
H30.3H30.3NO.63NO.63
【広告有効期間】
平成30年3月1日～3月31日迄
【広告有効期間】
平成30年3月1日～3月31日迄

TOPCON
水平回転レーザー
TOPCON
水平回転レーザー

75,000円75,000円
受光器・
ホルダー付き
受光器・
ホルダー付き
RL-H4CDBRL-H4CDB

RICOH
防水デジタルカメラ

RICOH
防水デジタルカメラ

42,000円42,000円WG-50WG-50

13,600円13,600円

京セラA4対応カラー複合機京セラA4対応カラー複合機

55,000円55,000円

軽さを追求したモデル軽さを追求したモデル

ECOSYS M5526cdwECOSYS M5526cdw

RB-RILEYRB-RILEY

どちらも道具ベルト併用可！どちらも道具ベルト併用可！どちらも道具ベルト併用可！

ミズノ  安全靴ミズノ  安全靴

C1GA1700  カラー：左より 62,01,05,14C1GA1700  カラー：左より 62,01,05,14

7,400 円7,400 円

ミズノのテクノロジーを駆使したワーキングシューズ！ミズノのテクノロジーを駆使したワーキングシューズ！ミズノのテクノロジーを駆使したワーキングシューズ！
新しくマジックテープタイプが登場！
軽量を徹底的に追及しました。
新しくマジックテープタイプが登場！
軽量を徹底的に追及しました。オールマイティ LSオールマイティ LS オールマイティ CSオールマイティ CS

オールマイティオールマイティ

ほこり、粉塵が入りにくい
人口皮革モデル
ほこり、粉塵が入りにくい
人口皮革モデル

C1GA1701  カラー：左より 45,01,62 C1GA1701  カラー：左より 45,01,62 

ミズノ  腰部骨盤ベルトミズノ  腰部骨盤ベルト

8,100 円8,100 円
    C1GA1710
カラー：01,09
    C1GA1710
カラー：01,09

    C1GA1711
カラー：01,09
    C1GA1711
カラー：01,09

9,500 円9,500 円C1GA1602
カラー：45,01,09
C1GA1602
カラー：45,01,09

ラク締めをとことん追求！
骨盤に特化したコルセット
ラク締めをとことん追求！
骨盤に特化したコルセット
ラク締めをとことん追求！
骨盤に特化したコルセット
M-L  75～ 95ｃｍ
LL　95～115ｃｍ
M-L  75～ 95ｃｍ
LL　95～115ｃｍ 5,900 円5,900 円TOPCON セオドライトTOPCON セオドライト

TOPCON 光波距離計TOPCON 光波距離計
125,000円125,000円
DT-120DT-120

340,000円340,000円
THE-2003 THE-2003 

MYZOX レーザーレベルMYZOX レーザーレベル

might レーザー墨出機might レーザー墨出機

88,000円88,000円MJ-300MJ-300 37,000円37,000円
MG-41AMG-41A

100,000円100,000円MJ-300SMJ-300S

角度を測るための一般的な測量機です角度を測るための一般的な測量機です

一般的なトータルステーションです
一台で角度・距離両方の測定ができます
一般的なトータルステーションです

一台で角度・距離両方の測定ができます

受光器2個、三脚付き受光器2個、三脚付き

デジタル受光器1個、三脚付きデジタル受光器1個、三脚付き

縦・水平・大矩・地墨、
受光器・三脚付き
縦・水平・大矩・地墨、
受光器・三脚付き

TOP マルチアンカー
抜き工具マグ付 4分
TOP マルチアンカー
抜き工具マグ付 4分

1,650円1,650円
EAB-4EAB-4

コンクリートに埋まっているアンカーを抜くことができます。
マグネットで穴の中のコーンを引き抜くことができます。
インパクト対応、17㎜のソケットも使用できます。

コンクリートに埋まっているアンカーを抜くことができます。
マグネットで穴の中のコーンを引き抜くことができます。
インパクト対応、17㎜のソケットも使用できます。

テザック PP
マルチモッコ
テザック PP
マルチモッコ

9,800円9,800円
MO18×18MO18×18

砂利や雪などの運搬に！
4 点吊・最大荷重１ｔ
砂利や雪などの運搬に！
4 点吊・最大荷重１ｔ
砂利や雪などの運搬に！
4 点吊・最大荷重１ｔ

パイプハンガーパイプハンガー
ホイスト、チェーンブロック等の転結に！ホイスト、チェーンブロック等の転結に！ホイスト、チェーンブロック等の転結に！

PHO
（オーフ）
PHO
（オーフ）

PHH
( フック）
PHH
( フック）

各 2,300円各 2,300円
瞬間
コンクリート 21
瞬間
コンクリート 21
3,500円3,500円

15分～45分で硬化。化学反応で固まるため、
気温・乾燥状態を気にせず施工可能。
15分～45分で硬化。化学反応で固まるため、
気温・乾燥状態を気にせず施工可能。

