BUILDING
AMERICA
Legendary Tools. Exceptional Value.
For 150 years, Vaughan tools have been the chosen brand for
professional builders everywhere.

Vaughan（ヴォーン）は 1869 年創業したアメリカを代表するイリノイ州のハンマーメーカーです。
創業当時より「MADE IN THE USA」にこだわり続け、今なおアメリカンプライドでものづくりをしています。
150 年の伝統を守りつつ、常に最新のテクノロジーを取り入れ、最高の使いやすさを追求し続けています。
その姿勢により本場アメリカンカーペンター、フレーマー達に愛されているプロフェショナルハンマーメーカーです。

ネイルハンマー【ヒッコリー】16oz

CLAW
HAMMERS

￥4,900 税抜

■型番：DO16
■定番のヒッコリーハンドルネイルハンマー。
■ポリッシュ仕上オクタゴンヘッド。
■Vaughan 独自のトリプルウェッジ「Sure-Lock」。
■防錆コート塗装。
■アメリカンヒッコリーハンドル（交換用品番：60162）。
サイズ：W12.5xD3.5xH33.3(cm)
ヘッド重量：16oz(450g)

ネイルハンマー

ネイルハンマー【ファイバー】16oz

￥5,600 税抜

カリフォルニアフレーマー【ヒッコリー】19oz

￥5,800 税抜

■型番：FS16
■定番のネイルハンマーのファイバーグラスハンドル。
■中空コアグラスファイバーハンドルは衝撃を吸収し、
優れたバランスを提供します。
■ポリッシュ仕上オクタゴンヘッド。
■クサビとエポキシ密閉によるヘッド固定。
■滑りにくく握りやすい PVC グリップ採用。
■防錆コート塗装。

■型番：CF2
■名機 Vaughan カリフォルニアフレーマー ハンマー。
■ネイルグリップが付属したミルフェイスの大きな
鍛造ヘッドを採用。
■衝撃を和らげるストレートタイプの 16 インチ
アメリカンヒッコリーハンドル（交換用品番：64302）。
■Vaughan 独自のトリプルウェッジ「Sure-Lock」。
■防錆コート塗装。

サイズ：W12.5xD3.5xH33(cm)
ヘッド重量：16oz(450g)

サイズ：W15xD3.5xH40(cm)
ヘッド重量：19oz(540g)

カリフォルニアフレーマー【ヒッコリー CURVED】19oz

￥6,000 税抜

カリフォルニアフレーマー【スチール】19oz

￥8,200 税抜

■型番：CF2-HC
■名機 Vaughan カリフォルニアフレーマー ハンマー。
■ネイルグリップが付属したミルフェイスの大きな
鍛造ヘッドを採用。
■衝撃を和らげるカーブタイプの 16 インチ
アメリカンヒッコリーハンドル（交換用品番：65002）。
■Vaughan 独自のトリプルウェッジ「Sure-Lock」。
■防錆コート塗装。

■型番：RCF2
■名機 Vaughan カリフォルニアフレーマー ハンマー。
■ネイルグリップが付属したミルフェイスの大きな
鍛造ヘッドを採用。
■ハードな作業にも対応したパウダーコート塗装の
スチールハンドルと滑りにくい PVC グリップ。
■Vaughan 独自の「Shock-Block」プラグインヘッド。
■防錆コート塗装。

サイズ：W15xD3.8xH40(cm)
ヘッド重量：19oz(540g)

サイズ：W15xD3.8xH40(cm)
ヘッド重量：19oz(540g)

ボールペインハンマー【ヒッコリー】4oz

OTHER
HAMMERS

■型番：TC504
■板金作業などに適したボールペインハンマー。
■錆に強くポリッシュされたハイカーボンスチール鍛造ヘッド。
■丈夫なアメリカンヒッコリーハンドル。（交換用品番：62062）
サイズ：W2.5xD7xH27(cm)
ヘッド重量：4oz(113g)

スペシャリティハンマー
ボールペインハンマー【ヒッコリー】12oz

￥2,600 税抜

￥3,200 税抜

ソフトフェイスプラハンマー 12oz

■型番：TC2012
■板金作業などに適したボールペインハンマー。
■錆に強くポリッシュされたハイカーボンスチール鍛造ヘッド。
■丈夫なアメリカンヒッコリーハンドル。（交換用品番：62123）

