
ブランド：Sterlite［ステアライト］
品番：STE1221
品名：ランドリーバケット 81L フタ付き
参考上代：¥4,600（税別）

2.3 ブッシェル（約 81L）の蓋付き大型ランドリー
バスケット。取り外し可能なリフトトップ蓋付。
サイズ：L57xW39xH63cm。MADE IN USA

ブランド：Sterlite［ステアライト］
品番：STE1842 
品名：フットロッカーハードボックス
参考上代：¥7,800（税別）

16 ガロン（約 60L）樹脂製ハードボックス。
サイドのハンドルと底面ホイールで移動も簡単。
丈夫な金属製のヒンジとラッチ。サイズ：L79ｘ
W45ｘH35cm。MADE IN USA

ブランド：SABRE［セーバー］
品番： HS-SYS
品名：ホームセキュリティーサイン
参考上代：¥3,200（税別）

セキュリティサインプレートと警告ステッカーの
セット。

ブランド：Sterlite［ステアライト］
品番：STE1257
品名：ランドリーバケット 35L
参考上代：¥600（税別）

1ブッシェル（約 35 L）ランドリーバスケット。
クラシカルなデザインで通気性のよいバスケット。
サイズ：直径 42.5x 高さ 32.4cm。MADE IN USA

発注ロット
6個

ブランド：Sterlite［ステアライト］
品番：STE1216
品名：ランドリーバケット 71L
参考上代：¥1,800（税別）

2ブッシェル（約 71L）の大型ランドリーバスケッ
ト。頑丈なリムは強度を高め、4か所のグリップ
で持ち運びも簡単に。サイズ：L68xW48xH31cm。
MADE IN USA

発注ロット
3個

ブランド：Sterlite［ステアライト］
品番：STE1731GY
品名：トートボックス（グレー）18 ガロン（68L）
フタ付き　参考上代：¥2,600（税別）

スタッキング可能なシンプルなフタ付き収納ボッ
クス。ハンドル部には滑りにくいグリップ加工。
サイズ：L59xW46ｘH38cm。MADE IN USA

発注ロット
4個

ホーム / ストレージ

ブランド：CordPro［コードプロ］
品番：CPM5
品名：コードオーガナイザー Mini 50ft（15ｍ）
参考上代：¥3,200（税別）

コードやホースの収納、運搬に便利な樹脂製リー
ル。屋外対応。

ブランド：CordPro［コードプロ］
品番：CP100
品名： コードオーガナイザー 100ft（30m）
参考上代：¥3,800（税別）

コードやホースの収納、運搬に便利な樹脂製リー
ル。屋外対応。

ブランド：Sky Zone［スカイゾーン］
品番：SZ14
品名：14ft トランポリン
参考上代：¥86,000（税別）

直径約 4.3mの組立式トランポリン。不意な飛び
出し防止のネット付き。

別途送料



ブランド：TOTER［トーター］
品番：025532-01GRS
品名：32 ガロントラッシュカート 大型ごみ箱
参考上代：¥19,000（税別）

32 ガロン（120 リットル）ホイール付きゴミ箱。
ヘビーデューティー。アメリカ製。別途送料。

別途送料

ブランド：TOTER［トーター］
品番：025564-01GRS
品名：64 ガロントラッシュカート 大型ごみ箱
参考上代：¥26,800（税別）

64 ガロン（240 リットル）ホイール付きゴミ箱。
ヘビーデューティー。アメリカ製。別途送料。

別途送料

ブランド：Milwaukee［ミルウォーキー］
品番：30152
品名：2in1 ハンドトラック 300lb/500lb
参考上代：¥18,900（税別）

2輪垂直カートと 4輪カートとして使用できる
2WAY カート。300 ポンドの垂直耐荷重。500 ポ
ンドの水平耐荷重。パンク防止タイヤ仕様。

別途送料

ブランド：Milwaukee［ミルウォーキー］
品番：DC40611
品名：2in1 ハードトラック 600lb
参考上代：¥34,800（税別）

2輪垂直カートと 4輪カートとして使用できる
2WAYカート。耐荷重約270kg。グラスファイバー
で補強されたナイロンポリマーフレームで丈夫さ
と軽さを両立。

別途送料

ブランド：Three D Traffic Works
品番： 507514
品名：42 インチウエイト付安全ポール
参考上代：¥8,500（税別）

ラバー製のおもり付き。

ブランド：TOUGHBUILT［タフビルト］
品番： TB-C550
品名：ジョブサイトソーホース 2本セット
参考上代：¥15,600（税別）

スチール製のジョブサイトソーホース（作業馬）
２本セット。

ホーム / ストレージ



ブランド：Commercial Electric
［コマーシャルエレクトリック］品番：BF30DDCE
品名：30 インチ　ヘビーデューティードラムファン
参考上代：¥59,800（税別）

移動に便利なホイール付きファン。

ブランド：RockyMounts［ロッキーマウンツ］
品番：10222
品名：ウエストスロープ ヒッチバイクキャリア
参考上代：¥48,000（税別）

最大 40 ポンドの自転車を 2台積載可能。車のリ
アゲートを開いた際はラックを下に傾け車内への
アクセスを容易に。※本製品はアメリカ規格の為、
日本の製品と規格が異なります。ご注意ください。

ブランド：RockyMounts［ロッキーマウンツ］
品番：12220
品名：トマホーク ルーフバイクキャリア
参考上代：¥26,400（税別）

最大 40 ポンドの自転車 1台積載可能。フレーム
との接触がなく前輪で自転車を固定。スクエア、
ラウンド、ファクトリー、エアロクロスバーに適合。
※本製品はアメリカ規格の為、日本の製品と規格
が異なります。ご注意ください。

