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特別セット早い者勝ち！５セット限定！特別セット早い者勝ち！５セット限定！

マキタ・日立バッテリー
大 特 価 販 売 中 ！
マキタ・日立バッテリー
大 特 価 販 売 中 ！

日立
コードレス丸ノコセット
日立
コードレス丸ノコセット

マキタ
高圧エア釘打機
マキタ
高圧エア釘打機
AN933HAN933H

38,000円38,000円38,000円

101,250円101,250円101,250円

定価 54,200 円定価 54,200 円

定価 135,000 円定価 135,000 円

インパクトドライバーセットとコードレスグラインダー、
さらに予備バッテリー１つとライト・ビット・作業袋がついて
この価格です！

インパクトドライバーセットとコードレスグラインダー、
さらに予備バッテリー１つとライト・ビット・作業袋がついて
この価格です！

排気エアを効率よく再利用、
エア消費量従来機比約２０％低減
排気エアを効率よく再利用、
エア消費量従来機比約２０％低減

C14DBL(NN)+＋バッテリ5A(BSL1450)＋作業袋＋チップソー１枚
１４.４Ｖセット

C18DBL(NN)+＋バッテリ5A(BSL1850)＋作業袋＋チップソー１枚
１８Ｖセット

C14DBL(NN)+＋バッテリ5A(BSL1450)＋作業袋＋チップソー１枚
１４.４Ｖセット

C18DBL(NN)+＋バッテリ5A(BSL1850)＋作業袋＋チップソー１枚
１８Ｖセット

40,000円40,000円40,000円定価 60,200 円定価 60,200 円

日立   14.4V コードレスインパクトドライバーセット日立   14.4V コードレスインパクトドライバーセット

WH14DSL2＋バッテリ3A(BSL1430)+G14DSL(NN)+UB18DDL+作業袋＋
力こぶビット65㎜・110㎜各1個
WH14DSL2＋バッテリ3A(BSL1430)+G14DSL(NN)+UB18DDL+作業袋＋
力こぶビット65㎜・110㎜各1個

44,800円44,800円44,800円定価 87,400 円定価 87,400 円５セット限定！５セット限定！

１０セット限定！
コードレスワークライト(UBL18DGL(NN))サービス！
１０セット限定！
コードレスワークライト(UBL18DGL(NN))サービス！

日立
14.4V / 4Ah
コードレス
インパクトドライバー

日立
14.4V / 4Ah
コードレス
インパクトドライバー

日立
14.4V / 5Ah
コードレス
インパクトドライバー

日立
14.4V / 5Ah
コードレス
インパクトドライバー

WH14DDL(2LLCK) 4.0AhWH14DDL(2LLCK) 4.0Ah WH14DDL(2LJCK) 5.0AhWH14DDL(2LJCK) 5.0Ah

44,800円44,800円44,800円
定価 59,800 円定価 59,800 円

47,000円47,000円47,000円
定価 62,700 円定価 62,700 円
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マキタ
充電式
インパクトドライバー

マキタ
充電式
インパクトドライバー
TD147DRFX 18Ｖ 3.0AhTD147DRFX 18Ｖ 3.0Ah

40,000円40,000円40,000円
定価 61,000 円定価 61,000 円

色 ライム・ピンクのみ！
残り５台！
色 ライム・ピンクのみ！
残り５台！

下取り＋エアホース１５ｍサービス！下取り＋エアホース１５ｍサービス！

キングタイガー
チップソー

キングタイガー
チップソー

165・190×52P 5 枚組165・190×52P 5 枚組

7,500円7,500円7,500円

日立
スーパーチップソー
(ブラックⅡ)

日立
スーパーチップソー
(ブラックⅡ)
165・190×52P 5 枚組165・190×52P 5 枚組

15,000円15,000円15,000円
定価 25,000 円定価 25,000 円

マキタ
レーザースリットソー
(プレミアムコーディング)

マキタ
レーザースリットソー
(プレミアムコーディング)
165・190×52P 5 枚組165・190×52P 5 枚組

15,000円15,000円15,000円
定価 24,500 円定価 24,500 円



マキタ ・ 日立 ミニ展示会開催いたします！！
１０月２３・２４日　１６：００～１９：００　当社にて開催！ご来場おまちしております。　１０月２３・２４日　１６：００～１９：００　当社にて開催！ご来場おまちしております。　１０月２３・２４日　１６：００～１９：００　当社にて開催！ご来場おまちしております。　

