
タイダウンベルト

カーゴ用品

42465
S フック カモ柄
ラチェットタイダウンベルト【2本セット】　　
￥2,480（税込￥2,728）
●ベルト幅：2.5cm  ●荷重制限：227kg ●生産国：CHINA 

CARGOLOC（カーゴロック）は車用キャリア、タイダウンベルトなどを
ラインアップするカーゴ用品ブランドです。

84050
リトラクタブル ラチェット
タイダウンベルト 3.7m【2本セット】　　
￥2,800（税込￥3,080）
●ベルト幅：2.5cm  ●荷重制限：227kg ●生産国：CHINA 
●タイダウン時の余ったベルトをラチェット部に巻取り収納 

82492
エマージェンシー牽引ロープ
￥2,860（税込￥3,146）
●全長：396cm  ●荷重制限：2.7 トン ●生産国：CHINA 

52373
ループソフトタイダウン
ストラップベルト 45cm【2本セット】　　
￥460（税込￥506）
●ベルト幅：2.5cm  ●荷重制限：300kg ●生産国：INDONESIA 
●丈夫な高強度ポリエステルループ式ベルト 

84063
ルーフキャリア
バスケットネット
￥2,000（税込￥2,200）
●サイズ：117×86cm ●フック数：16 個 
●生産国：CHINA 

82490
ヘビーデューティーリングアンカー
￥920（税込￥1,012）
●リング長：89cm  ●生産国：CHINA ●トラック荷台に
最適 ※汎用品につき取付には車両の加工が必要です

82342
ラチェットカーゴバー
￥6,300（税込￥6,930）
●長さ 100 ～ 177cm ●生産国：TAIWAN ●荷崩れを防ぐ伸縮式
カーゴバー ●簡単に伸縮できるラチェット方式を採用

82485
トラックアンカー
￥2,400（税込￥2,640）
●2個入 ●生産国：CHINA 
※汎用品につき取付には車両の
加工が必要です

32580
S フック デジタルカモ柄
ラチェットタイダウンベルト【2本セット】　　
￥2,480（税込￥2,728）
●ベルト幅：2.5cm  ●荷重制限：227kg ●生産国：CHINA 

42455
S フック ラチェット
タイダウンベルト 3m【4本セット】　　
￥2,600（税込￥2,860）
●ベルト幅：2.5cm  ●荷重制限：181kg ●生産国：CHINA 

42469
S フック カムバックル
タイダウンベルト 2.4m【4本セット】　　
￥3,200（税込￥3,520）
●ベルト幅：2.5cm  ●荷重制限：151kg ●生産国：CHINA 
●素早く固定可能なカムバックル式タイダウンベルト 

82294
J フック ラチェット
タイダウンベルト 6m　　
￥3,200（税込￥3,520）
●ベルト幅：5cm  ●荷重制限：1130kg ●生産国：CHINA 
●ヘビーデューティーな用途にも耐えるプロ向けラチェットベルト 

84049
ラダーラッシング【2本セット】　
￥900（税込￥990）
●長さ：1.2m ●ベルト幅：2.5cm  ●荷重制限：75kg 
●梯子の固定に最適なショートラッシング 2本セット
●生産国：INDONESIA

ケーブルタイ /シートユーティリティ

32591
ステンレスケーブルタイ【10PC】
￥660（税込￥726）
●サイズ：20cm ●生産国：TAIWAN

32326
ケーブルタイ【650PC】
￥1,800（税込￥1,980）
●セット内容：10cm×500 本、
20cm×150 本 ●生産国：CHINA

32453
マジックケーブルタイ【8PC】
￥460（税込￥506）
●サイズ：13cm ●生産国：TAIWAN
●面ファスナーケーブルタイ

82471
シートクリップ
【４個セット】　　
￥1,200（税込￥1,320）
●生産国：TAIWAN ●ハトメが無くても
ワンタッチで取付できる汎用シートクリップ

82472
シートアンカークリップ
【2個セット】　　
￥480（税込￥528）
●生産国：CHINA ●ハトメが無くても
スナップオンで取付できる汎用シート
クリップ

82473
ワンタッチ ハトメグロメット
【10個セット】　　
￥560（税込￥616）
●生産国：CHINA ●タープやテントのカスタマイズに便利
な樹脂製グロメット ●取付にはシート側の穴あけが必要



