
ブランド：MILWAUKEE（ミルウォーキー）
品番：48-22-4041
品名：ジョブサイトシザー（万能ばさみ）
参考上代：¥5,200（税別）

現場のタフなカットに対応したシザー。グローブ
使用時にも握りやすい大きなハンドルループ。ブ
レード部に計測目盛マーキング（インチ表記）

ブランド：MILWAUKEE（ミルウォーキー）
品番：48-22-0304F
品名：ジョブソー (2-Pack)
参考上代：¥4,800（税別）

ドライウォールの穴開け、カットに最適な 6イン
チジョブソー。独自の Buit-In Rasping Hole でより
早くカットでき、平滑なカットに。

ＤＩＹ（ツール /ツールボックス /他）

ブランド：MILWAUKEE（ミルウォーキー）
品番：48-22-3105
品名：INKZALL™Fine Point ジョブサイトマーカー
ブラック (2-Pack)　参考上代：¥700（税別）

コンクリート面などの荒い表面にも書き込み出来
るように耐久性の高い油性マーカー。ヘルメット
や帽子のツバに差し込みやすいクリップ。

ブランド：MILWAUKEE（ミルウォーキー）
品番：48-22-2760
品名：11-in-1 マルチチップスクリュードライバー 
参考上代：¥5,400（税別）

認識性に優れた握りやすいコンフォートグリップ
のマルチビットドライバー。2種のプラス、2種
のマイナスの他スクエアビット、ナットドライバー
などが付属。

ブランド：MILWAUKEE（ミルウォーキー）　
品番：48-22-6330
品名：ストレート プライヤーセット (2-Pack)
参考上代：¥7,800（税別）

プロのタフな使用に対応した 6インチ＆10 インチ 
ストレートプライヤー。独自のパンチングハンド
ルで「叩く」「拡げる」の作業が快適に使用できます。

ブランド：MILWAUKEE（ミルウォーキー）
品番：48-22-3402
品名：トルクロッキング プライヤーセット (2-Pack)
参考上代：¥7,800（税別）

7インチ＆10 インチのプライヤーセット。スク
リュードライバーホールを採用したロッキングネ
ジで素早く確実に固定できます。

ブランド：MILWAUKEE（ミルウォーキー）
品番：48-22-2702
品名：貫通ドライバーセット (2-Pack)
参考上代：¥4,500（税別）

先端マグネットチップのプラス＆マイナス貫通ド
ライバーセット。耐衝撃に優れたスチールグリッ
プエンドを採用。全長約 34cm

ブランド：MILWAUKEE（ミルウォーキー）
品番：48-22-3986
品名：100 ft. ラインチョーク （レッド）
参考上代：¥4,500（税別）

ハードボディーラインチョーク。
専用の StripGuard クラッチを採用。
チョーク付き（カラー：レッド）

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

SOLD OUTSOLD OUT SOLD OUTSOLD OUT

SOLD OUTSOLD OUT

SOLD OUTSOLD OUT SOLD OUTSOLD OUT



ブランド：Plano［プラノ］
品番：114002
品名：Plano 13 in. コンパクトツールボックス
参考上代：¥1,800（税別）

W33×D19×H18cm。小さな部品や車載用ツール
入れに。ネジなどの収納に便利な蓋部ストレージ。
内部には取手付きトレーが付属。

ブランド：Plano［プラノ］
品番：652009
品名：Plano 20 in. ツールボックス
参考上代：¥4,800（税別）

W54×D28×H23cm。内部には取手付きトレー、
上部に 2つの取り外し可能トレーが付属。2つの
頑丈な真ちゅう製のラッチ採用。

ＤＩＹ（ツール /ツールボックス /他）

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：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：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：STST13331
品名：12.5in ツールボックス
参考上代：¥2,500（税別）

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：STST16410
品名：16in ツールボックス
参考上代：¥4,600（税別）

W39×D22×H16cm。上部に小物用ストレージ付
き。作業中に片手で道具を取り出す際に便利なオー
トラッチ採用。

ブランド：STANLEY［スタンレー］
品番：FMST14820
品名：Fatmax Deep Pro オーガナイザー
参考上代：¥5,600（税別）

W43×D35×H11cm。一体型ウォーターシールで
内容物を保護。スタッキングに適した頑丈なサイ
ドラッチ。

ブランド：STANLEY［スタンレー］
品番：033026R
品名：17 ガロン モバイルツールボックス
参考上代：¥15,600（税別）

W37×D61×H49cm。ホイール付き大容量樹脂製
ツールボックス。蓋に取外し可能な小物ストレー
ジ、角材やパイプなどの切断に便利な V字スリッ
ト付き。

SOLD OUTSOLD OUT



ＤＩＹ（ツール /ツールボックス /他）

ブランド：Stonebriar Collection
品番：SB-5732A
品名：Stonebriar Collection スチール
ツールボックス　参考上代：¥6,200（税別）

