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※広告有効期限:2018年10月31日迄
※表示価格は税抜価格となります

H30.10 No.66H30.10 No.66

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。

90mm高圧エア釘打ち機90mm高圧エア釘打ち機

88,000円88,000円

AN935H
定価￥135,000
AN935H
定価￥135,000

限定 5台

50mm高圧エア
釘打ち機

50mm高圧エア
釘打ち機

55,000 円55,000 円
NV50HR(N)

  定価￥94,000
NV50HR(N)

  定価￥94,000
限定３台

90mm高圧エア
釘打ち機  限定色
90mm高圧エア
釘打ち機  限定色

83,800 円83,800 円
NV90HR（SGK)
定価￥145,000
NV90HR（SGK)
定価￥145,000

限定３台

グリーンのみグリーンのみ

18V 充電式
インパクトドライバー
18V充電式
インパクトドライバー

充電器、バッテリー 1860×２、ケース付充電器、バッテリー 1860×２、ケース付

TD171DRGX 
定価￥68,100
TD171DRGX 
定価￥68,100

48,000 円48,000 円

高圧エアーホース
５Φ×２０ｍサービス！
高圧エアーホース

５Φ×２０ｍサービス！
高圧エアーホース

５Φ×２０ｍサービス！

各色限定 1台

3 6 V マルチボルトセット36V マルチボルトセット36V マルチボルトセット

18V 充電式ワンハンドハンマドリル18V充電式ワンハンドハンマドリル
HR171DRGX
定価￥72,900
HR171DRGX
定価￥72,900

54,600 円54,600 円

充電器、バッテリー 1860×２、ケース付充電器、バッテリー 1860×２、ケース付 充電器、バッテリー 1860×２、ケース付充電器、バッテリー 1860×２、ケース付

18V 充電式
165mm丸ノコ
18V 充電式
165mm丸ノコ
HS631DGXS
定価￥83,200
HS631DGXS
定価￥83,200

62,400 円62,400 円

ソフトツールバッグサービス！ソフトツールバッグサービス！ソフトツールバッグサービス！ ソフトツールバッグサービス！ソフトツールバッグサービス！ソフトツールバッグサービス！ ソフトツールバッグサービス！ソフトツールバッグサービス！ソフトツールバッグサービス！

