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※表示価格は税抜価格となります

H28.6 No.53H28.6 No.53

KINGJIM  ラベルプリンターKINGJIM  ラベルプリンター

23,200円23,200円
SR5900PSR5900P

世界最小サイズのA3カラースタンダードモデル。世界最小サイズのA3カラースタンダードモデル。

OKI  A3 カラー LEDプリンタOKI  A3 カラー LEDプリンタ

コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル。コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル。

OKI  A3 プリンタOKI  A3 プリンタ

B801nB801nC811dnC811dn

OLYMPUS  工事写真用カメラOLYMPUS  工事写真用カメラ

TG-3 工一郎TG-3 工一郎

55,000円55,000円 35,000円35,000円

65,600円65,600円 ノート PC用クーラーパッドノート PC用クーラーパッド

6,800円6,800円
定価￥9,000定価￥9,000

Canon コンパクトデジタルカメラCanon コンパクトデジタルカメラ

34,000円34,000円
PowerShot

D-30
PowerShot

D-30

ELECOM
屋外専用防滴レーザーポインター
ELECOM
屋外専用防滴レーザーポインター

15,000円15,000円

MYZOX  高周波建築水分計MYZOX  高周波建築水分計

21,600円21,600円
HT-20

定価￥25,000
HT-20

定価￥25,000 STS  電動エレベーター三脚STS  電動エレベーター三脚

36,200円36,200円
REL-230Light
定価￥48,200
REL-230Light
定価￥48,200

LEIKA
回転レーザーレベル受光器
LEIKA
回転レーザーレベル受光器

45,600円45,600円
ロッドアイ 160
定価￥57,000
ロッドアイ 160
定価￥57,000

STS
受光器スライド式スケール棒
STS
受光器スライド式スケール棒

7,000円7,000円

SIB240
定価￥11,500

SIB240
定価￥11,500

SOKKIA 
電子セオドライト

SOKKIA 
電子セオドライト

297,000円297,000円

DT940LS
定価￥380,000

DT940LS
定価￥380,000

ノートパソコンに合わせてファンを前後に移動
できるクーラーパッド。17型ワイドまで対応。
ノートパソコンに合わせてファンを前後に移動
できるクーラーパッド。17型ワイドまで対応。

※色：ブルーのみ※色：ブルーのみ

材料に傷付けずに
木材・コンクリートの
水分測定ができます。

材料に傷付けずに
木材・コンクリートの
水分測定ができます。

5 / 8ネジ対応5 / 8ネジ対応

数値表示タイプ・現行の全メーカー対応！数値表示タイプ・現行の全メーカー対応！

受光器をスライドして簡単位置決め！
比較高低差が一目でわかります。
受光器をスライドして簡単位置決め！
比較高低差が一目でわかります。

防水・防塵・耐衝撃！
現場用デジカメ！
防水・防塵・耐衝撃！
現場用デジカメ！
防水・防塵・耐衝撃！
現場用デジカメ！

レーザーポインター搭載の
人気機種です！

レーザーポインター搭載の
人気機種です！

レーザーポインター搭載の
人気機種です！

リモコンで遠隔操作可能！
 水平高にレーザーを合わせるのに最適！
リモコンで遠隔操作可能！
 水平高にレーザーを合わせるのに最適！
リモコンで遠隔操作可能！
 水平高にレーザーを合わせるのに最適！

防水・防塵・耐衝撃防水・防塵・耐衝撃

測定深さ：木材20mm、コンクリート10mm測定深さ：木材20mm、コンクリート10mm
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9,800円9,800円
プーマ安全靴新登場！プーマ安全靴新登場！プーマ安全靴新登場！

4,480円4,480円

13,200円13,200円

PRT120F 天板高さ 0.98 ～ 1.42ｍ
定価￥29,500

PRT120F 天板高さ 0.98 ～ 1.42ｍ
定価￥29,500

最新トレンドを注入した、
安全靴お試しあれ！
運賃別途１０００円、
３足以上元払い。
納期は都度ご確認ください。

最新トレンドを注入した、
安全靴お試しあれ！
運賃別途１０００円、
３足以上元払い。
納期は都度ご確認ください。

プーマ安全靴プーマ安全靴

ＦｕｓｅＭｏｔｉｏｎ / ブラックＦｕｓｅＭｏｔｉｏｎ / ブラック ＦｕｓｅＭｏｔｉｏｎ / レッドＦｕｓｅＭｏｔｉｏｎ / レッド ＦｕｓｅＭｏｔｉｏｎ / イエローＦｕｓｅＭｏｔｉｏｎ / イエロー ＳｐｅｅｄＬｏｗ 
ブラック / シルバー

