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216 ㎜充電式スライド丸ノコ

83,800円
            LS005GZ
定価￥118,400

数量限定

18V 充電式インパクトドライバ

・バッテリ1860×2本
・充電器
・ケース付

  TD172DRGX
定価￥68,100

税込み価格￥53,550

税込み価格￥51,700 税込み価格￥81,400 税込み価格￥55,000 税込み価格￥126,500 税込み価格￥13,750

税込み価格￥64,680 税込み価格￥92,180 税込み価格￥56,76048,500 円

エアーホース
２０ｍサービス！

特価品！

エアーホース
１５ｍサービス！

エアーホース
１５ｍサービス！

エアーホース
１５ｍサービス！

ソフトツールバックサービス

125 ㎜充電式防じん丸ノコ

58,800円
   KS001GRDX
定価￥85,100

※期間中 36Vマルチボルト製品フルセットお買い上げで
さらに 5,000 円お値引きいたします。

※チラシの商品は値引きされた価格になります。

11ℓエアコンプレッサー

115,000円
　　  AC462XL
定価￥206,000

18V5.0Ah バッテリー

12,500円
　　BL1850B
定価￥21,900

※キャンペーン期間中 40V フルセットお買い上げで売価価格から値引き 5,000 円、本体のみ値引き 2,000 円
　（チラシに搭載された商品は値引きされた価格になります。)

90 ㎜高圧釘打ち機
限定色

65㎜高圧釘打ち機
限定色

50㎜高圧釘打ち機
限定色

96,000円
NV90HR2(SAG)
 定価￥145,000

限定 3台

・限定カラー   アブソリュートグリーン

64,000円
NV50HR2(SAG)
 定価￥98,000

数量限定数量限定

70,000円
NV65HR2(SAG)
 定価￥105,000

数量限定

36V125 ㎜リフォーム用
丸ノコ

34,350円
C3605DB(XP)
 定価￥68,700

限定 1台

12ℓコンプレッサー
限定カラー

122,000円
EC1445H3(CTN)
 定価￥210,000

限定２台

40V充電工具シリーズ特別値引きセール！40V買うなら今がお得！

36V165 ㎜コードレス丸ノコ

47,000 円

18V 充電式マルチツール

       TM52DRG
定価￥63,500

       税込み価格￥51,700

       税込み価格￥105,600

       税込み価格￥37,785        税込み価格￥134,200

       税込み価格￥77,000        税込み価格￥70,400        税込み価格￥71,500        税込み価格￥57,200

       税込み価格￥48,400

47,000円

90 ㎜高圧釘打ち機

             AN936H
定価￥135,000

74,000円

65 ㎜高圧釘打ち機

          AN636H
定価￥98,000

50,000円

36V コードレスインパクトドライバ

バッテリ BSL36A18×2個・充電器・ケース付　
ブラック 1台・レッド 1台・フォレストグリーン×1台

44,000 円

・バッテリ4025×2個・充電器
・ケース付・ダストカバー使用

・本体・チップソー付き
・切断能力：高さ70㎜×幅312㎜

充電式保冷温庫 本体のみ

    CW001GZO
定価￥71,500
51,600円

・‐18℃～60℃

限定 1台 限定 1台

エアーホース
２０ｍサービス！

特価品！

特価品！

限定 1台

ソフトツールバックサービス

・バッテリ1860・充電器
・ケース付

バッテリー合計 3個も付いてお得です！

バッテリ BSL36A18
サービス !

特価品！

WH36DC(2XP)
 定価￥68,100

・限定カラー   アブソリュートグリーン・限定カラー   アブソリュートグリーン
エアーホース

１５ｍサービス！

41 ㎜高圧ビス打ち機
限定色 数量限定

コードレス冷温庫　
本体のみ

65,000円
WF4HS(AG)

 定価￥95,000

・限定カラー   アブソリュートグリーン ・フォレストグリーン　－18℃～60℃　　
　2部屋を個別に温度設定

52,000円
UL18DB(NMG)
 定価￥69,800

C3606DA(2XPB)
 定価￥84,000

・バッテリBSL36A18×2個
・チップソー・充電器・ケース付

特価品！

特価品！

・バッテリBSL36A18×1個
・チップソー・充電器・ケース付

限定 1台 特価品！

・フレアレッド
・常圧2口・高圧2口仕様
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※使用するモバイルバッテリーの保護機能によっては、ご使用いただけない場合があります。

伸縮自在・ラチェット機能で簡単に突っ張れる！最大荷重100kg

最大耐荷重15kg

※タジマレーザー特別値引きキャンペーン中！チラシ以外のレーザーも特別割引中！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お問い合わせください。