各色限定２台

エアコンプレッサー
限定色
エアコンプレッサー
限定色

137,000円137,000円

AC462XL
定価￥206,000
AC462XL
定価￥206,000

限定２台

36V 充電式
インパクトドライバー
36V充電式
インパクトドライバー

充電器、バッテリー 36A18×2、ケース付充電器、バッテリー 36A18×2、ケース付

WH36DA
定価￥68,600
WH36DA
定価￥68,600

51,450 円51,450 円

バッテリー BSL36A18×１個サービス！バッテリー BSL36A18×１個サービス！バッテリー BSL36A18×１個サービス！

限定２台

36V 充電式 165mm丸ノコ36V 充電式 165mm丸ノコ

充電器、バッテリー 36A18×2、ケース付充電器、バッテリー 36A18×2、ケース付

C3606DA
定価￥81,000
C3606DA
定価￥81,000

60,750 円60,750 円

バッテリー BSL36A18×１個サービス！バッテリー BSL36A18×１個サービス！バッテリー BSL36A18×１個サービス！

限定２台

コードレスラジオ付テレビコードレスラジオ付テレビ

AC アダプタ付ACアダプタ付

UB18DSML（NN)
定価￥48,500
UB18DSML（NN)
定価￥48,500

29,800 円29,800 円

限定３台

10.8V
コードレスクリーナー
10.8V
コードレスクリーナー

充電器、BCL1015×１個付充電器、BCL1015×１個付

（R10DAL)
定価￥19,500
（R10DAL)
定価￥19,500

10,500 円10,500 円

18V コードレスばら釘打ち機18Vコードレスばら釘打ち機

NH18DSL(NN)
定価￥19,300
NH18DSL(NN)
定価￥19,300

14,400 円14,400 円

コードレス冷温庫コードレス冷温庫

UL18DA（NM)
定価￥38,000
UL18DA（NM)
定価￥38,000

28,500円28,500円
狭い場所でも手軽に釘打ちできます！狭い場所でも手軽に釘打ちできます！狭い場所でも手軽に釘打ちできます！

保冷・保温機能パワーアップ！
キャスター付きになり長時間使用可能！

保冷・保温機能パワーアップ！
キャスター付きになり長時間使用可能！

保冷・保温機能パワーアップ！
キャスター付きになり長時間使用可能！

インパクト＋セーバーソーセットインパクト＋セーバーソーセット

WH36DA(2XP)＋CR36DA(NN)＋BSL36A18＋
セーバーソーケース (373525)＋
セーバーソーブレードNo.156( 木工用 )

WH36DA(2XP)＋CR36DA(NN)＋BSL36A18＋
セーバーソーケース (373525)＋
セーバーソーブレードNo.156( 木工用 )

定価￥154,400定価￥154,400

90,000 円90,000 円
丸ノコ＋セーバーソーセット丸ノコ＋セーバーソーセット

C3606DA(2XP)＋CR36DA(NN)＋BSL36A18＋
セーバーソーケース (373525)＋
セーバーソーブレードNo.156( 木工用 )＋スーパーチップソー 165mm

C3606DA(2XP)＋CR36DA(NN)＋BSL36A18＋
セーバーソーケース (373525)＋
セーバーソーブレードNo.156( 木工用 )＋スーパーチップソー 165mm

定価￥171,800定価￥171,800

99,800 円99,800 円

コンクリート 17mmまでコンクリート 17mmまで

限定１セット

限定１セット
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エアコンプレッサ  限定色エアコンプレッサ  限定色

付属のボトルに洗剤を入れて、
手元のボタンで散布しながら掃除が出来ます！
付属のボトルに洗剤を入れて、
手元のボタンで散布しながら掃除が出来ます！
付属のボトルに洗剤を入れて、
手元のボタンで散布しながら掃除が出来ます！

156,700円156,700円

高圧３８ｍｍ４MA
フロアステープル
高圧３８ｍｍ４MA
フロアステープル

58,800 円58,800 円
HA-38F4(D)
定価￥78,500
HA-38F4(D)
定価￥78,500

木造２６畳、コンクリート３５畳木造２６畳、コンクリート３５畳

バッテリーホルダ
サービス！

バッテリーホルダ
サービス！

バッテリーホルダ
サービス！

CV201DZ  定価￥21,000
S,M,L,LL,３L,４L

CV201DZ  定価￥21,000
S,M,L,LL,３L,４L 15,750円15,750円マキタ  充電式暖房ベストマキタ  充電式暖房ベスト

６５ｍｍ釘打機
スーパーネイラ
６５ｍｍ釘打機
スーパーネイラ

77,250円77,250円
HN-65N3(D)

定価￥103,000
HN-65N3(D)

定価￥103,000

災害時の予備として売れています。この機会にいかがでしょうか？災害時の予備として売れています。この機会にいかがでしょうか？災害時の予備として売れています。この機会にいかがでしょうか？

MAX 製品エアーコンプレッサ下取り値引き・その他特別値引きあります！！MAX 製品エアーコンプレッサ下取り値引き・その他特別値引きあります！！MAX 製品エアーコンプレッサ下取り値引き・その他特別値引きあります！！