目地シーリングテープ目地シーリングテープ
2,350円2,350円

マド・ドア・外壁の目地用の透湿防水・膨張パッキン。
当社在庫品幅20㎜×8m、4～7㎜膨張します。
マド・ドア・外壁の目地用の透湿防水・膨張パッキン。
当社在庫品幅20㎜×8m、4～7㎜膨張します。

VKP PLUS
20×8m
VKP PLUS
20×8m

一人撮り工事黒板一人撮り工事黒板

2,480円2,480円
BSB-175W
両面タイプ
BSB-175W
両面タイプ

椅子 Wizard2椅子 Wizard2

39,000円39,000円ローバック（肘なし）
定価￥55,400

ローバック（肘なし）
定価￥55,400

コクヨ人気 No1 ！コクヨ人気 No1 ！コクヨ人気 No1 ！

ノートパソコン用
クーラーパッド
ノートパソコン用
クーラーパッド
4,400円4,400円

PRJ-3NPRJ-3N

サンワサプライ
モバイルプロジェクター

サンワサプライ
モバイルプロジェクター

50,000円50,000円

サンワサプライ
アボットライリー（見守りロボット）
サンワサプライ
アボットライリー（見守りロボット）

29,800円29,800円３M ハーネス型安全帯３M ハーネス型安全帯
プロテクタプロテクタ DBI- サラ   エグズフィットライトDBI- サラ   エグズフィットライト

31,000円31,000円

ランヤード1丁付属
（シングル・ツインいずれか）
ランヤード1丁付属
（シングル・ツインいずれか）

３M  DBI- サライージーストップ３M  DBI- サライージーストップ

24,000円24,000円
ショックアブソーバー付き
ランヤード（ツイン）
ショックアブソーバー付き
ランヤード（ツイン）

タイタン
イージーハーネス

タイタン
イージーハーネス

11,000円11,000円
胴ベルトなし
納期約2週間
胴ベルトなし
納期約2週間

EHN-10BEHN-10B

タイタン  ハーネス用ランヤードタイタン  ハーネス用ランヤード
伸縮ストラップ式 伸縮ストラップ式 

ダイナミックロープ式ダイナミックロープ式

シングルシングル

ダブルダブルシングルシングル

ダブルダブル

HLYD-DJMR-SA24APEXBL 型HLYD-DJMR-SA24APEXBL 型 HLYD-DJMR-SA-TW24AP-EXBR 型HLYD-DJMR-SA-TW24AP-EXBR 型

17,400 円17,400 円11,000 円11,000 円

HLYD-DJMR-24AP-DRBL 型HLYD-DJMR-24AP-DRBL 型 HLYD-DJMR-TW24AP-DRBL 型HLYD-DJMR-TW24AP-DRBL 型

12,400 円12,400 円7,700 円7,700 円

測量機の点検・修理もお待ちしております！測量機の点検・修理もお待ちしております！測量機の点検・修理もお待ちしております！

腰部分にランバーサポート搭載。
横にスライドさせて調整可能　腰にフィット！

腰部分にランバーサポート搭載。
横にスライドさせて調整可能　腰にフィット！

骨盤サポート構造！骨盤サポート構造！骨盤サポート構造！

回転式ベルト
アジャスターモデル!
回転式ベルト
アジャスターモデル!

複数の方が共用する
環境にお勧め!
複数の方が共用する
環境にお勧め!



2,580 円2,580 円

腰袋
ポケット付き
RTC-ML20

腰袋
ポケット付き
RTC-ML20

2,580 円2,580 円

釘袋
ホルダー付き
RTC-ML21

釘袋
ホルダー付き
RTC-ML21

2,980 円2,980 円

釘袋墨つぼ
ホルダー付き
RTC-ML23

釘袋墨つぼ
ホルダー付き
RTC-ML23

21,500 円21,500 円

※インパクトはフルセット、丸ノコは本体のみとなります。※インパクトはフルセット、丸ノコは本体のみとなります。

チップソー付き
5711C  定価￥42,900
チップソー付き
5711C  定価￥42,900

165mm深切り電子造作精密丸ノコ165mm深切り電子造作精密丸ノコ

各数量限定

数量限定の超特価商品！！数量限定の超特価商品！！数量限定の超特価商品！！

17,000 円17,000 円刃無  5734SSP
定価￥31,100
刃無  5734SSP
定価￥31,100

165mm深切り電気丸ノコ165mm深切り電気丸ノコ

刃無・ 通電ランプ・LEDライト無
5733SSP  定価￥29,500

 