キャンペーン期間中売価価格からさらに値引き 8,000 円

165,000円
ZEROBLN-KJYSET
定価￥264,000

ナビ機能 十字・横タイプ
リチウム電源
３種類の電源が使える
三脚・受光器セット

フルライン
リチウム電源
３種類の電源が使える
三脚・受光器セット

ナビ機能フルライン
リチウム電源
３種類の電源が使える
三脚・受光器セット

タジマ
レーザー墨出し器
NAVI ZERO-BLUE

新潟精機
サポートリフタ 伸腕

新潟精機
サポートリフタ 伸腕用ハンガ

新潟精機
マグネットトレー　
磁短

高儀
スタンド式 LED
ワークライトダブル 60W

ｼﾞｪﾝﾄｽ
LED ヘッドライト

ｲﾁﾈﾝMTM
モバイルバッテリー付き
充電式コンパクト投光器

ｳｲﾝｸﾞｴｰｽ
LED スーパールミネ X60

ｲﾁﾈﾝMTM
Beruf　LED バーライト

ペレットバーナー　イモニー

ﾏｷﾀ
充電式タワーライト　
スポット・エリア照射

タジマ
レーザー墨出し器
ZERO-BLUE

176,000円
ZEROBLN-KJCSET
定価￥282,000

117,500円
ZEROBL-KJCSET
定価￥188,000

ML814
定価￥43,500

キャンペーン期間中売価価格からさらに値引き 5,000 円

キャンペーン期間中売価価格からさらに値引き 8,000 円

E-Value
ソーホースセット (作業馬 )

トリックロープ

E-Value
作業台組立キット

4,500円
LA-6005-LED

3,000円
WS-100H

6,300円
NRX-180H

7,000円
MM285HBP

4,400円
ESH-730S

4,900円
3t 用 HIP-3

3,700円
2t 用 HIP-2

29,000円
標準色 茶・緑

31,800円
特別色 赤・オレンジ・黄

968円

5,600円
SDH333HBP

4,340円
BTK-CP801R

14,000円
WLT-60LWA

31,200円

SLG-S110
定価￥7,500

全長：80 ㎝～ 110 ㎝

全長：160 ㎝～ 390 ㎝

全長：110 ㎝～ 180 ㎝

全長：160 ㎝～ 290 ㎝

6,000円
SLG-S180

定価￥7,500
6,000円

BTK-B2001R
定価￥36,000
20,000円

昨年、大好評いただいたルミネXが
6,600ルーメンの明るさと
マグネット付クリップ採用で新発売！

USB充電と単4電池×3本の兼用タイプ
USB充電と単3電池×3本の兼用タイプ

ヘルメットホルダー1セットサービス付き！
USB充電と単3電池×3本の兼用タイプ

USB充電と単3電池×4本の兼用タイプ
ヘルメットホルダー1セットサービス付き！

8000mAh モバイルバッテリー搭載で
800 ルーメンの明るさで実用性抜群です！

1200 ～ 2000 まで伸縮可能　車や天井に引っ掛けるなど
使い方いろいろ！バッテリー式です

明るさ 550 ルーメン

簡易的な作業台を簡単につくることができます　
軽作業用にどうぞ

結ばなくても簡単にループ ( 輪 ) が
できます。牽引、吊り下げや非常時の
備えに！

ツーバイ材を使って作業台をつくることができます。
2×4～ 2×12 まで対応で材料によって
天板の巾を変えられます

屋外で簡単に調理や暖をとることができるペレットバーナーです！
木質ペレット 1kg で約 1時間燃焼します。
キャンプや災害時にご活用ください！！

・外形寸法：W29㎝×D24 ㎝×H50 ㎝・本体重量：6㎏
※使用時は、別途木質ペレット 1㎏、着火剤、モバイルバッテリー等の
　USB 電源が必要です。
※使用するモバイルバッテリーの保護機能によっては、ご使用いただけない
　場合があります。

ｼﾞｪﾝﾄｽ
LED ヘッドライト
明るさ 600 ルーメン 広範囲を
ムラなく照射します。

ｼﾞｪﾝﾄｽ
LED ヘッドライト
明るさ 800 ルーメン

ｼﾞｪﾝﾄｽ
LED ヘッドライト
明るさ 500 ルーメン
暖色と白色の LEDを
15 通りの照射パターンで使用できます。

5000 ルーメン×2灯！驚異の明るさの
防塵防水使用のスタンドライトです！

専用ツールバック・ショルダーベルト付
最大 2.24mまで伸ばせるタワー型
 限定 10台

SLG-S290
定価￥9,000
7,200円

SLG-H15
定価￥4,000
3,200円

MGT-110
定価￥2,000
1,600円

SLG-S390
定価￥10,500
8,400円

税込み価格￥193,600

税込み価格￥181,500 税込み価格￥129,250

税込み価格￥6,600 税込み価格￥6,600

税込み価格￥7,920 税込み価格￥9,240

税込み価格￥3,520 税込み価格￥1,760

税込み価格￥4,840

税込み価格￥1,064

税込み価格￥4,070

税込み価格￥5,390

税込み価格￥31,900

税込み価格￥34,980

税込み価格￥4,950

税込み価格￥4,774

税込み価格￥22,000

税込み価格￥15,400 税込み価格￥34,320

税込み価格￥3,300 税込み価格￥6,930 税込み価格￥7,700 税込み価格￥6,160

限定 30台


