス工業㈱ ㈱ロブテックスレノックス

パイプマシン F50AⅢ

Gラインスコープ 3030

Gラインスコープ 2820

展示会特価 ￥329,000￥329,000

展示会特価 ￥460,000￥460,000

展示会特価 ￥207,000￥207,000

安全性と作業効率を追求した
レッキスのねじ切り機シリーズ！

ハイパフォ－マンスニッパ－

ハイパフォ－マン電工ペンチ

自動水平調整機能により
映像のトップが常に天井を向きます

クリアな画像が自慢です

ハイパーソーXS150S

展示会特価 ￥53,500￥53,500
200A対応チェーンバイス標準装備!!

ダイキン工業㈱

￥55,000￥55,000￥55,000
展示会特価

￥34,000￥34,000展示会特価
定価  ￥52,000

定価  ￥73,000

T1902413

T9097850

T1902415

グル－ブロックプライヤ－

セ－バ－ソ－ブレ－ド 850R

展示会特価当日発表

遠赤外線でムダなく、あったか
操作も、移動も、らくらく、便利。

やまびこ産業機械㈱ ㈱レヂトン
TIG溶接機
DGT300MC-W
◆300Aクラス高性能TIG溶接機
　TIG溶接、手棒溶接、2つの溶接が可能！

発電能力：単相100V 3KVA
本体乾燥質量：380kg

発電能力：単相100V 3.5KVA
使用溶接棒：2.0～4.0mm
本体乾燥質量：98.4kg

最大切断寸法：Φ185mm  □175mm
本体乾燥質量：52kg

◆オイルシリンダー式でケガキ合わせが簡単。
　前側から楽々のこ刃交換、切断後は自動で運転スイッチOFF！

定価 ¥2,380,000

展示会特別価格

定価 ¥380,000

展示会特別価格

バンドソ－
RB180FV-HA

◆アイドリングストップ・ワイヤレスリモコン付き
　リモコンの遠隔操作でエンジンON/OFF。
　溶接電流調整も出来ます。
定価 ¥789,000

展示会特別価格

ウエルダ－
EGW185M-IRC

￥1,200,000￥1,200,000

￥230,000￥230,000

￥420,000￥420,000

Crimping Tool AK-M1

●1丁2役で、使い勝手、持ち運びがグーンと便利に！
●絶縁被覆付閉端接続子と裸端子（スリーブP・B）の
　2種類に対応するマルチタイプ
●最も力が必要なCE5の柄荷重を約20%軽減！（従来品比）
●作業性の良いダイス歯口の並びで誤使用を防止
　（接続子の列、裸端子の列を分けて、容易に識別可能） L 214mm

H 66mm

寸法図

絶縁被覆付
閉端接続子用

裸端子・
裸スリーブ用

マルチ     圧着工具ミニ
1丁で「CE」と「裸」の5サイズに対応！
使い勝手、持ち運びがグーンと便利に！

展示会特価当日発表展示会特価当日発表

ERFT11RS
温度
センサーで

あたたまったら
自動セーブ

新しいフォルムで空間をスタイリッシュに

mini
Series

ST
Series

WZ
Series

No.1の消臭性能を実現。
コロナ石油ファンヒーターの
最高峰。

誰でも簡単に使える
ユニバーサルデザイン。
「暖房のコロナ」の
スタンダードファンヒーター。

エアコンとの併用、
子ども部屋や寝室にも。
業界トップクラスの
省スペースコンパクト設計。

No.1の消臭性能を実現。
コロナ石油ファンヒーターの
最高峰。

【トリプルエコ】　
1．省エネセンサー：人の動きを検知し、火力を調整・消火
2．気流ルーバー：床暖房のような暖かさ、お部屋全体をムラなく快適温風！
3．ecoモード：ワンタッチで、ラクラク省エネ運転

【トリプルエコ】　
1．省エネセンサー：人の動きを検知し、火力を調整・消火
2．気流ルーバー：床暖房のような暖かさ、お部屋全体をムラなく快適温風！
3．ecoモード：ワンタッチで、ラクラク省エネ運転

１．使いやすい大型操作パネル搭載
２．お好みの火力が選べる。弱火力で灯油長持ち
３．ecoモードで節約。ワンタッチで省エネ運転

誰でも簡単に使える
ユニバーサルデザイン。
「暖房のコロナ」の
スタンダードファンヒーター。

エアコンとの併用、
子ども部屋や寝室にも。
業界トップクラスの
省スペースコンパクト設計。

13 1413
※表示価格は税別価格です※表示価格は税別価格です※表示価格は税別価格です※表示価格は税別価格です