W24×D15×H15cm。シンプルで無骨なスチール
製ツールボックス。インテリアや事務用品の機能
的な収納としても。

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。

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：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：¥16,400（税別）価格変更となりました

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。

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：Global Industrial
品番：WG708111
品名：72" セキュリティーパーキングストップ
（タイヤ止め）参考上代：¥15,600（税別）

全長 183cmのロングタイプ。耐候性と耐摩耗性
に優れたラバー製タイヤ止め。視認性の良い反射
テープ採用。

別途送料

ブランド：Global Industrial
品番：WG652923
品名：セキュリティバリケード
参考上代：¥146,000（税別）

最大幅 6.1mとなる折畳みセキュリティゲート。
折畳み時は幅60cmとコンパクトに。パウダーコー
ト仕上げのオールスチール構造。

別途送料

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。

SOLD OUTSOLD OUT SOLD OUTSOLD OUT

SOLD OUTSOLD OUT



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：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：TOTER［トーター］
品番：025596-01GRS
品名：96 ガロントラッシュカート 大型ごみ箱
参考上代：¥31,500（税別）

96 ガロン（360 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：Good L Corp
品番：WG251771
品名：スチールショッピングカート 6.9 CF
参考上代：¥68,000（税別）

ヘビーデューティーなアメリカ製スチールショッ
ピングカート。店舗什器としても。
外寸サイズ：W51xD91xH97（cm）
最大積載重量：180kg

別途送料

ブランド：Global Industrial
品番： WG245133BK
品名：5ガロン スタンドアシュトレー（ブラック）
参考上代：¥12,800（税別）

難燃性ポリエチレン製の屋外用スタンド灰皿。
大容量の吸殻タンクはスクリューノブで取り外し
可能で清掃も容易。
サイズ：径 38xH99(cm)

ブランド：Global Industrial
品番： WG245133GY
品名：5ガロン スタンドアシュトレー（グレー）
参考上代：¥12,800（税別）

難燃性ポリエチレン製の屋外用スタンド灰皿。
大容量の吸殻タンクはスクリューノブで取り外し
可能で清掃も容易。
サイズ：径 38xH99(cm)

ＤＩＹ（ツール /ツールボックス /他）

ブランド：Global Industrial
品番： WG245133GN
品名：5ガロン スタンドアシュトレー（グリーン）
参考上代：¥12,800（税別）

難燃性ポリエチレン製の屋外用スタンド灰皿。
大容量の吸殻タンクはスクリューノブで取り外し
可能で清掃も容易。
サイズ：径 38xH99(cm)

SOLD OUTSOLD OUT SOLD OUTSOLD OUT SOLD OUTSOLD OUT

SOLD OUTSOLD OUT



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。

オフィスサプライ（ステーショナリー /サイン / カートン /他）

ブランド：Westcott［ウェスコット］
品番： ACM13526
品名：チタニウムハサミ
参考上代：¥2,200（税別）

チタン結合ブレードの高性能ハサミ。高耐食性レー
ドはテープや接着剤にも強く切れ味が持続。
全長：18cm

ブランド：Identity Group
品番：USSRD015
品名：Identity Group 日付スタンプ（英語版）
参考上代：¥900（税別）

月、日にち、年の順に表示されるUSタイプのスチー
ルフレーム製ラバースタンプ。文字サイズは全幅
1 1/2 インチ（3.8cm）。市販のインクパッドにて
ご使用ください。

ブランド：
品番： WGB464197
品名：1" x 1" Made In USA ラベル（500PC）
参考上代：¥3,400（税別）

1ロール約 500 ラベルの「MADE IN U.S.A.」シー
ルロール。ラベルサイズ：約W2.5xH2.5(cm)

ブランド：
品番：WGB464405
品名：3" x 3" Delicate Instrument ラベル （500PC）
参考上代：¥4,200（税別）

1ロール約 500 ラベルの「精密機器 取扱注意」シー
ルロール。ラベルサイズ：約W7.6xH7.6(cm)

ブランド：
品番：WGB464709
品名：3" x 5" Fragile ラベル（500PC）
参考上代：¥5,800（税別）

1ロール約 500 ラベルの「取扱注意」シールロール。
ラベルサイズ：約W12.7xH7.6(cm)

