スポット入荷商品

※ロットによりデザイン、仕様が異なる場合があります
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SOLD OUT

Lowe's マーキングフラッグ 10pk
【グリーン】【ブルー】【イエロー】
各￥900（税込￥990）

1644998

■芝生などに目印として使用するマーキングフラッグ。

QUICKLID™5 ガロンバケツ用ダストパン ￥2,600（税込￥2,860）

■各色 10 本セット。■全長：約 38cm

■5 ガロンバケツに取付できるダストパン。簡単に取付可能で５ガロンバケツをチリトリやペンキローラーの絞りとして利用可能。

※ばら売り不可

工夫次第で色々な用途で使用できます。■サイズ：32x15x21cm ■材質：プラスチック ■MADE IN USA
※バケツは含まれません。※一部メーカーの５ガロンバケツには使用できない場合があります。

2560886

SOLD OUT

Lowe's フォールディングカート
￥25,900（税込￥28,490）

777134

ProjectSource
3PC クラフトブラシセット
￥1,600（税込￥1,760）

2418022

ProjectSource
ユーティリティーナイフ
￥1,200（税込￥1,320）

■クラフト作業に最適なブラシ。
ペイント、埃はらい用などに。
■材質：天然毛、ウッド

2423230

■材質：スチール、ポリエステル

ProjectSource
ハンドコーンブルーム
￥1,600（税込￥1,760）
■2 列のステッチと頑丈なワイヤー巻き構造。

SOLD OUT

■スライド式ナイフ。■材質：メタル

587727

587724

ProjectSource 6in ハックソー
￥2,400（税込￥2,640）
■金属などの切断に最適なハックソー。
力が入りやすいグリップ構造。

ProjectSource のこぎりカットガイド
￥2,400（税込￥2,640）

HD-BOTTLE

■2ｘ材を正確にカットする事が可能なのこぎりガイド。

The Home Depot
ボトルオープナー固定式
￥1,500（税込￥1,650）

■45 度の斜めカットにも対応。■材質：ABS 樹脂

■材質：スチール、プラスチック

■壁や家具などにビス止めして使用
■サイズ：約 W4xH10xD3cm
■材質：亜鉛合金
■MADE IN USA

3846371

ProjectSource スクレーパーセット
￥3,600（税込￥3,960）
■ガラスやタイル、フロアなどの滑らかな面の
シール、汚れ取りなどに最適なスクレーパーセット。
■MADE IN USA

120SD12D

TheHomeDepot 6in1 ドライバー
￥1,000（税込￥1,100）

■2 種のプラスビット、2 種類のマイナスビット付属
■ビットを取外せば 3/16”、1/4” の六角ナットに対応

539186

ProjectSource コーキングガン
￥1,600（税込￥1,760）
■スタンダードなコーキング用ガン。■材質：スチール

スポット商品について

・スポット品は少量入荷の為、在庫切れの際はご容赦ください。先着順とさせて頂きます。・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、ご予約頂いても供給できない場合がございます。

・サイズはカタログスペック（インチ等を変換）となり実物と誤差がある場合がございます。

※ロットによりデザイン、仕様が異なる場合があります

UNITED STATES WALL MAP
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PROTECTION

【スモーク】

【イエロー】

【グレー】

MILWAUKEE アンチスクラッチセーフティーグラス
各￥3,000（税込￥3,300）

カラー / 品番
【クリア】48-73-2010
【スモーク】48-73-2015
【イエロー】48-73-2100
【グレー】48-73-2105

【クリア】

■長時間の仕様でも快適なフレーム
■傷防止のハードコートポリカーボネートレンズ
■フィットしやすい柔軟なノーズパッド

【スモーク】

DPG82-11C

DeWALT セーフティーゴーグル【クリア】
￥4,400（税込￥4,840）

【クリア】

DeWALT セーフティーグラス Dominator
各￥3,300（税込￥3,630）

カラー / 品番
【スモーク】DPG94-2C
【クリア】DPG94-1C

■様々な顔の形やサイズに合うように設計
■耐衝撃性に優れたポリカーボネートレンズ
■ラバー製ノーズパッドで快適な使用感

MCS2028

US2200

アメリカ州 MAP

￥800（税込￥880）

■アメリカ全土の大判 MAP
■主要都市や国立公園など記載。
■お部屋や SHOP に貼るだけで雰囲気抜群です。
■サイズ：102x71cm ■PRINTED IN USA

MCR
エコノミーセーフティーゴーグル
￥900（税込￥990）

■クリアボディとレンズで広い視野を確保
■眼鏡の上からも装着可能
■PVC フレームとポリカーボネートレンズを採用
※眼鏡の形状によってはゴーグルと干渉する場合があります

■柔らかく快適にフィットするデュアルインジェクションラバー
■耐衝撃性に優れたポリカーボネートレンズ
■曇り防止のベンチレーション

※ロットによりデザイン、仕様が異なる場合があります

HOT
item!!
HOT
item!!