刃無・ 通電ランプ・LEDライト無
5733SSP  定価￥29,500

 
15,000 円15,000 円 限定 1台

黒・青 限定 2台

165mm深切り電気丸ノコ165mm深切り電気丸ノコ
17,500 円17,500 円チップソー付き  

5735CB  定価￥35,000
 

チップソー付き  
5735CB  定価￥35,000
 刃無    5735CSPB
定価￥32,200 
刃無    5735CSPB
定価￥32,200 16,000円16,000円

限定２台

限定 3台

自動追尾グリーンレーザー自動追尾グリーンレーザー
リモコン追尾受光器、
バイス、アルミケース付
SK311GXZ 定価￥266,000
 

リモコン追尾受光器、
バイス、アルミケース付
SK311GXZ 定価￥266,000
 158,000 円158,000 円 限定 2台

20,000 円20,000 円AT1025HB
定価￥37,800
AT1025HB
定価￥37,800

10ｍｍ高圧エアータッカ10ｍｍ高圧エアータッカ

赤・青 限定 1台

50mm
高圧エア
釘打ち機

50mm
高圧エア
釘打ち機

45,000 円45,000 円
AN533H

定価￥92,000
AN533H

定価￥92,000

限定 3台

7.2V 充電式
ペンドライバドリル
7.2V 充電式
ペンドライバドリル

11,250 円11,250 円

バッテリ BL7010×1個、
充電器、アルミケース付き
DF010DSB  定価￥22,900

バッテリ BL7010×1個、
充電器、アルミケース付き
DF010DSB  定価￥22,900

限定２台

7.2V 充電式
ペンインパクトドライバ
7.2V 充電式
ペンインパクトドライバ

10,000 円10,000 円

バッテリ BL7010×1個、
充電器、アルミケース付き
TD021DSW  定価￥19,500
 

バッテリ BL7010×1個、
充電器、アルミケース付き
TD021DSW  定価￥19,500
 

限定２台

14.4V4.0Ah
充電式ハンマドリル
14.4V4.0Ah
充電式ハンマドリル

30,000 円30,000 円
バッテリー 1440×2、
充電器、ケース付
HR162DRMXW 定価￥68,100

バッテリー 1440×2、
充電器、ケース付
HR162DRMXW 定価￥68,100

限定 1台

18V6.0A 充電式
インパクトドライバ
18V6.0A 充電式
インパクトドライバ

47,600円47,600円
バッテリー 1860×2、
充電器、ケース付
TD170DRGX 定価￥67,600

バッテリー 1860×2、
充電器、ケース付
TD170DRGX 定価￥67,600

数量限定

50mm高圧エア釘打ち機50mm高圧エア釘打ち機

57,000 円57,000 円
NV50HR(N)  定価￥94,000NV50HR(N)  定価￥94,000
限定 3台

65mm
高圧エア釘打ち機

65mm
高圧エア釘打ち機

61,000 円61,000 円
NV65HR(N) 定価￥101,000NV65HR(N) 定価￥101,000
限定 3台

90mm高圧エア釘打ち機90mm高圧エア釘打ち機

82,000 円82,000 円
NV90HR(N) 定価￥141,000NV90HR(N) 定価￥141,000
限定 3台

165mm
深切り電子丸ノコ

165mm
深切り電子丸ノコ

20,800 円20,800 円
刃無  C6MEY(N) 定価￥34,700刃無  C6MEY(N) 定価￥34,700
限定 1台

36V マルチボルトセット36Vマルチボルトセット

緑・黒いずれか緑・黒いずれか

緑・黒いずれか緑・黒いずれか

緑・黒いずれか緑・黒いずれか

インパクト＋丸ノコセットインパクト＋丸ノコセット
WH36DL(2XP) + C3606DA(NN) + R18DSAL(NN) +  
BSL36A18 + スーパーチップソー 165×52P×1枚
WH36DL(2XP) + C3606DA(NN) + R18DSAL(NN) +  
BSL36A18 + スーパーチップソー 165×52P×1枚

定価￥143,400定価￥143,400 80,000 円80,000 円
インパクト＋ドリルセットインパクト＋ドリルセット
WH36DL(2XP) + DS36DA(NN) + R18DSAL(NN) +
BSL36A18 + ケース (00402657)
WH36DL(2XP) + DS36DA(NN) + R18DSAL(NN) +
BSL36A18 + ケース (00402657)

