
H29.3H29.3NO.58NO.58
【広告有効期間】
平成29年3月1日～3月31日迄
【広告有効期間】
平成29年3月1日～3月31日迄

空撮や、自然環境のリサーチなど様々な用途で注目されているドローン。
建築・土木現場でも広く活用されるようになりました！
工事写真や工事の進捗状況の把握等、色々な用途で使われています！
皆様にあった使い方をしてみませんか？

空撮や、自然環境のリサーチなど様々な用途で注目されているドローン。
建築・土木現場でも広く活用されるようになりました！
工事写真や工事の進捗状況の把握等、色々な用途で使われています！
皆様にあった使い方をしてみませんか？

空撮や、自然環境のリサーチなど様々な用途で注目されているドローン。
建築・土木現場でも広く活用されるようになりました！
工事写真や工事の進捗状況の把握等、色々な用途で使われています！
皆様にあった使い方をしてみませんか？

アルインコ  伸縮脚付足場台アルインコ  伸縮脚付足場台

17,000 円17,000 円

PXGE-1014W
定価￥43,500 
PXGE-1014W
定価￥43,500 

SK-11  トラックマットSK-11  トラックマット

6,400円6,400円

SOKKIA
水平回転レーザー  三脚付
SOKKIA
水平回転レーザー  三脚付

107,000円107,000円

DJI ドローン  Phantom4 PRODJI ドローン  Phantom4 PRO

210,000円210,000円

５ｍｍ
SKM-5C
５ｍｍ
SKM-5C

LP515LP515

ピカ 四脚アジャスト式足場板ピカ 四脚アジャスト式足場板

10,900円10,900円

DWX-W6908C
定価￥29,200
DWX-W6908C
定価￥29,200

TOPCON
水平回転レーザー
TOPCON
水平回転レーザー

75,000円75,000円
電池式電池式
RL-H4CDBRL-H4CDB

LEICA
オートレベル　三脚付
LEICA
オートレベル　三脚付

54,000円54,000円
NA532NA532

SK-11
あおりガード
１００㎝

SK-11
あおりガード
１００㎝

700円700円
あおり・とりいを
キズからガード。
滑り止め効果もあります！

あおり・とりいを
キズからガード。
滑り止め効果もあります！

SKO-100SKO-100

アルミス
アルミ軽トラックテント（幌）
アルミス
アルミ軽トラックテント（幌）

49,000円49,000円
KST-1.9KST-1.9

SK-11
シートフレーム

SK-11
シートフレーム

2,200円2,200円
シートに傾斜をもたせ、
水たまりを防止します。
シートに傾斜をもたせ、
水たまりを防止します。

SKS-110SKS-110

SK-11 トラックロープSK-11 トラックロープ

1,600円1,600円
SKR-K1220SKR-K1220
混撚混撚

9,300円9,300円
７ｍｍ
SKM-7C
７ｍｍ
SKM-7C

SK-11  軽トラックシートSK-11  軽トラックシート

4,000円4,000円
緑

SKS-C1821GR
緑

SKS-C1821GR

3,100円3,100円
スーパークール
SKS-K1821WH
スーパークール
SKS-K1821WH

7,000円7,000円
Ｎｅｏ

SKS-R1921GR
Ｎｅｏ

SKS-R1921GR

OLYMPUS
デジタルカメラ STYLUS
OLYMPUS
デジタルカメラ STYLUS

55,000円55,000円

防水15m　防塵・耐衝撃2.1m
耐荷重100kgf・耐低温-10℃
防水15m　防塵・耐衝撃2.1m
耐荷重100kgf・耐低温-10℃

TG-4TG-4

アドテック
ＳＤＨＣカード
アドテック
ＳＤＨＣカード

1,500円1,500円
16GB16GB

OKI  Ａ４カラー
ＬＥＤ複合機
OKI  Ａ４カラー
ＬＥＤ複合機

83,800円83,800円

コピー・ＦＡＸ・
プリント・スキャナ機能
コピー・ＦＡＸ・
プリント・スキャナ機能

MC363dnwMC363dnw

測量機の点検・修理承ります！測量機の点検・修理承ります！測量機の点検・修理承ります！

ポリエステルポリエステル

2,500円2,500円
SKR-P1220SKR-P1220

SK-11
ゴムロープＪフック
SK-11
ゴムロープＪフック

300円300円
SKG-R1090BKSKG-R1090BK

天板寸法400×1200 高さ 1.01~1.45m天板寸法400×1200 高さ 1.01~1.45m 天板寸法420×820 高さ0.6~0.91m天板寸法420×820 高さ0.6~0.91m

