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THINGS THAT WILL
MAKE YOUR LIFE
MORE FUN
1

2

シャベル & スコップ

2585900

2586000

トゥルーテンパーは200年の歴史を持つシャベル、
スコップ、
スノーツール等のガーデンツールブランドです。

2585600

2585700

2617100

2585600

2585900

ラウンドシャベル D グリップ
￥4,800（税込￥5,280）

ラウンドシャベル
￥4,400（税込￥4,840）

●サイズ：W23×D14×L108cm ●ブレード：スチール
●柄：ハードウッド ●生産国：USA

2586000

スクエアシャベル D グリップ
￥4,800（税込￥5,280）

●サイズ：W23×D14×L145cm ●ブレード：スチール
●柄：ハードウッド ●生産国：USA

2585700

●サイズ：W24×D11×L108cm ●ブレード：スチール

スクエアシャベル
￥4,400（税込￥4,840）

●柄：ハードウッド ●生産国：USA

●サイズ：W24×D11×L146cm ●ブレード：スチール
●柄：ハードウッド ●生産国：USA

2617100

ラウンドフローラルシャベル
￥4,000（税込￥4,400）

●サイズ：W15×D9×L133cm ●ブレード：スチール
●柄：ハードウッド ●生産国：USA

2540700

2681200

アルミスコップ D グリップ

2540800

￥6,600（税込￥7,260）

●サイズ：W38×D22×L117cm ●ブレード：アルミ ●柄：ハードウッド ●生産国：USA

2540700

ドレインスペード D グリップ
￥5,400（税込￥5,940）

●サイズ：W20×D7×L118cm ●ブレード：スチール
●柄：ハードウッド ●生産国：USA

2540800

2717900

ボーダースペード D グリップ
￥5,400（税込￥5,940）

ディガーシャベル（穴掘り複式シャベル）￥9,400（税込￥10,340）
●サイズ：W14×D12×L149cm ●ブレード：スチール ●柄：ハードウッド ●生産国：USA