ブランド：Keeper［キーパー］
品番：5623
品名： スイベルアンカーポイント（４個入）
参考上代：¥1,400（税別）

トラックやトレーラーなどに取り付けキャンプ用
品や家具などの貨物輸送用途に最適。旋回フック
は使用していない時に邪魔にならず折り畳み可能。

ブランド：Commercial Electric
［コマーシャルエレクトリック］品番：LT-6
品名： 15A トリプルタップコンセント
参考上代：¥600（税別）

耐久性のある PVC 製マルチタップ。屋内用。

ブランド：
品番：MX1050SB
品名： FlipLid コンセントカバー ( 北米仕様 )
参考上代：¥1,300（税別）

屋外対応のダイキャスト製コンセント、スイッチ
カバー。

電気 / カー用品



ブランド：STANLEY［スタンレー］
品番：BOS11911
品名：ユーティリティーブレード交換刃（5枚入）
参考上代：¥280（税別）

ユーティリティーナイフ用交換ブレード。スチー
ル製。※Stanley 用交換刃ですが、他のアメリカ規
格ナイフにも利用可能です。（一部利用できない製
品もございます。）

ブランド：STANLEY［スタンレー］
品番：BOS10175
品名：ユーティリティーナイフ（ブラック）
参考上代：¥1,000（税別）

STANLEY 定番のクラシックユーティリティーナイ
フ。ブラックカラー。

ブランド：Westcott［ウェスコット］
品番：552281437
品名：ステンレスハサミ（レッド）
参考上代：¥1,400（税別）

100 年以上の歴史をもつアメリカ大手文具メー
カーWestcott 社の 8 インチ（約 20cm）スタンダー
ドはさみ。ステンレスブレード。

ユーティリティーナイフ / ハサミ

ブランド：MILWAUKEE（ミルウォーキー）
品番： 48-22-1916
品名：MILWAUKEE セーフティーカッター
参考上代：¥890（税別）

段ボールなどの開梱作業に便利なセーフティー
カッター。



ブランド：STANLEY［スタンレー］
品番：BOS66344
品名：ポケットスクリュードライバー
参考上代：¥1,200（税別）

 ポケットサイズのペン型 4-in-1 ドライバーセッ
ト。＋、－の磁気ビット付属 。長さ：13cm。

ブランド：STANLEY［スタンレー］
品番：BOS60100
品名：スクリュードライバー 10 本セット
参考上代：¥3,600（税別）

人間工学に基づいたハンドル形状 。4本のプラス
ドライバー、6本のマイナスドライバーセット。

ブランド：STANLEY［スタンレー］
品番： STHT51455
品名：10oz ハンマー ウッドハンドル
参考上代：¥1,800（税別）

スタンダードなネイルハンマー。

ブランド：Dewalt［デウォルト］
品番：DWHT83855
品名：12in & 6in バークランプ（4Pack）
参考上代：¥7,400（税別）

セット内容：6インチクランプ（約 15cm）2個、
12 インチクランプ（約 30cm）2個

ハンドツール / ツールボックス

ブランド：STANLEY［スタンレー］
品番：STST13331
品名：12.5in ツールボックス
参考上代：¥2,500（税別）

サイズ：W32×D18×H14cm。上部に小物用スト
レージ付き。

ブランド：STANLEY［スタンレー］
品番：STST19331
品名：19in ツールボックス
参考上代：¥5,900（税別）

サイズ：W48×D25×H25cm。上部に小物用スト
レージ、ハンドル付き内部トレー付属。



ブランド：
品番：1500-1
品名：1インチペンキブラシ（幅 2.5ｃｍ）
参考上代：¥320（税別）

使いやすい 1インチ幅のペンキブラシ。

ブランド：
品番：1500-2
品名：2インチペンキブラシ（幅 5ｃｍ）
参考上代：¥420（税別）

使いやすい 2インチ幅のペンキブラシ。

ブランド：
品番：1500-3
品名：3インチペンキブラシ（幅 7.5ｃｍ）
参考上代：¥520（税別）

使いやすい 3インチ幅のペンキブラシ。

ブランド：　
品番：H9-XK
品名：デラックスペイントキット（メタルトレー）
参考上代：¥1,800（税別）

ペイント用金属製トレイ、ローラー、ローラーフ
レームのセット。MADE IN USA

ブランド：Core Gear［コアギア］
品番：57311
品名：ペイント缶オープナー＆クリーナー
参考上代：¥480（税別）

 ペンキ缶オープナー。ペンキ缶縁の残った塗料を
取り除く事も可能。2個セット。

ブランド：Core Gear［コアギア］
品番：57312
品名：ペイント缶注ぎ口サポート
参考上代：¥1,200（税別）

1ガロンペンキ缶の注ぎ口に付け塗料のスムーズ
に注げます。無駄な塗料の垂れ難い形状。2個セッ
ト。※日本規格の缶は対応しない場合があります。

ブランド：Core Gear［コアギア］
品番：CG136
品名：シーラープラグ（ブルー）
参考上代：¥590（税別）

コーキングチューブの乾燥を防ぐキャップ。
MADE IN USA

ブランド：Core Gear［コアギア］
品番：CG138
品名：シーラープラグ（イエロー）
参考上代：¥590（税別）

コーキングチューブの乾燥を防ぐキャップ。
MADE IN USA

ペイントツール