在庫処分　限定２台 在庫処分　限定３台

SK-11
ディスクグラインダースタンド
SK-11
ディスクグラインダースタンド

2,500円2,500円

2,800円2,800円
32GB32GB

100mm/125mm用ディスク
グラインダーに取り付け可能ですが、
本体にサイドハンドル
取り付け穴(M8,M10サイズ)
左右2ヶ所がある機種に限ります。
※グラインダー本体は含まれません。

100mm/125mm用ディスク
グラインダーに取り付け可能ですが、
本体にサイドハンドル
取り付け穴(M8,M10サイズ)
左右2ヶ所がある機種に限ります。
※グラインダー本体は含まれません。

荷台の保護滑り止めに！
耐久、耐摩耗性、防音防振性能に優れています !

荷台の保護滑り止めに！
耐久、耐摩耗性、防音防振性能に優れています !

荷台の保護滑り止めに！
耐久、耐摩耗性、防音防振性能に優れています !

軽量でシワがつきにくく、
紫外線にも強い作業性抜群シートです！
軽量でシワがつきにくく、
紫外線にも強い作業性抜群シートです！
軽量でシワがつきにくく、
紫外線にも強い作業性抜群シートです！

優れた遮熱効果で、
荷台の温度上昇を抑制します！
優れた遮熱効果で、
荷台の温度上昇を抑制します！
優れた遮熱効果で、
荷台の温度上昇を抑制します！

強度抜群、耐候性に優れ長期使用可能！
前垂れ付きで前方からの雨水を防ぎます！
強度抜群、耐候性に優れ長期使用可能！
前垂れ付きで前方からの雨水を防ぎます！
強度抜群、耐候性に優れ長期使用可能！
前垂れ付きで前方からの雨水を防ぎます！

※各写真のトラックは商品に含まれません。※各写真のトラックは商品に含まれません。
軽トラック用品コーナー軽トラック用品コーナー軽トラック用品コーナー

ディスクグラインダーが
簡易切断機に早変わり！
ディスクグラインダーが
簡易切断機に早変わり！
ディスクグラインダーが
簡易切断機に早変わり！



ミズノ  安全靴　ワーキングシューズミズノ  安全靴　ワーキングシューズ

C1GA1602C1GA1602

9,500 円9,500 円

ウォーキングシューズで培った、動きやすく丈夫な設計の安全靴！ウォーキングシューズで培った、動きやすく丈夫な設計の安全靴！ウォーキングシューズで培った、動きやすく丈夫な設計の安全靴！ ウルトラマン
スケール
ウルトラマン
スケール

JIS 規格 22 幅×5,5m JIS 規格 22 幅×5,5m 
800 円800 円

NAKAYA
屋起こしナンバーワン極
NAKAYA
屋起こしナンバーワン極

46,000 円46,000 円 PJ-ID151-B2C+TJ-35FN1+
バッテリー (1850A)×2 個
PJ-ID151-B2C+TJ-35FN1+
バッテリー (1850A)×2 個 86,600 円86,600 円