ＳｐｅｅｄＬｏｗ 
ブラック / シルバー

KｉｃｋFｌｉｐ / レッドKｉｃｋFｌｉｐ / レッド KｉｃｋFｌｉｐ / ブルーKｉｃｋFｌｉｐ / ブルー ＡｉｒＴｗｉｓｔ / オレンジＡｉｒＴｗｉｓｔ / オレンジ ＡｉｒＴｗｉｓｔ / グリーンＡｉｒＴｗｉｓｔ / グリーン

ＳｐｅｅｄＬｏｗ
ホワイト / ブラック

ＳｐｅｅｄＬｏｗ
ホワイト / ブラック

MOCAP セフティーシューズMOCAP セフティーシューズ
サイズ24.5/25/25.5/26/26.5/27/28　在庫はその都度ご確認ください。サイズ24.5/25/25.5/26/26.5/27/28　在庫はその都度ご確認ください。 大人のカジュアルセーフティーシューズ！大人のカジュアルセーフティーシューズ！大人のカジュアルセーフティーシューズ！

CPM240CPM240 CPM6130CPM6130 CPM246CPM246 CPM340CPM340 CPM345CPM345

4,620円4,620円 4,620円4,620円 4,480円4,480円 4,480円4,480円

アルインコ
伸縮脚付はしご兼用脚立
アルインコ
伸縮脚付はしご兼用脚立

アルインコ
アルミ脚立
アルインコ
アルミ脚立

PRT150F 天板高さ 1.28 ～ 1.72ｍ
定価￥33,000

PRT150F 天板高さ 1.28 ～ 1.72ｍ
定価￥33,000

PRT180F 天板高さ 1.57 ～ 2.01ｍ
定価￥38,000

PRT180F 天板高さ 1.57 ～ 2.01ｍ
定価￥38,000

PRT210F 天板高さ 1.87 ～ 2.31ｍ
定価￥44,000

PRT210F 天板高さ 1.87 ～ 2.31ｍ
定価￥44,000

14,800円14,800円

17,100円17,100円

19,800円19,800円

3,500円3,500円
PRS60W 定価￥9,500PRS60W 定価￥9,500

3,880円3,880円
PRS90W 定価￥10,500PRS90W 定価￥10,500

4,600円4,600円
PRS120W 定価￥12,500PRS120W 定価￥12,500

5,880円5,880円
PRS150W 定価￥16,500PRS150W 定価￥16,500

7,000円7,000円
PRS180W 定価￥19,500PRS180W 定価￥19,500

8,750円8,750円
PRS210W 定価￥24,000PRS210W 定価￥24,000

キャンペーン期間中、運賃メ－カー元払い！キャンペーン期間中、運賃メ－カー元払い！キャンペーン期間中、運賃メ－カー元払い！

一側足場  
240 巾 1 セット
一側足場  
240 巾 1 セット

一側足場
400 巾 1 セット
一側足場
400 巾 1 セット

149,000円149,000円 167,000円167,000円

支柱　　　　MA-27　　    6 本
支柱　　　　MA-36　　    6 本
ブラケット　MB-4　　    18 台
手摺　　　　MC-18　      20 本
足場板　　　MD-1802　15 枚
ジャッキベース　ME-6　  6 台
アンダーベース　　　　   6 個

支柱　　　　MA-27　　    6 本
支柱　　　　MA-36　　    6 本
ブラケット　MB-4　　    18 台
手摺　　　　MC-18　      20 本
足場板　　　MD-1802　15 枚
ジャッキベース　ME-6　  6 台
アンダーベース　　　　   6 個

支柱　　　　MA-27　　     6 本
支柱　　　　MA-36　　     6 本
ブラケット　MB-6　          18 台
手摺　　　　MC－18　    20 本
足場板　　　MD-1804 　15 枚
ジャッキベース　ME-6　   6 台
アンダーベース　　　　     6 個

