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【広告有効期間】
令和4年3月1日～3月31日迄

42,000円

HP481DRGX
( バッテリ 1860×2個・充電器・ケース付 )
定価￥84,200

税込価格￥46,200

税込価格￥35,200

税込価格￥132,000

税込価格￥54,780

税込価格￥34,320税込価格￥39,380

税込価格 ¥7,810

税込価格 ¥52,800

税込価格 ¥67,650税込価格 ¥71,500

税込価格 ¥96,800

税込価格 ¥41,800

税込価格 ¥70,180 税込価格 ¥64,350 税込価格 ¥64,350 税込価格 ¥90,750 税込価格 ¥124,300

税込価格 ¥45,870 税込価格 ¥62,700

税込価格 ¥50,600

18V 充電式振動ドライバー

36Vコードレスインパクト
ドライバ

高圧仕上釘打機

３月決算セール！　※数量限定の特価商品をご用意しました！

限定１台 32,000 円

TD161DRGXAB
( バッテリ 1460×2個・充電器・ケース付）
定価￥64,100

14.4V 充電式
インパクトドライバー

限定１台

限定５台

限定１台

限定２台

限定 10台

41,700円

38,000円

AF552H
定価￥71,500

36V190 ㎜コードレス
スライド丸ノコ

36Vコードレス仕上釘打機 36Vコードレス丸ノコ

充電式スピーカー

7,100円
MR200AR 
定価￥14,200 

限定５台

40V 充電式インパクト
ドライバー

46,000円

TD001GRDXO
( バッテリ BL4025×2本・充電器・
ケース付・色：オリーブ )
定価￥71,000

バッテリ BSL36A18×1個サービス

※バッテリ BSL36A18・チップソー 1枚
（定価 31,500 分）がサービス！

エアーホース２０mサービスエアーホース２０mサービス ソフトツールバックサービス

限定 1台

65 ㎜高圧釘打ち機　
限定色

高圧ビス打ち機

定価の半額！

定価の半額！

定価の半額！

※キャンペーン期間中高圧エアー工具お買い上げ売価価格から 12,000 円値引き　
（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。一部除外商品もあります。