バッテリー (BL1850B)×1 個
+充電器 +ケース付
バッテリー (BL1850B)×1 個
+充電器 +ケース付

50,700 円50,700 円

35,800 円35,800 円
14.4V-3A 予備付き14.4V-3A 予備付き

39,000 円39,000 円

18Ｖ18Ｖ

11,000 円11,000 円

18V-5A18V-5A

46,760 円46,760 円

※インパクトはいずれかのカラー１台となります。※インパクトはいずれかのカラー１台となります。

71,000 円71,000 円 63,500 円63,500 円

80,000 円80,000 円

クリーナー・
丸ノコ本体のみ
※色指定なし

クリーナー・
丸ノコ本体のみ
※色指定なし

72,000 円72,000 円

※色指定なし※色指定なし

51,400 円51,400 円

126,000 円126,000 円

51,000 円51,000 円

在庫処分   各色限定１台

足首をがっちり
サポートしてくれる
ミッドカットタイプ！

足首をがっちり
サポートしてくれる
ミッドカットタイプ！

24.5~27･28 ㎝ 24.5~27･28 ㎝ C1GA1600 
24,5~28,29,30 ㎝

C1GA1600 
24,5~28,29,30 ㎝ 9,000 円9,000 円

※キャラクターは
　指定できません｡
※キャラクターは
　指定できません｡

PT353DRT
定価￥67,600 
PT353DRT
定価￥67,600 

マキタ  充電式ピンタッカマキタ  充電式ピンタッカ

定価￥69,800定価￥69,800

梁・面・角・大引・床・土間コン
どこでもＯＫ！
１人で屋起こし作業が可能に！

梁・面・角・大引・床・土間コン
どこでもＯＫ！
１人で屋起こし作業が可能に！

梁・面・角・大引・床・土間コン
どこでもＯＫ！
１人で屋起こし作業が可能に！

定価￥123,800 定価￥123,800 

MAX  インパクトドライバ＋フィニッシュネイラセットMAX  インパクトドライバ＋フィニッシュネイラセット

AF551H
定価￥71,500 
AF551H
定価￥71,500 

マキタ  高圧仕上げ釘打機マキタ  高圧仕上げ釘打機

HR162DRFXW
定価￥66,000 
HR162DRFXW
定価￥66,000 

マキタ  充電式ハンマーマキタ  充電式ハンマー

TD170DRTX
定価￥66,800 
TD170DRTX
定価￥66,800 

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

35,800 円35,800 円
AF551HM

定価￥71,500
AF551HM

定価￥71,500

在庫処分　限定２台

在庫処分　限定１台

JR182DZK 本体のみ
定価￥38,500 
JR182DZK 本体のみ
定価￥38,500 

マキタ  充電式レシプロソーマキタ  充電式レシプロソー

限定品

定価￥107,200定価￥107,200

マキタ  
充電式丸ノコ＋インパクトドライバ＋
ツールバックセット

マキタ  
充電式丸ノコ＋インパクトドライバ＋
ツールバックセット

定価￥96,000定価￥96,000

マキタ  
充電式サンダー＋インパクトドライバ＋
ツールバックセット

マキタ  
充電式サンダー＋インパクトドライバ＋
ツールバックセット

AN933HSP1
定価￥135,000  
AN933HSP1
定価￥135,000  

マキタ 高圧エア釘打機
100 周年モデル

マキタ 高圧エア釘打機
100 周年モデル

在庫処分　限定１台

※インパクトはいずれかのカラー１台となります。※インパクトはいずれかのカラー１台となります。

HS631DZ + 
TD170DRTX + 
A-65034

HS631DZ + 
TD170DRTX + 
A-65034

GA404DZN + 
TD170DRTX +
 A-65034

GA404DZN + 
TD170DRTX +
 A-65034

WH18DDL2(2LYPKX)+
R18DSAL (NN)+
C18DBAL(NN)

WH18DDL2(2LYPKX)+
R18DSAL (NN)+
C18DBAL(NN)

日立  充電式インパクトドライバー＋
充電式クリーナー＋充電式丸ノコセット
日立  充電式インパクトドライバー＋
充電式クリーナー＋充電式丸ノコセット

限定２台

下取り値引きあり！下取り値引きあり！下取り値引きあり！

下取り値引きあり！下取り値引きあり！下取り値引きあり！

限定５台

限定品

WH18DDL2(2LYPKX)WH18DDL2(2LYPKX)

日立  充電式
インパクトドライバー
日立  充電式
インパクトドライバー

EC1245H2(TN)EC1245H2(TN)

日立
コンプレッサー
日立
コンプレッサー

N5004HMFN5004HMF

日立  高圧フロア用タッカ日立  高圧フロア用タッカ

定価￥111,400 定価￥111,400 

定価￥68,600  定価￥68,600  

定価￥168,000 定価￥168,000 

定価￥68,000定価￥68,000

チップソー1枚＋
バッテリーBSL1830C×1個サービス！

チップソー1枚＋
バッテリーBSL1830C×1個サービス！

チップソー1枚＋
バッテリーBSL1830C×1個サービス！

バッテリーBSL1830C×1個サービス！バッテリーBSL1830C×1個サービス！バッテリーBSL1830C×1個サービス！

48,000 円48,000 円
高圧エアホース
サービス！

高圧エアホース
サービス！

高圧エアホース
サービス！

NV50HMCNV50HMC

日立  高圧釘打機日立  高圧釘打機

定価￥95,000定価￥95,000

限定３台

※色指定なし※色指定なし