ブランド：Avery
品番：AVE11025
品名：Avery メタル Key タグ（50-PACK)
参考上代：¥1,600（税別）

鍵の整理に便利なメタル製タグ 50 入り。ホワイ
トのラベル部分には書き込み可能。
タグ部直径：約 3.2cm

ブランド：
品番：WGB44005
品名：5-1/2 x 10" Invoice Enclosed 
封筒ラベル （1000PC）参考上代：¥23,000（税別）

荷物発送時の送り状・請求書・納品書などの張付
け用エンベローブ。1000 枚入り。
外寸：約W25.4xH14(cm)

ブランド：
品番：WGB893883
品名：4-1/2" x 5-1/2" Invoice Enclosed 
封筒ラベル （1000PC）参考上代：¥12,000（税別）

荷物発送時の送り状・請求書・納品書などの張付
け用エンベローブ。1000 枚入り。
外寸：約W14xH11.4(cm)

SOLD OUTSOLD OUT SOLD OUTSOLD OUT

SOLD OUTSOLD OUT



ブランド：Headline
品番：USS 4792
品名：Exit サイン（グロー）
参考上代：¥960（税別）

丈夫で破れにくいプラスチック製ディスプレイサ
イン。暗闇で光る蓄光タイプ。
サイズ：W30xH20(cm)
※日本の法規に対応した製品ではありません。

オフィスサプライ（ステーショナリー /サイン / カートン /他）

ブランド：NMC
品番：WG237907
品名：セーフティーフロアサイン - Fire 
Extinguisher（消化器）参考上代：¥5,200（税別）

滑り止め防止加工のフロア用サインデカール。
工場、倉庫はもちろん、お店のアクセントにも。
サイズ：径 43(cm) インダストリアルグレード
※日本の法規に対応した製品ではありません。

ブランド：NMC
品番： WG744040
品名：セーフティーフロアサイン - Stop
（ストップ）参考上代：¥5,200（税別）

滑り止め防止加工のフロア用サインデカール。
工場、倉庫はもちろん、お店のアクセントにも。
サイズ：径 43(cm) インダストリアルグレード
※日本の法規に対応した製品ではありません。

ブランド：NMC
品番：WG601833
品名：セーフティーフロアサイン - Keep Aisles 
Clear（通路を綺麗に）参考上代：¥5,200（税別）

滑り止め防止加工のフロア用サインデカール。
工場、倉庫はもちろん、お店のアクセントにも。
サイズ：径 43(cm) インダストリアルグレード
※日本の法規に対応した製品ではありません。

ブランド：NMC
品番：WG468104
品名：セーフティーフロアサイン - Forklift Traffic 
Area（フォークリフト）参考上代：¥5,200（税別）

滑り止め防止加工のフロア用サインデカール。
工場、倉庫はもちろん、お店のアクセントにも。
サイズ：径 43(cm) インダストリアルグレード
※日本の法規に対応した製品ではありません。

ブランド：COSCO［コスコ］
品番： COS098068
品名：No-smoking サイン
参考上代：¥640（税別）

視認性に優れた両面プリントのサインボード。
耐引裂性に優れたプラスチック採用。
サイズ：約W30xH20(cm)



ブランド：HDX
品番：HDLL1635
品名：The Home Depot 30gal ペーパーバッグ　
５枚セット　参考上代：¥1,000（税別）

大容量 30 ガロン（114L）の引裂強度、湿気にも
強い 2重構造ペーパーバッグ 5枚セット。
サイズ：約W41xD30xH89(cm)

ブランド：HDX
品番：MDMVEBX
品名：The Home Depot ムービングボックス【M】
10 枚セット　参考上代：¥6,400（税別）

アメリカの巨大ホームセンターHOMEDEPOT のオ
リジナル 100％リサイクル素材カートン。
ミディアムサイズ。
サイズ：W56xD41xH38(cm)

ブランド：HDX
品番：1001015
品名：The Home Depot ムービングボックス【XL】
10 枚セット　参考上代：¥10,600（税別）

アメリカの巨大ホームセンターHOMEDEPOT のオ
リジナル 100％リサイクル素材カートン。
エクストララージサイズ。
サイズ：W56xD56xH55(cm)

オフィスサプライ（ステーショナリー /サイン / カートン /他）

ブランド：
品番：118595
品名：Lowe's ムービングボックス【S】
10 枚セット　参考上代：¥3,900（税別）

Lowe's の持ち運びに便利な手穴付きオリジナル
カートン。
スモールサイズ。
サイズ：約W41xD30xH30(cm)