50 ㎜高圧釘打ち機

57,000円
AN534H
定価￥92,000

40V 充電式クリーナー 18V充電式クリーナー 11ℓエアコンプレッサ

18V充電式インパクトドライバー

18V5.0Ah バッテリー

充電式保冷温庫　本体のみ35,800円

CL001GRDCW
( バッテリ BL4025・充電器付 ) 
定価￥52,700

CL001GRDCW
( バッテリ BL4025・充電器付 ) 
定価￥52,700

90 ㎜高圧釘打ち機　 12ℓコンプレッサー　
高圧専用

WH36DC(2XPG)
( バッテリ BSL36A18×2個・
充電器・ケース付
色 : フォレストグリーンのみ )
定価￥68,100

限定５台

限定２台

数量限定

31,200円

CL281FDRFCW
( バッテリ 1830・充電器付 ) 
定価￥46,000

120,000円

AC462XL 
定価￥206,000

12,500円
税込価格￥13,750

BL1850B
定価￥21,900

49,800円

CW001GZ 
定価￥71,500

48,000円

TD172DRGX 
( バッテリ 1860×2本・充電器・ケース付） 
定価￥68,100

限定２台

63,800円

NV65HR2(SAG)
( 色 : アブソリュートグリーン )
定価￥105,000

58,500円

WF4HS(AG)
( 色 : アブソリュートグリーン )
定価￥95,000

88,000円

高圧ビス打ち機
限定色

C3607DRA(XP)
( バッテリ BSL36A18×1個・
充電器・チップソー付 )
定価￥155,500

62,500円

C3605DA(SK)(2XPS)
( バッテリ BSL36A18B×2個・充電器・
チップソー・ケース付 )
定価￥83,500

バッテリ BSL36A18×1個サービス

エアホース 15mサービス エアホース 15mサービス エアホース 15mサービス

65,000円

NT3640DA
( バッテリ BSL36A18×1個・
充電器・ケース付 )
定価￥87,000

限定 1台限定 1台

エアホース 15mサービス

限定 1台限定 3台

エアホース 15mサービス

限定 3台

58,500円

WF4HS
定価￥95,000

82,500円

NV90HR2(N)
定価￥141,000

113,000円

EC1445H3(CS)
定価￥212,000



110,000円

90 ㎜高圧釘打ち機高圧ビス打ち機

69,700 円
HV-R41G5 
定価￥93,000

マルチツールカットソー
ボッシュ

AIZ32APB　
　　　　（刃幅 32㎜・木材・
金属用のバイメタルタイプ）
定価￥10,200

税込価格￥76,670

6,120 円
税込価格￥6,732

10,800 円
税込価格￥11,880

8,700 円
税込価格￥9,570

8,820 円
税込価格￥9,702

4,680円
税込価格￥5,148

187,000円
税込価格￥205,700

7,560円
税込価格￥8,316

税込価格￥121,000 税込価格￥80,850 税込価格￥169,950 税込価格￥140,250

HN-90N6(D)
定価￥147,000

154,500円

11ℓコンプレッサー50㎜高圧釘打ち機

73,500円
HN-50N4(D) 
定価￥98,000

AK-HL1270E3
定価￥206,000

127,500円

8ℓコンプレッサー
AK-HL1110E2
定価￥170,000

お客様登録カード回収で売価価格から
さらに値引き 4,000 円

お客様登録カード回収で売価価格から
さらに値引き 6,000 円

お客様登録カード回収で売価価格から
さらに値引き 4,000 円 

お客様登録カード回収で
売価価格からさらに値引き 6,000 円 

お客様登録カード回収で
売価価格からさらに値引き 4,000 円 

※エアー工具まとめて購入キャンペーン！
1 度に２台以上ご購入のお客様に対し、さらに追加特別値引き実施中

※画像の工具は付属しません。

受光器２台付

3 枚で 3 枚で3 枚で3 枚で

測量機の点検も対応しております！　
現場が始まる前に測量機の点検
よろしくお願いいたします。

定価 15 万以上⇒値引き　4 , 0 0 0 円
定価 20 万以上⇒値引き　8 , 0 0 0 円

定価 40 万以上⇒値引き 16 , 0 0 0 円

定価 50 万以上⇒値引き 20 , 0 0 0 円（上限）

定価 30 万以上⇒値引き 12 , 0 0 0 円

アルミケース
SK11

AT-282S-N　
外寸 :( 約 ) 幅 282×奥行 207×高さ 96㎜　
内寸 :( 約 ) 幅 265×奥行 195×高さ 80㎜　　　
最大積載重量 8㎏

5,600 円
税込価格￥6,160

オールマイティ LSⅡ52LBOA
ミズノ

オールマイティ LSⅡ21M
ミズノ

F1GA2200
3 本のマジックベルト式で甲回りを
しっかり調整。ミッドカット仕様

F1GA2202
ダイヤル式の靴紐でフィット感を
精密に調整、リリースが可能です

ABS ケース
SK11

ABST-428
外寸 :( 約 ) 幅 428×奥行 282×高さ 128 ㎜
内寸 :( 約 ) 幅 405×奥行 262×高さ 70㎜
最大積載重量 10㎏

アルミケース
SK11

AT-410S-N
外寸 :( 約 ) 幅 410×奥行 270×高さ 123 ㎜
内寸 :( 約 ) 幅 390×奥行 250×高さ 110 ㎜　　　
最大積載重量 8㎏

マルチツールカットソー
ボッシュ

AIZ32ATN　
　　　　（刃幅 32㎜・ステンレス・
金属用の超硬タイプ
定価￥14,700

マルチツールカットソー
ボッシュ

AIZ32EPCN　
　　　　（刃幅 32㎜・木材・
石膏ボード用）
定価￥7,800

ローテーティンクレーザー
TOPCON

RL-H5ADB 三脚付き　
スマート&タフ！幅広い現場で
活躍する回転レーザー
直径 800ｍ、水平精度±10”
（1.5 ㎜ /30ｍ）
定価￥310,400

マルチツールカットソー
ボッシュ

ACZ100BBN
　　　　（φ100 ㎜・きわ切り木材・
金属用のバイメタルタイプ）
定価￥12,600

2,500 円
税込価格￥2,750

4,000円
税込価格￥4,400

144,000円
税込価格￥158,400

SOKKIA
自動整準レベルプレーナ

LP610J-DB 三脚付き　
受光器スタンダードモデル　
史上最高レベルの耐久性と高精度を実現 
直径 800m、水平精度±10”（1.5 ㎜ /30m）

326,000円
税込価格￥358,600

SOKKIA
電子セオドライト

DT950LF 三脚付き　
使用時間 250 時間
省電力化を実現したフルモデルチェンジ！　
レーザーポインター搭載
定価￥444,000

限定２台