定価￥139,000定価￥139,000 76,000 円76,000 円
インパクト＋ハンマドリルセットインパクト＋ハンマドリルセット
WH36DL(2XP) + DH36DRA(NN) + R18DSAL(NN) +
BSL36A18 + 13mmハンマドリルチャックセット
WH36DL(2XP) + DH36DRA(NN) + R18DSAL(NN) +
BSL36A18 + 13mmハンマドリルチャックセット

定価￥163,400定価￥163,400 92,000 円92,000 円

スーパーエアコンプレッサスーパーエアコンプレッサ

（高圧・常圧）
AKｰHL1270E2
定価￥206,000

（高圧・常圧）
AKｰHL1270E2
定価￥206,000

静音でハイパワー！業界初のスマートフォンでの遠隔操作！静音でハイパワー！業界初のスマートフォンでの遠隔操作！静音でハイパワー！業界初のスマートフォンでの遠隔操作！

下取り値引きあり！下取り値引きあり！下取り値引きあり！

（高圧・高圧）
AKｰHH1270E2
定価￥208,000

（高圧・高圧）
AKｰHH1270E2
定価￥208,000

154,500円154,500円 156,000円156,000円

4MAフロアステープル4MAフロアステープル

64,100 円64,100 円

HA-50F3(D)
定価￥85,500
HA-50F3(D)
定価￥85,500

18V5.0Ah
充電式タッカ
18V5.0Ah
充電式タッカ

47,500 円47,500 円

充電器、バッテリー1850×1個、
ケース付き　肩幅 13mm用
TG-Z4ｰBC/1850A

充電器、バッテリー1850×1個、
ケース付き　肩幅 13mm用
TG-Z4ｰBC/1850A

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

61,800 円61,800 円定価￥63,600定価￥63,600

下取り値引きあり！下取り値引きあり！下取り値引きあり！

充電器、バッテリー1850×1個、
ケース付き　35mmまで対応
TJ-35FN1-BC/50A

充電器、バッテリー1850×1個、
ケース付き　35mmまで対応
TJ-35FN1-BC/50A
定価￥82,500定価￥82,500

タジマ
 LED ワークライト
タジマ
 LED ワークライト

光ムラのないCOB照明、Bluetooth対応スピーカー、
モバイルバッテリー、色温度調整機能搭載
光ムラのないCOB照明、Bluetooth対応スピーカー、
モバイルバッテリー、色温度調整機能搭載

LE-R151  明るさ1500lm
縦131×横212×厚さ65mm
定価￥30,000

LE-R151  明るさ1500lm
縦131×横212×厚さ65mm
定価￥30,000

26,400 円26,400 円

LE-R401  明るさ4000lm
縦206×横319×厚さ82mm
定価￥47,000

LE-R401  明るさ4000lm
縦206×横319×厚さ82mm
定価￥47,000

16,800 円16,800 円

LED ワークライト用
マグネットベース
LEDワークライト用
マグネットベース

LEDワークライト用三脚LEDワークライト用三脚

R401を壁に取り付け可能です。R401を壁に取り付け可能です。
※LEDワークライト
　Rシリーズ専用品
※LEDワークライト
　Rシリーズ専用品

取付イメージ取付イメージ

3,200 円3,200 円
LE-ZT6  定価￥5,000LE-ZT6  定価￥5,000 高さ850～2000mm

LE-ZT5
定価￥18,000

高さ850～2000mm
LE-ZT5

定価￥18,000

11,500円11,500円

E-Value
チェスト＆キャビネット
E-Value
チェスト＆キャビネット

ツールワゴンツールワゴン SK-11
大型マルチバック
SK-11
大型マルチバック

龍馬  腰袋龍馬  腰袋

12,800 円12,800 円
ETR108RETR108R

8,980 円8,980 円
ETR103RETR103R

1,980 円1,980 円
SMB-LOSMB-LO

幅620×奥330×高740mm幅620×奥330×高740mm

幅735×奥385×高775mm幅735×奥385×高775mm

約520×300×200mm約520×300×200mm

カーボン素材で水をはじき汚れに強い！カーボン素材で水をはじき汚れに強い！カーボン素材で水をはじき汚れに強い！

※インパクトはフルセット、ドリルは本体のみとなります。※インパクトはフルセット、ドリルは本体のみとなります。

※インパクトはフルセット、ハンマドリルは本体のみとなります。※インパクトはフルセット、ハンマドリルは本体のみとなります。

限定 1台

色：赤・黒色：赤・黒