支柱　　　　MA-27　　     6 本
支柱　　　　MA-36　　     6 本
ブラケット　MB-6　          18 台
手摺　　　　MC－18　    20 本
足場板　　　MD-1804 　15 枚
ジャッキベース　ME-6　   6 台
アンダーベース　　　　     6 個
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マキタ 
41mm高圧ねじ打ち機
マキタ 
41mm高圧ねじ打ち機

69,000円69,000円

下取り値引きあり！下取り値引きあり！下取り値引きあり！

AR411HR
定価￥93,000
AR411HR
定価￥93,000

マキタ 
4mm高圧フロアタッカ
マキタ 
4mm高圧フロアタッカ

66,500円66,500円AT450HA
定価￥89,000
AT450HA
定価￥89,000

マキタ 
高圧ピンタッカ

マキタ 
高圧ピンタッカ

45,500円45,500円AF501HP
定価￥61,000
AF501HP
定価￥61,000

マキタ 
エアーコンプレッサー
マキタ 
エアーコンプレッサー

157,000円157,000円
AC461XL

定価￥210,000
AC461XL

定価￥210,000

マキタ 14.4V5Ah充電式
インパクト
ドライバー

マキタ 14.4V5Ah充電式
インパクト
ドライバー

44,000円44,000円

TD137DRTX
定価￥62,700
TD137DRTX
定価￥62,700

マキタ18V5Ah充電式
インパクト
ドライバ

マキタ18V5Ah充電式
インパクト
ドライバ

46,000円46,000円

TD148DSP1
定価￥66,800
TD148DSP1
定価￥66,800

マキタ
マックパック
マキタ
マックパック

3,000円3,000円

日立
エアーコンプレッサー
日立
エアーコンプレッサー

159,000円159,000円
EC1445H2
定価￥213,000
EC1445H2
定価￥213,000

日立
90㎜高圧釘打ち機
日立
90㎜高圧釘打ち機

108,500円108,500円
NV90HR

定価￥145,000
NV90HR

定価￥145,000

日立
41mm高圧ねじ打ち機

日立
41mm高圧ねじ打ち機

71,000円71,000円
WH4H3

定価￥95,000
WH4H3

定価￥95,000

日立
ロータリーハンマドリル
日立
ロータリーハンマドリル

29,600円29,600円
DH28PCY
定価￥39,500
DH28PCY
定価￥39,500

日立
14.4V3Ah充電式
インパクトドライバ

日立
14.4V3Ah充電式
インパクトドライバ

36,500円36,500円

WH14DKL
定価￥53,800
WH14DKL
定価￥53,800

日立  14.4V6Ahインパクト
＋丸ノコ＋バッテリー1個
数量限定特別セット品

日立  14.4V6Ahインパクト
＋丸ノコ＋バッテリー1個
数量限定特別セット品

74,000円74,000円
WH14DDL2(2LYPK)+C14DBL(NN)
+BSL1460
定価￥113,500

WH14DDL2(2LYPK)+C14DBL(NN)
+BSL1460
定価￥113,500

日立  18V6Ahインパクト
＋丸ノコ＋バッテリー1個
数量限定特別セット品

日立  18V6Ahインパクト
＋丸ノコ＋バッテリー1個
数量限定特別セット品

81,500円81,500円
WH18DDL2(2LYPK)+C18DBL(NN)
+BSL1860
定価￥128,100

WH18DDL2(2LYPK)+C18DBL(NN)
+BSL1860
定価￥128,100

日立18V6Ahインパクト
＋ドリル＋バッテリー1個
数量限定特別セット品

日立18V6Ahインパクト
＋ドリル＋バッテリー1個
数量限定特別セット品

78,500円78,500円
WH18DDL2(2LYPK)+DS18DBL2(NN)
+BSL1860
定価￥123,900

WH18DDL2(2LYPK)+DS18DBL2(NN)
+BSL1860
定価￥123,900

日立
18V3Ah充電式
インパクトドライバ

日立
18V3Ah充電式
インパクトドライバ

39,500円39,500円

WH18DKL
定価￥58,000
WH18DKL
定価￥58,000

MAX
エアーコンプレッサー
MAX
エアーコンプレッサー

154,500円154,500円

AK-HL1270E
定価￥206,000
AK-HL1270E
定価￥206,000

MAX  90㎜
高圧釘打ち機
MAX  90㎜

高圧釘打ち機

108,000円108,000円

HN-90N4(D)
定価￥144,000
HN-90N4(D)