HOT
item!!

CMHT65072N
CMHT68007N

CRAFTSMAN ペンドライバー
￥1,400（税込￥1,540）

HOT
item!!

■2 種のマグネット仕様プラス , マイナスビット
付属。■細かな作業に最適な精密ドライバー。

CRAFTSMAN
2Piece ドライバーセット
￥2,800（税込￥3,080）

■腐食性が高く強度が高いビットを採用した
プラス、マイナスドライバー 2 本セット。

CMHT68000CS

CRAFTSMAN 6Piece
マルチビットドライバー
￥3,200（税込￥3,520）

48-22-1500

48-22-3105

■素早く刃をだせる PressFlip を採用した
カッター。替え刃交換時もワンタッチで
交換可能。ポケットクリップ付属。

■コンクリート面などの荒い表面にも書き込み出来る様
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。

Milwaukee FASTBACK
コンパクトフォールディング
ナイフ ￥2,800（税込￥3,080）

Milwaukee INKZALL™
FinePoint ジョブサイトマーカー
ブラック (2-Pack) ￥700（税込￥770）

CMHT20880

■専用ケース付属のラチェットツールセット。
■4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm のソケット、3in エクステンション、
アダプター、ラチェット、プラス、マイナスビットなどが付属。

■ジョブサイト油性マーカー４本セット
（ブラック、レッド、ブルー、グリーン）

HOT
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STHT60082

10-099

■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

■アメリカンユーティリティナイフ定番モデル。
■スライド式。■材質：メタル

ポケットスクリュードライバー
STHT60082 ￥1,200（税込￥1,320）

CRAFTSMAN 24Piece クロームメカニクス
ツールセット（メトリック）￥11,200（税込￥12,320）

Milwaukee INKZALL™
FinePoint ジョブサイトマーカー
4 色 SET ￥1,400（税込￥1,540）

■2 種のプラス、2 種のマイナス、
2 種のナットに対応した 6in1 ドライバー。

HOT
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CMMT12010LZ

48-22-3106

CRAFTSMAN 15in ハンドソー
￥5,200（税込￥5,720）

Classic99 ユーティリティーナイフ
￥1,200（税込￥1,320）

■15in アメリカンハンドソー。■木工作業用。
■万能につかえる中目。■生産国：Denmark

CMST17809

CRAFTSMAN
VERSASTACK ツールトートボックス
￥8,600（税込￥9,460）

■電動工具などのパワーツールから、ドライバーなどの
細かいハンドツールまできれいに収納可能。
■サイズ：W43xD31xH27cm ■材質：プラスチック

56000

19042

■整備や DIY に最適なメトリックのソケットラチェットセット。
■ケース付属。

■メカニック作業に最適な 121PC ツールセット。
ソケットラチェット、レンチ、ヘックスレンチがセット。
■ケース付属。

Allied 40PIECE ソケットラチェット SET
（メトリック）￥3,500（税込￥3,850）

Allied 121pc メカニックツールセット
￥13,200（税込￥14,520）

※ロットによりデザイン、仕様が異なる場合があります
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JC21422

