Johnson Level（ジョンソン）社はアメリカを代表する水平器、測量機器メーカーです。
より正確に、
より迅速に、
より確実に仕事をするのに役立つをギアを70年以上開発しており、
世界中のプロから最も信頼されています。
アメリカインチ、
メトリックに対応。
水平器
1435-1000

7500- ORANGE

7500M

9 インチ フレームキャスト水平器
￥1,100（税込￥1,210）

9 インチ マグネット
ストラクチャーキャスト水平器
￥1,300（税込￥1,430）

●サイズ：W4×D1.5×L23cm ●生産国：USA
●Structo-Cast® 樹脂ボディ ●V 溝フレーム

1435-1200

マグネット水平器 Big J Pro®
10 インチ（L25cm）￥4,800（税込￥5,280）

●サイズ：W4×D1.5×L23cm ●生産国：USA

1435-1000

●Structo-Cast® 樹脂ボディ ●マグネット面付き V 溝フレーム

1435-1200 12 インチ（L30cm）￥5,400（税込￥5,940）
●サイズ：W5×D2cm ●材質：アルミ、樹脂 ●生産国：CHINA
●Job Site Tough™アルミフレーム ●認識性の高い Surround View®
●強力マグネット面付き V 溝フレーム

7714-O

7718-O

7724-O
1253-4800
7736-O

1253-7200
1253-2400
7748-O

ストラクチャーキャスト水平器

アルミアイビーム水平器 Big J Pro®

7714-O 14 インチ（L35cm）￥1,400（税込￥1,540）

7736-O 36 インチ（L90cm）￥2,800（税込￥3,080）

1253-2400

7718-O 18 インチ（L45cm）￥1,700（税込￥1,870）

7748-O 48 インチ（L120cm）￥4,400（税込￥4,840）

1253-4800 48 インチ（L120cm）￥11,800（税込￥12,980）

24 インチ（L60cm）￥6,900（税込￥7,590）

7724-O 24 インチ（L60cm）￥2,200（税込￥2,420）

1253-7200

●サイズ：W5.8×D2.5cm（14 〜 24 インチ）W5.8×D3cm（36 〜 48 インチ）

●サイズ：W5.7×D2.5cm ●材質：アルミ ●生産国：CHINA

●生産国：USA ●Structo-Cast® 樹脂ボディ

●認識性に優れた SurroundView® 気泡管

72 インチ（L180cm）￥16,400（税込￥18,040）

スペシャリティー水平器

595

500

ラインレベル

￥720（税込￥792）

ポケットレベル

￥800（税込￥880）

●サイズ：各 W2×D1.2×L7.5cm ●生産国：USA

●サイズ：W1×D2×L13cm ●生産国：CHINA

●水糸用水平器 ●スタンダードと勾配計測用（インチ表記）

●先端にピックアップツール付属

の２本セット

125

100

クロスチェックレベル
￥1200（税込￥1,320）

丸型レベル

●サイズ：W4.2×D5.7×H1.2cm
●生産国：USA
●機械やトレーラーへの設置に最適

175-O

118000

ポスト＆パイプレベル
￥1,500（税込￥1,650）

ピクチャーレベル
￥1,200（税込￥1,320）

●サイズ：W14×D7×L14cm ●生産国：CHINA

●サイズ：W13×D3×L13cm ●生産国：USA

●フェンス、垂直水平ポールの設置に最適

●絵画、家電や家具などの設置時に最適

￥550（税込￥605）

●サイズ：W4.5×1.2cm ●生産国：CHINA
●機械やトレーラーへの設置に最適

定規
RAS-170B- ORAN
RAS-70B- ORAN

キャストスクエア定規
（インチ表記）

1956-1800

7203

18cm アルミスクエア定規
Johnny Square®
￥3,600（税込￥3,960）

RAS-70B- ORAN 7 インチ

￥1,000（税込￥1,100）

150ｍｍクリップ定規
（インチ / メトリック併記） ￥780（税込￥858）
●最大計測長：150mm / 6 インチ ●材質：ステンレス

●サイズ：W13.5×D2×L26cm ●材質：アルミ

RAS-170B-ORAN 12 インチ

●生産国：CHINA ●センチ / インチ変換早見表記載

●生産国：CHINA ●メトリック表記

￥2,200（税込￥2,420）
●サイズ：W13.5×D2.5×L26cm（7 インチ）W22.5×D2.5×L44cm（12 インチ）
●生産国：USA ●Structo-Cast® 樹脂ボディー ●インチ表記