￥4,000 税抜

■型番：SF12
■2 種類の方さの異なるフェイスのソフトハンマー。
（レッド：ソフト、イエロー：ハード）
■様々な素材で傷をつける事なく作業可能。
■錆に強くポリッシュされたハイカーボンスチール鍛造ヘッド。
■鍛造ハイカーボンスチール芯ヘッド。
■チップ交換可能（交換用品番：レッド 51401、イエロー 51301）
■丈夫なアメリカンヒッコリーハンドル。（交換用品番：62123）

サイズ：W2.8xD9.5xH32(cm)
ヘッド重量：12oz(340g)

サイズ：W3xD12xH30(cm)
ヘッド重量：12oz(340g)

RM2B ラバーマレットハンマー

￥6,600 税抜

■型番：RM2B
■定番のラバーマレットハンマー。
■高い衝撃強度と耐久性を兼ね備えた特別配合のゴムを採用。
■丈夫なアメリカンヒッコリーハンドル。

■素材に合わせて作業可能な銅＆ローハイド（革）ハンマー。
■鍛造ハイカーボンスチール芯ヘッド。
■チップ交換可能（交換用品番：銅 125CF、ローハイド 125RF）
■丈夫なヒッコリーハンドル。（交換用品番：2RH）

サイズ：W10xD7.1xH35(cm)
ヘッド重量：20oz(567g)

サイズ：H36(cm)
ヘッド重量：8oz(226g)
製造国：イギリス

HATCHETS & AXES
ビルダーズハチェット

CR125 ローハイド＆カッパーハンマー

￥3,200 税抜

ハチェット＆アックス

￥8,900 税抜

キャンピングアックス【ヒッコリー】 ￥6,400 税抜

■型番：RB
■ヘビーコントラクションにも対応したビルダーズハチェット
■フルポリッシュミルフェイスヘッド。
■ドライウォールのカットに最適なハチェット。
■現場作業はもちろんアウトドアの薪割り、ペグ打ちにも最適
■アメリカンヒッコリーハンドル（交換用品番：64183）。

■型番：SCS1
■定番のヒッコリーハンドルキャンピングアックス。
■アウトドアの薪割り作業などに最適。
■錆びにくい Vaughan ブルー塗装仕上げ。
■シースが付属します。
■アメリカンヒッコリーハンドル（交換用品番：65142）。

ヘッド重量：28oz(790g)
全長：44ｃｍ

ヘッド重量：560g
全長：37ｃｍ

キャンピングアックス【スチール】 ￥8,600 税抜

キャンピングアックス【スチール】18”

■型番：AS2
■ヘビーに使えるスチールボディーキャンピングアックス。
■フルポリッシュ薄口ヘッド。
■アウトドアの薪割り作業などに最適な 18 インチ、ロングハンドル
■錆びに強いパウダーコート塗装仕上げ。

■型番：AS1
■ヘビーに使えるスチールボディーキャンピングアックス。
■フルポリッシュヘッド。
■衝撃を吸収し握りやすいグリップ。
■アウトドアの薪割り作業などに最適。
■錆びに強いパウダーコート塗装仕上げ。
■シースが付属します。

ヘッド重量：680g
全長：45ｃｍ

ヘッド重量：680g
全長：35ｃｍ

MARKERS

カーペンターペンシル FLIP MARKER

マーカー
各￥480 税抜

■型番：
・FMBL【ブラック】 ・FMBU【ブルー】
・FMY【イエロー】 ・FMR【レッド】
■Vaughan オリジナル。マーキングツール FlipMarker。
■カーペンターペンシルとカラーマーキングクレヨンの
コンビネーションであらゆる素材にマーキングが可能。
原産国：アメリカ（カーペンターペンシル）CHINA（クレヨン）

※サイズ、重量は約です。製造ロットにより、カラー変更、仕様変更、ラベル変更等ある場合があります。
※ハンドルは天然素材により製品によりカラーのばらつきがあります。
※本製品は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。

￥9,400 税抜

REPLACEMENT
交換用ハンドル

交換パーツ

交換用フェイス

対応モデル

品番

価格（税抜）

対応モデル

DO16
CF2
CF2-HC
TC504
TC2012、SF12
CR125
RB
SCS1

60162
64302
65002
62062
62123
2RH
64183
65142

￥1,200
￥1,400
￥1,800
￥1,100
￥1,200
￥1,600
￥1,600
￥1,300

・SF12 用
ハードイエロー 51301
ソフトレッド
51401

品番

￥480
￥480

・CR125 用
ローハイド
カッパー

￥1,600
￥1,600

125RF
125CF

価格（税抜）

輸入元：有限会社 TOSHO
〒509-5401 岐阜県土岐市駄知町 1217-5
http://www.tosho-corp.jp