AK-HL1270E2
高圧２個、常圧２個

定価￥209,000

AK-HL1270E2
高圧２個、常圧２個

定価￥209,000

AK-HH1270E2
高圧４個

定価￥211,000

AK-HH1270E2
高圧４個

定価￥211,000

158,200円158,200円

５０ｍｍ釘打機
スーパーネイラ
５０ｍｍ釘打機
スーパーネイラ

71,250円71,250円
HN-50N3(D)
定価￥95,000
HN-50N3(D)
定価￥95,000

１８V充電式
インパクトドライバー

１８V充電式
インパクトドライバー

49,000 円49,000 円
PJ-ID152

定価￥69,800
PJ-ID152

定価￥69,800

高圧５０ｍｍ４MA
フロアステープル
高圧５０ｍｍ４MA
フロアステープル

64,200 円64,200 円
HA-50F3(D)
定価￥85,500
HA-50F3(D)
定価￥85,500

充電器
バッテリー１８５０×２

ケース付

充電器
バッテリー１８５０×２

ケース付

バッテリーホルダサービス！バッテリーホルダサービス！バッテリーホルダサービス！

CJ204DZ  定価￥25,400
M,L,LL

CJ204DZ  定価￥25,400
M,L,LL 19,050円19,050円

マキタ  充電式暖房ジャケットマキタ  充電式暖房ジャケット

ダイニチ工業  ブルーヒーターダイニチ工業  ブルーヒーター

62,000 円62,000 円
MF107F
定価￥92,800
MF107F
定価￥92,800

69,800 円69,800 円
MF197F
定価￥102,800
MF197F
定価￥102,800

67,000 円67,000 円

MF197N
定価￥97,800

MF197N
定価￥97,800

木造４７畳、コンクリート６５畳木造４７畳、コンクリート６５畳
木造４７畳、コンクリート６５畳

※天板が熱くなります。
木造４７畳、コンクリート６５畳

※天板が熱くなります。

ラバーメイド
プロフェッショナル
スプレーモップ

ラバーメイド
プロフェッショナル
スプレーモップ

7,800 円7,800 円
3486108
定価￥10,800
3486108
定価￥10,800

1,750 円1,750 円
専用ドライパッド
Q412  460mmグリーン　
専用ドライパッド
Q412  460mmグリーン　

専用ウェットパッド
Q410  460mmブルー
専用ウェットパッド
Q410  460mmブルー
1,870 円1,870 円

長谷川工業  組立式台車ｄоｚоｐ長谷川工業  組立式台車ｄоｚоｐ

5,800 円5,800 円SEL-1
定価￥9,000

SEL-1
定価￥9,000

ボッシュ  ミニレーザーレベルボッシュ  ミニレーザーレベル

4,900 円4,900 円
GLL1P
定価￥6,500
GLL1P
定価￥6,500

アイウッド  大工の仕事  下地材用アイウッド  大工の仕事  下地材用

2,100 円2,100 円

99390
定価￥3,300

125×1.5×18P

99390
定価￥3,300

125×1.5×18P

2,500円2,500円

99392
定価￥3,960

165×1.5×24P

99392
定価￥3,960

165×1.5×24P

タジマ  丸鋸ガイドタジマ  丸鋸ガイド

8,850 円8,850 円

450mm  MRG-LX450
定価￥15,800

450mm  MRG-LX450
定価￥15,800

9,500 円9,500 円
600mm  MRG-LX600

定価￥16,800
600mm  MRG-LX600

定価￥16,800

11,000 円11,000 円
1000mm  MRG-LX1000

定価￥19,800
1000mm  MRG-LX1000

定価￥19,800

積載115kg。樹脂製で軽量！
簡単組み立て式で持ち運びも簡単です。
積載115kg。樹脂製で軽量！
簡単組み立て式で持ち運びも簡単です。
積載115kg。樹脂製で軽量！
簡単組み立て式で持ち運びも簡単です。

5mレーザーライン／
20mレーザーポイント照射可能。
5mレーザーライン／
20mレーザーポイント照射可能。

ワキタ インバーター発電機ワキタ インバーター発電機

144,000円144,000円
HPG-2300IsHPG-2300Is

2300ｗコンパクトサイズで重さも 27㎏。
片手で持ち運び可能で防音タイプです。
2300ｗコンパクトサイズで重さも 27㎏。
片手で持ち運び可能で防音タイプです。

90,000円90,000円
HPG-16ieHPG-16ie

1600w21 ㎏とコンパクトサイズで、
持ち運び便利です。
1600w21 ㎏とコンパクトサイズで、
持ち運び便利です。

120,000 円120,000 円
HPG-3000iHPG-3000i

3000wで大容量タイプです。3000wで大容量タイプです。