11月中旬～下旬入荷予定！お問い合わせ下さい！11月中旬～下旬入荷予定！お問い合わせ下さい！

1,850円1,850円1,850円

明るさ160ルーメン
ズームイン・ズームアウト
機能付き

明るさ160ルーメン
ズームイン・ズームアウト
機能付き

１馬力エアコンプレッサー＋インパクトレンチ＋
エアホース＋エアダスター＋タイヤチャックのセットです！
１馬力エアコンプレッサー＋インパクトレンチ＋
エアホース＋エアダスター＋タイヤチャックのセットです！

アネスト岩田キャンベル

タイヤ交換セット
アネスト岩田キャンベル

タイヤ交換セット

電動式除雪機
スノーエレファント
電動式除雪機
スノーエレファント

EARTH MAN
LED 作業用
ワークライト

EARTH MAN
LED 作業用
ワークライト

D-1000D-1000

20Wクランプ式
明るさ 1179 ルーメン
20Wクランプ式
明るさ 1179 ルーメン

38,000円38,000円38,000円

5,500円5,500円5,500円

23,000円23,000円23,000円

ヘッドライト各種ヘッドライト各種

明るさ180ルーメン
手を触れずにON/OFFできる
センサースイッチ搭載

明るさ180ルーメン
手を触れずにON/OFFできる
センサースイッチ搭載

GENTOS HW-999H
明るさ230ルーメン
フォーカスコントロール
照射距離約132m

GENTOS HW-999H
明るさ230ルーメン
フォーカスコントロール
照射距離約132m

2,190円2,190円2,190円 3,780円3,780円3,780円

日立
コードレス
ワークライト

日立
コードレス
ワークライト

UB18DJL 本体のみ
角度を自由に調整可能
明るさ３段階

UB18DJL 本体のみ
角度を自由に調整可能
明るさ３段階

4,800円4,800円4,800円
定価 6,400 円定価 6,400 円

マキタ
充電式 LED
スタンドライト

マキタ
充電式 LED
スタンドライト

ML805 本体のみ
防じん・防滴
明るさ２段階

ML805 本体のみ
防じん・防滴
明るさ２段階

11,100円11,100円11,100円
定価 14,900 円定価 14,900 円

マキタ
TD090 ハグハグライト充電式ラジオセット
マキタ
TD090 ハグハグライト充電式ラジオセット
CK1002SP / 10.8VシリーズCK1002SP / 10.8Vシリーズ

19,400円19,400円19,400円
定価 29,600 円定価 29,600 円

インパクト・ラジオ・ライト・
バッテリー２本をひとまとめ！
インパクト・ラジオ・ライト・
バッテリー２本をひとまとめ！

マキタ  350mmエンジンチェーンソーマキタ  350mmエンジンチェーンソー
MEA3201MMEA3201M

28,000円28,000円28,000円
定価 40,500 円定価 40,500 円

「最大出力・回転安定性・再始動性」が向上した、
ニューシリーズ！
「最大出力・回転安定性・再始動性」が向上した、
ニューシリーズ！

マキタ  350mm電動式チェーンソーマキタ  350mm電動式チェーンソー
MCU3541MMCU3541M

15,400円15,400円15,400円
定価 22,600 円定価 22,600 円

粘り強い切断と作業性を追求。
薪作り、枕木の切断に！

粘り強い切断と作業性を追求。
薪作り、枕木の切断に！

マキタ  充電式クリーナーマキタ  充電式クリーナー
CL100DW本体のみ 
10.8Vシリーズ
CL100DW本体のみ 
10.8Vシリーズ

4,300円4,300円4,300円
定価 5,800 円定価 5,800 円

５００円玉も吸い込む吸引力！５００円玉も吸い込む吸引力！

マキタ 
充電式レシプロソー
マキタ 
充電式レシプロソー
JR101DZ 本体のみ
10.8Vシリーズ
JR101DZ 本体のみ
10.8Vシリーズ

11,100円11,100円11,100円
定価 14,800 円定価 14,800 円

上向き作業もラクラク！
軽量コンパクト、重量わずか1.1kg（バッテリー含む）

上向き作業もラクラク！
軽量コンパクト、重量わずか1.1kg（バッテリー含む）

電動で手軽（本体１７ｋｇ）、静か。
雪を切り裂くロータリーブレード採用
電動で手軽（本体１７ｋｇ）、静か。
雪を切り裂くロータリーブレード採用

クマガイ電工 
あったかベスト
クマガイ電工 
あったかベスト

SHV-02SHV-02

首・背中・腰まで
寒さに負けない暖かさ！
ヒーター付ベスト
サイズS・M・L

首・背中・腰まで
寒さに負けない暖かさ！
ヒーター付ベスト
サイズS・M・L

14,800円14,800円14,800円