定価￥144,000

MAX  41mm
高圧ねじ打ち機
MAX  41mm

高圧ねじ打ち機

69,300円69,300円

HV-R41G4
定価￥92,500
HV-R41G4

定価￥92,500

MAX　高圧4MA
フロアステープル
MAX　高圧4MA
フロアステープル

64,000円64,000円

HA-50F1(D)
定価￥85,500
HA-50F1(D)
定価￥85,500

MAX　18V5.0Ah充電式
フィニッシュネイラ
MAX　18V5.0Ah充電式
フィニッシュネイラ

61,800円61,800円

TJ-35FN1-BC/50A
定価￥82,500
TJ-35FN1-BC/50A
定価￥82,500

タイプ1タイプ1

エアーツール下取り値引き+高圧エアーホース 6Φ20mサービス！エアーツール下取り値引き+高圧エアーホース 6Φ20mサービス！エアーツール下取り値引き+高圧エアーホース 6Φ20mサービス！

数量限定！
100 周年モデルゴールド！
数量限定！
100 周年モデルゴールド！
数量限定！
100 周年モデルゴールド！

定型サイズで優れた収納性 !
道具をスマートに整理整頓 !
定型サイズで優れた収納性 !
道具をスマートに整理整頓 !
定型サイズで優れた収納性 !
道具をスマートに整理整頓 !

エアーコンプレッサ・エアーツール下取り値引きあり！エアーコンプレッサ・エアーツール下取り値引きあり！エアーコンプレッサ・エアーツール下取り値引きあり！

カーボン付きタイプカーボン付きタイプ

カーボン付きタイプカーボン付きタイプ

特別値引きあり！特別値引きあり！特別値引きあり！ 下取り値引き  or  高圧エアーホース 6Φ15mサービス！下取り値引き  or  高圧エアーホース 6Φ15mサービス！下取り値引き  or  高圧エアーホース 6Φ15mサービス！
ホース不要で快適作業！
型枠の面木打ちに最適！
ホース不要で快適作業！
型枠の面木打ちに最適！
ホース不要で快適作業！
型枠の面木打ちに最適！

タイプ2タイプ2

タイプ3タイプ3

タイプ4タイプ4
↑収納可能モデル例

※先端工具を取外し、本体＋バッテリ２本＋充電器収納可能
↑収納可能モデル例

※先端工具を取外し、本体＋バッテリ２本＋充電器収納可能

定価￥4,000定価￥4,000

定価￥5,000定価￥5,000

定価￥6,000定価￥6,000

定価￥7,000定価￥7,000

3,750円3,750円

4,500円4,500円

5,250円5,250円

13mm
ハンマドリルチャック
（定価 11,000 円）1個サービス！

13mm
ハンマドリルチャック
（定価 11,000 円）1個サービス！

13mm
ハンマドリルチャック
（定価 11,000 円）1個サービス！

チップソー 1枚サービス！チップソー 1枚サービス！チップソー 1枚サービス！ チップソー 1枚サービス！チップソー 1枚サービス！チップソー 1枚サービス！

インパクトのフルセット＋丸ノコ or ドリル＋バッテリー１個の特別限定セット！！インパクトのフルセット＋丸ノコ or ドリル＋バッテリー１個の特別限定セット！！インパクトのフルセット＋丸ノコ or ドリル＋バッテリー１個の特別限定セット！！

マキタ・日立電池大特価！マキタ・日立電池大特価！マキタ・日立電池大特価！※掲載外のエアー工具・電動工具もお気軽にご相談下さい。
※下取り値引・特別値引価格明細は従業員までお問い合わせ下さい。
※掲載外のエアー工具・電動工具もお気軽にご相談下さい。
※下取り値引・特別値引価格明細は従業員までお問い合わせ下さい。
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NAKAYA
木工用折込鋸
NAKAYA
木工用折込鋸