ストレージ用品

32424
ルーフキャリア 防水カバー
￥9,600（税込￥10,560）

32429
ルーフキャリア 防水カバーデジタルカモ
￥10,600（税込￥11,660）

●サイズ：96×96×46cm ●材質：PVC コートファブリック ●生産国：CHINA 
●防水性の高い PVC コート生地とヘビーデューティージッパー採用 ●8カ所の調整可能ストラップ 
●Cargoloc ルーフキャリアカーゴバスケットにマッチ

32509
カーゴバッグ
￥7,400（税込￥8,140）

32510
カーゴバッグ【L】
￥9,400（税込￥10,340）

●サイズ：【32509】117×46×46cm 【32510】 147ｘ46ｘ46cm 
●材質：PVC コートファブリック ●生産国：CHINA 
●防水性の高い PVC コート生地とヘビーデューティージッパー採用 
●6カ所の調整可能ストラップ

32509

32510 32429

32424

32515
自転車収納リフト　￥2,600（税込￥2,860）
●最大吊荷重：20kg ●最大吊下げ高：400cm ●生産国：CHINA 
●自転車用フックで天井吊り下げ収納 ●誤落下防止機能

32517
自転車フロアスタンド【2台用】￥7,600（税込￥8,360）
●材質：スチール  ●生産国：CHINA ●組み換えで自転車を並行、
向い合せの 2通りで収納可能

32519
壁掛け
自転車フック
【2台用】　
￥4,800（税込￥5,280）
●最大吊荷重：27kg ●材質：スチール ●生産国：CHINA ●2 台の自転車
とグローブ、ヘルメットなどを収納 ●コンパクトに折畳み可能

32518
壁掛け自転車フック
￥1,600（税込￥1,760）
●材質：スチール ●生産国：CHINA 
●前輪をフックに掛け車体を縦掛け
ホールド ●木用ビス４本付属 

32522
ガレージ収納ホイスト　￥5,200（税込￥5,720）
●最大吊荷重：45kg ●最大吊下げ高：400cm ●生産国：CHINA 
●フックと付属のストラップで様々な物を天井吊り下げ収納 
●誤落下防止機能

32524
壁掛けガレージ収納ストラップ　
￥1,600（税込￥1,760）
●最大吊荷重：45kg ●生産国：CHINA ●調整可能な 2.5cm 幅
Dリング付きストラップ

ヒッチ用品 /ルーフ用品

32501
ヒッチカーゴキャリア折りたたみ式　
￥21,000（税込￥23,100）
●カーゴサイズ：152×50cm ●最大積載量：227kg ●材質：スチール 
●生産国：CHINA ●US2 インチヒッチメンバー対応 
●キャリア側面に 12 カ所のフック用ホール 

32500
ヒッチカーゴキャリア　￥14,400（税込￥15,840）
●カーゴサイズ：120×50cm ●最大積載量：227kg ●材質：
スチール ●生産国：CHINA ●US2 インチヒッチメンバー対応 
●サイドパイプ高 10cm

32507
ヒッチステップ　￥5,700（税込￥6,270）
●サイズ：27×15cm ●最大荷重：136kg ●材質：スチール 
●生産国：CHINA ●US2 インチヒッチメンバー対応 

32534
2in1 カーゴキャリア＆ルーフバスケット　
￥17,900（税込￥19,690）
●カーゴサイズ：117×50×11cm ●最大積載量：ヒッチ時 227kg / ルーフ時 68kg 
●材質：スチール ●生産国：CHINA ●US2 インチヒッチメンバー対応 
●ルーフキャリアとしても使用できる 2WAY ヒッチキャリア

32540
ルーフバー
クッションパッド
￥2,400（税込￥2,640）
●入数：2 ●生産国：CHINA 
●ルーフバー用保護パッド

32531
ルーフキャリア カーゴバスケット　
￥21,400（税込￥23,540）
●カーゴサイズ：86×112×11cm ●最大積載量：68kg 
●材質：スチール ●生産国：CHINA ●キャリアバー間隔：芯々 58cm

32521
タイヤステップ　￥6,900（税込￥7,590）
●最大積載量：136kg ●材質：スチール ●生産国：
CHINA ●折畳み収納可能なタイヤステップ