415EM

300mm 水平器
コンビネーションスケール
（インチ / メトリック併記）
￥1,400（税込￥1,540）

M391

1000mm アルミスケール（インチ / メトリック併記） ￥840（税込￥924）
●最大計測長：1000mm / 36 インチ ●材質：アルミ ●生産国：CHINA

●サイズ：W13×D2×L30cm
●生産国：USA ●ステンレススチールブレード、Structo-Cast® 樹脂ボディ
●90°45°の線引き、ケガキ作業に最適
J48EM

アルミスケール Pro（インチ / メトリック併記）
J48EM 1200mm ￥2,200（税込￥2,420） J72EM 1800mm

￥3,900（税込￥4,290）

●生産国：USA ●3mm 厚アルミ仕様のヘビーデューティースケール ●2mm 間隔メモリ

CS13
CS13

400ｘ600mm
直角スチールスケール
￥1,900（税込￥2,090）
CS18

L 型キャストスケール
200mm

￥1,000（税込￥1,100）

1910-1200 300mm

￥1,400（税込￥1,540）

1910-0800

1910-0800

CS18

400ｘ600mm
直角アルミスケール Big J® Pro
￥3,400（税込￥3,740）
●サイズ：W40×L60cm ●生産国：CHINA
●3mm 厚仕様のヘビーデューティーメトリック直角定規

●生産国：CHINA ●樹脂ハンドル、ステンレスブレード

●２mm 間隔メモリ

●メトリック / インチ併記

メジャー

リールメジャーファイバーグラステープ
（インチ / メトリック併記）
1829-0100 30m ￥3,400（税込￥3,740）
1829-0200 60m ￥4,900（税込￥5,390）

メジャースケール
（インチ / メトリック併記）
1828-0010 3m
1828-0016 5m
1828-0026 8m

￥840（税込￥924）
￥1,400（税込￥1,540）
￥2,100（税込￥2,310）

1829-0200

●材質：プラスチック ●生産国：CHINA
1828-0010

1828-0016

1828-0026

●材質：プラスチック ●生産国：CHINA ●ラバーグリップコート ●インチ / メトリック併記
●ナイロンコーティングテープ●背面クリップ付属

●ABS 樹脂ボディー ●PVC コーティング
ファイバーテープ ●インチ／メトリック併記
●２mm 間隔メモリ

その他
3321

300B-25

CPB-72

カーペンターペンシル

￥140（税込￥154）

●生産国：USA ●転がらないフラット形状

ペンシル & クレヨンシャープナー
￥1,000（税込￥1,100）
●カーペンターペンシルやランバークレヨンに対応
●生産国：CHINA

ランバークレヨン
各￥140（税込￥154）
3512-Y イエロー
3512-R レッド
3512-K ブラック
●サイズ：L10.8cm ●生産国：CHINA ●木材マーキング用クレヨン
3512-B ブルー
●無鉛素材

3321

3322

CAUTION テープ 90m
￥1,500（税込￥1,650）
3322

DANGER テープ 90m
￥1,500（税込￥1,650）
●サイズ：8cm×90m ●材質：プラスチックテープ ●生産国：CHINA
●非粘着性 ●北米 OSHA/ANSI 準拠

60-275

コンターゲージ
￥2,160（税込￥2,376）

デッキメイト
デッキスペーシングツール
￥1,150（税込￥1,265）

●サイズ：W8.3×D1.8×L15.5cm ●生産国：CHINA

●生産国：USA ●デッキスペーシング＆マーキングツール

●型取り用コンターゲージ ●ステンレス製ブレード

●2ｘ4 及び 2ｘ6 のビス位置マーキングガイド

2206

700

アングルロケーター（角度計） ￥3,800（税込￥4,180）
●生産国：USA ●アクリルレンズに 4 カ所目盛りが付いた角度計
●超強力セラミック磁石付きの V 字カットされた 2 辺にセンチ、
インチの目盛りが記載