4,410円4,410円
富士山のこ富士山のこ

どれでも5枚＋ヘリラジコン付どれでも5枚＋ヘリラジコン付

本体・替刃 3枚組セット！本体・替刃 3枚組セット！本体・替刃 3枚組セット！

ネオソー
たて・よこ・ななめ本体
ネオソー
たて・よこ・ななめ本体

1,820円1,820円
210mm210mm

マグナム
片口ハンマー
マグナム
片口ハンマー

2,560円2,560円
375g375g

エックスビーム
アルミダイキャスト

折込鋸

エックスビーム
アルミダイキャスト

折込鋸

2,100円2,100円
210mm210mm

3M
テープカッタR
3M
テープカッタR

2,310円2,310円
49544954

シンワ
スケール　ライトギア
シンワ
スケール　ライトギア

900円900円

フジマック
セブンタップコード

フジマック
セブンタップコード

2,250円2,250円
15A/10m15A/10m

リングスターダブルセットリングスターダブルセット

2,500円2,500円
PD-4600WPD-4600W

マッハ
高圧エアホース
マッハ
高圧エアホース

8,000円8,000円
GY-620 6φ×20M GY-620 6φ×20M 

ハタヤ
BFX延長コード

ハタヤ
BFX延長コード

5,600円5,600円

BFX-013KC
屋外用防雨型
BFX-013KC
屋外用防雨型

リョービ
ロック付減圧レギュレーター
リョービ
ロック付減圧レギュレーター

7,700円7,700円
GAR-2509NGAR-2509N

BM  ボードデンマル
石こうボード用チップソー
BM  ボードデンマル
石こうボード用チップソー

2,150円2,150円
100Φ
定価￥3,400
100Φ
定価￥3,400

レーザーさげふり＆ターゲットレーザーさげふり＆ターゲット 45,000円45,000円

ブラックパール  サイレントチップソーブラックパール  サイレントチップソー 125×40P/165・190×52P125×40P/165・190×52P

オカクズやヤニが
付きにくいフッ素塗装刃、
アルミダイキャストの為

軽量です。

オカクズやヤニが
付きにくいフッ素塗装刃、
アルミダイキャストの為

軽量です。

どれでも5枚＋ハマーラジコン付どれでも5枚＋ハマーラジコン付

スライド用
190×72P
スライド用
190×72P

2,200円2,200円
125Φ
定価￥3,500
125Φ
定価￥3,500

柄を保護する
プロテクター付
柄を保護する
プロテクター付

縦・横・斜め、
スムーズにカット！
縦・横・斜め、
スムーズにカット！
縦・横・斜め、
スムーズにカット！

軽量で使いやすい！軽量で使いやすい！軽量で使いやすい！

危険な漏電・感電事故を未然に防ぎ、
使いすぎもしっかり感知。

危険な漏電・感電事故を未然に防ぎ、
使いすぎもしっかり感知。

危険な漏電・感電事故を未然に防ぎ、
使いすぎもしっかり感知。

建具の化粧テープの
直線はもちろん、
曲線もカットできます。

建具の化粧テープの
直線はもちろん、
曲線もカットできます。

10 本限定！10本限定！10本限定！

大 460(L)×265(W)×233(H) ㎜中皿付
小 385(L)×202(W)×140(H)mm中皿なし
大 460(L)×265(W)×233(H) ㎜中皿付
小 385(L)×202(W)×140(H)mm中皿なし
2 個セットでお得！2個セットでお得！2個セットでお得！

切断ボード、表面紙も綺麗に切断できます。切断ボード、表面紙も綺麗に切断できます。切断ボード、表面紙も綺麗に切断できます。

先端、中間合計 7コンセント先端、中間合計 7コンセント

これ一本で作業場もスッキリ！これ一本で作業場もスッキリ！これ一本で作業場もスッキリ！
JIS1 級規格、
ロック、
ゴムカバー付き

JIS1 級規格、
ロック、
ゴムカバー付き
25 mm幅×5.5m25 mm幅×5.5m

高圧→常圧高圧→常圧高圧→常圧

10,000円10,000円

9,000円9,000円

2,800円2,800円

6 / 4 (土) 店舗横の配送センター
にて開催いたします！

当日ご来場のお客様全員にくじ引き抽選会！おにぎり・豚汁ご用意しております。

ナイターバーゲンのお知らせ
16 : 0 0 ～ 2 0 : 0 01 6 : 0 0 ～ 2 0 : 0 0当日限りの数量限定特価品、多数ご用意！！
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