PGC51098PK

MC454729

【Mr. Clean】コンパクトちりとり
￥600（税込￥660）
■先端部分がラバー形状で細かなゴミも
すくいやすい形状。
■サイズ：W22xＬ34cm

【Mr. Clean】マジックイレイサー
6 個入り ￥3,200（税込￥3,520）

■用途に応じて３種類各 2 個入。
■キッチンスクラブパッド、バススクラブパッド、
水だけで協力に汚れを除去するエクストラ
デュラブルパッド。

CLPIN30

WOOD CLOTHES PINS 30PC
￥600（税込￥660）

■約 9cm の木製洗濯ばさみ 30 ピース入り。
■木製ピンチシンプルデザイン。

KINGMAN ナンバー Pad ロック
￥680（税込￥748）

■ナンバー式の屋内用パッドロック。
■３つの数字を利用して開錠します。
■サイズ：5x7.5x3cm

16276A

WC2G88

■キー式の屋内用パッドロック。
■付属の鍵を利用して開錠します。（2 本付）
■サイズ：5x9x3cm

￥2,100（税込￥2,310）

FamilyMaid ロング Pad ロック
￥800（税込￥880）

Misco Home and Garden
2 ガロンじょうろ
■容量：2 ガロン（約 7.5L）■材質：プラスチック

HS-SYS

【SABRE】ホームセキュリティーサイン
￥3,600（税込￥3,960）

■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。

RECEIVED スタンプ
PAID スタンプ
各￥600（税込￥660）
BAZ6302

BAZ6301

DATE スタンプ（インクパッド付）
￥800（税込￥880）

BAZ6303

BER-1500

【HANDy】ハードペイントカップ
￥980（税込￥1,078）
■ペイント用ハンドル付きペール。
■16 オンス（約 470 ml）
。
■マグネット式ブラシホルダー付き。
■MADE IN USA

■インクが充填済みでインクパットは不要。
■インクカラー：レッド
■スタンプサイズ：36x12mm

SW276-YSS

【Swann】ホームセキュリティーサイン
￥3,600（税込￥3,960）

■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。

■インクパッド付日付スタンプ。
■表記はアメリカ式 (MMM-DD-YYYY)
■スタンプサイズ：25x3.8mm

BAZIC セキュリティー封筒
5066

5068

■S サイズ 55 枚入り
■封筒サイズ：9.2x16.5cm

■M サイズ 30 枚入り
■封筒サイズ：10.4x24.1cm

55PC【S】3ｘ6
【S】

HOT
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GOOD SENSE 13 ガロントラッシュバック
12PC（Lemon SCENT）
￥580（税込￥638）

■レモンの香りつきゴミ袋 12 枚入り。
■キッチン、キャンプなどに。
■容量：13Gal（49.2L）
■MADE IN USA

各￥560（税込￥616）

■内側プリントで外側から中身が透けにくい封筒

【M】

30PC【M】4ｘ9

CAU-71768

CAUTION スタンド LD
￥1,800（税込￥1,980）

■滑りやすい場所の注意喚起サイン。
■英語とスペイン語が両記。■屋内用
■サイズ：W29xH58cm

COS010180

DIAL-N スタンプ
￥1,200（税込￥1,320）

■ANSWERED などよく使う 12 種類の
フレーズや日付をダイヤルを回して
簡単に選択可能。
■表記はアメリカ式 (MMM-DD-YYYY)
■文字サイズは全幅約 5.5cm

発注
ロット 2
COS098072

BusinessHours サインキット
￥2,400（税込￥2,640）

■SHOP や OFFICE での利用に最適。
■営業時間を付属のシールで表示できます。
■OPEN、CLOSED 両用。■樹脂製プレート。
■サイズ：約 W38xH48cm

※ロットによりデザイン、仕様が異なる場合があります
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USA フラッグ【6x10ft】
￥12,000（税込￥13,200）

SOLD OUT

■サイズ：約 180x300cm

DIY-BRUCH1

1 インチ (25mm)

DIY-BRUCH1.5

1.5 インチ (38mm)

EMB-USA1015

USA フラッグ【10x15ft】
￥29,000（税込￥31,900）

■サイズ：約 300x450cm

DIY-BRUCH2

2 インチ (50mm)

RUNDY'S ペイントブラシ

■刺繍された星と、ステッチ入りの縞で高級感のある大型フラッグ。
■真ちゅうのハトメ穴とプラスチック製の D リングが 2 つずつ付属。
■耐久性のある 210D オックスフォードポリエステル素材。
※ポールは付属しません。

DIY-BRUCH3

3 インチ (75mm)

■DIY のペイントシーンで最適なペイントブラシ。
■材質：ウッド、混毛

1MP

18MPS

■頑丈なシームレススチール製パン。
■DIY 時のモルタル混合などはもちろん店舗什器としても。
■別売りのパンスタンドと併せて使用可能。
■サイズ：75x75xH18cm（パンのみ）
■MADE IN USA

■スチール製パン用折り畳み式スタンド。
■別売りのパンと併せて使用可能。
■サイズ：75x47cm（折畳み時）■MADE IN USA

JACKSON モルタルパン スチール
￥9,000（税込￥9,900）

H9-XK

990500

【Hillman】ハードウェアゲージ
￥690（税込￥759）

■ネジや金物の測量に便利な樹脂シート製の
簡易測量ゲージ。メトリック、インチ両方に対応。
■サイズ：11x22cm ■MADE IN USA

デラックスペイントキット
（メタルトレー）￥1,800（税込￥1,980）

■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

JACKSON モルタルパンスタンド
スチール ￥14,000（税込￥15,400）
1MP と 18MPS での使用例
サイズ：約 75x75xH58cm