ブランド：HDX
品番：1001004
品名：The Home Depot ムービングボックス【S】
10 枚セット　参考上代：¥3,900（税別）

アメリカの巨大ホームセンターHOMEDEPOT のオ
リジナル 100％リサイクル素材カートン。
スモールサイズ。
サイズ：約W41xD30xH30(cm)

ブランド：HDX
品番： 1001006
品名：The Home Depot ムービングボックス【L】
10 枚セット　参考上代：¥7,600（税別）

アメリカの巨大ホームセンターHOMEDEPOT のオ
リジナル 100％リサイクル素材カートン。
ラージサイズ。
サイズ：W46xD46xH61(cm)

SOLD OUTSOLD OUT



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：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

ブランド：Mr. Longarm　
品番：0936P
品名：Mr. Longarm エクステンションポール
参考上代：¥3,900（税別）

軽量で丈夫な伸縮式ポール。ペイントジョブ、高
い所の掃除などに。
ポール長：3ft ～ 6ft　パイプ径：2.5（cm）

SOLD OUTSOLD OUT



ホーム / 他

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：
品番：ASF0812
品名：アメリカ スティックフラッグ 8x12 インチ
参考上代：¥740（税別）

木製ポール付きのアメリカ国旗。
アメリカ製。
フラッグサイズ：W30xH20(cm)

ブランド：
品番：ASF0406
品名：アメリカ スティックフラッグ 4x6 インチ
参考上代：¥460（税別）

木製ポール付きのアメリカ国旗。
アメリカ製。
フラッグサイズ：W15xH10(cm)

ブランド：
品番：LED-PIN110
品名：10 Pineapple LED ストリングライト 110cm
参考上代：¥900（税別）

パイナップルの屋内用ミニ LEDデコレーションラ
イト。コンセントフリーの電池式で簡単に設置可
能。長さ：110(cm)　
使用電池：単 3電池 2本 ( 別売 )

ブランド：
品番：LED-FLA110
品名：10 Flamingo LED ストリングライト 110cm
参考上代：¥900（税別）

フラミンゴの屋内用ミニ LEDデコレーションライ
ト。コンセントフリーの電池式で簡単に設置可能。
長さ：110(cm)　
使用電池：単 3電池 2本 ( 別売 )

ブランド：WordLock 
品番：PL-127-CP
品名：コンビネーションパッドロック　
参考上代：¥1,600（税別）

あらかじめ設定された 3文字のパスワードで信頼
性の高い南京錠。0.8インチの硬化鋼製シャックル。
外寸サイズ：W9.5xD4xH15(cm)

ブランド：WordLock 
品番： CL-650-SL
品名：5 ft コンビネーションワイヤーロック　
参考上代：¥1,900（税別）

あらかじめ設定されたパスワードで信頼性の高い
ワイヤーロック。径 5mmのワイヤーケーブル。
ケーブル長：5フィート (150cm)

ブランド：Mr. Clean
品番：003700083906
品名：Mr. Clean Outdoor Pro マジックイレイサー 
7 個入　参考上代：¥3,200（税別）

水で濡らして軽く絞り擦るだけの簡単で耐久性に
優れた多目的クリーニングパッド 7個入。
パッケージサイズ：W18xD1xH13(cm)

ブランド：
品番：5318
品名：Project Source 0.4 ガロンスプレイヤー
参考上代：¥2,400（税別）

水やり、液体肥料散布、除草剤散布などマルチに
活躍するハンディ噴霧器。
容量：1.5 リットル

SOLD OUTSOLD OUT



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：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 / 他

・スポット品の為、少量入荷の為、在庫切れの際はご了承ください。先着順とさせて頂きます。
・製造ロットにより、カラー変更、仕様変更、ラベル変更等画像と異なる場合があります。
・輸入品につき製品に傷や汚れがある場合やラベル剥がれなどがある場合があります。
・入荷後、簡易検品後出荷いたします。不良や未入荷があった場合、ご予約頂いていても供給できない場合がございます。
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ジョンソン新商品のご案内

ブランド：Johnson［ジョンソン］
品番：700
品名：アングルロケーター（角度計）
参考上代：¥3,200（税別）

耐久性のあるアクリルレンズに 4カ所目盛りが付
いた角度計。超強力なセラミック磁石で様々な金
属の表面に付着可能。耐衝撃性の高い成形ボディ。
パイプなどにフィットする V字カットされた 2辺
にはセンチ、インチの目盛り付き。