●サイズ：W24×D6×L107cm ●ブレード：スチール
●柄：ハードウッド ●生産国：USA

キッズツール

KSM

KGRM

3

KSM

KGRM

キッズ ガーデンシャベル
￥2,400（税込￥2,640）

キッズ ガーデンレーキ
￥2,400（税込￥2,640）

●サイズ：W22×D6×H118cm

●サイズ：W17×D8×H110cm

●ブレード：スチール ●柄：ハードウッド

●レーキ部：スチール ●柄：ハードウッド

●生産国：USA

●生産国：USA

4

ガーデンツール

TOUGHSTRIKE（タフストライク）シリーズ ＆ウェッジ

20180300

1789000

20181000

26099900

20181100

20180200

20181000
2811600

ミシガンアックス
アメリカンヒッコリー
￥6,000（税込￥6,600）

28112100

20180300

キャンピングアックス
アメリカンヒッコリー
￥4,500（税込￥4,950）
28112000

2812300

20180200

キャンピングアックス
ファイバー
￥5,000（税込￥5,500）

●サイズ：W13×D3×L36cm ●ヘッド部：0.6kg 鍛造スチールヘッド

●サイズ：W21×D3×L90cm ●ヘッド部：1.6kg 鍛造スチールヘッド
●柄：ヒッコリー ●生産国：USA

20181100

●柄：ヒッコリー ●生産国：USA

ダブルビットアックス
アメリカンヒッコリー
￥7,800（税込￥8,580）

●サイズ：W13×D3×L36cm ●ヘッド部：0.6kg 鍛造スチールヘッド

●サイズ：W24×D3×L89cm ●ヘッド部：1.6kg 鍛造スチールヘッド
●柄：ヒッコリー ●生産国：USA

●柄：グラスファイバー ●生産国：USA

20184800

20184100
20181200

1789000

ラウンレーキ
￥3,800（税込￥4,180）

●サイズ：W47×D7×L144cm ●レーキ部：スチールヘッド
●柄：アルミ ●生産国：CHINA

2811600

ガーデンレーキ 16
￥4,200（税込￥4,620）

●サイズ：W40×D9×L162cm ●レーキ部：スチールヘッド
●柄：ハードウッド ●生産国：USA

2812300

ガーデンフォーク 5
￥6,400（税込￥7,040）

2683200

●サイズ：W24×D17×L153cm ●フォーク：スチール
●柄：ハードウッド ●生産国：USA

26099900

●サイズ：W16×D13×L146cm

ガーデンホー（アメリカン鍬）ウッドシャフト
￥4,300（税込￥4,730）

●鍬部：スチールヘッド

28112100

●サイズ：W23×D9×L139cm

ツインホー（二又鍬）ウッドシャフト
￥4,900（税込￥5,390）

20181200

●鍬部：スチールヘッド
●柄：ハードウッド ●生産国：USA

スーパースプリッター ファイバー
￥7,800（税込￥8,580）

28112000

●サイズ：W13×D16×L145cm

20180700

ステーキホー（三角鍬）ウッドシャフト
￥4,900（税込￥5,390）

●鍬部：スチールヘッド

1133400

●サイズ：W23×D14×L108cm ●ブレード：スチール

スクレーパー
●柄：ハードウッド ●生産国：USA
￥5,200（税込￥5,720）

8ｘ8 インチ転圧タンパー
￥6,800（税込￥7,480）

20184100

20180700

エンジニアハンマー 2
アメリカンヒッコリー
￥3,400（税込￥3,740）

●柄：ハードウッド ●生産国：USA

●柄：ハードウッド ●生産国：USA

●サイズ：W20×D20×L124cm ●ヘッド部：スチール ７ポンド（3.1kg）
●柄：ハードウッド ●生産国：USA

12lb スチールスプリッター
￥12,000（税込￥13,200）

●サイズ：W20×D7×L85cm
●ヘッド部：1.8kg 鍛造スチールヘッド

●サイズ：W11×D4×L38cm ●ヘッド部：0.9kg（2 ポンド）鍛造
スチールヘッド ●柄：ヒッコリー ●生産国：USA

20184800

●柄：グラスファイバー ●生産国：USA
●サイズ：W17×D9×L86cm
●ヘッド部：5.4kg 鍛造スチールヘッド ●総重量：6.5kg
●柄：スチール、ラバーグリップ ●生産国：USA

スレッジハンマー 6
アメリカンヒッコリー
￥5,600（税込￥6,160）

●サイズ：W15×D5×L87cm ●ヘッド部：2.7kg（6 ポンド）鍛造
スチールヘッド ●柄：ヒッコリー ●生産国：USA

2414200

1132600

1133100

2404900

4lb トーピードウェッジ
￥3,600（税込￥3,960）

5lb ウッドスプリッテイング
ウェッジ ￥4,000（税込￥4,400）

インダストリアルウェッジ
￥6,600（税込￥7,260）

アックスブレードシャープナー
￥4,000（税込￥4,400）

●サイズ：8×8×L18cm

●サイズ：8×8×L18cm

●サイズ：4×5×L35cm

●サイズ：7×18cm

●重量：1.8kg（4 ポンド）

●重量：2.2kg（5 ポンド）

●重量：2.9kg（6.5 ポンド）

●タングステンカーバイドブレード

●材質：鍛造スチール ●生産国：INDIA

●材質：鍛造スチール ●生産国：INDIA

●材質：鍛造スチール ●生産国：INDIA

●生産国：CHINA

ワゴン＆ホイールバロウ
バール
1169400

1170500

1171600

1171600

1169400
PDWAGON

SUWAGON

EZ ダンプカート
￥19,800（税込￥21,780）

ALL-IN-ONE ワゴンカート
￥29,800（税込￥32,780）

●サイズ：W55×D104×H50cm ●容量：113L

●サイズ：W56×D122×H55cm ●容量：170L

●トレイ：ポリー ●フレーム：スチール

●トレイ：スチール ●フレーム：スチール

●生産国：CHINA

●生産国：CHINA

グースネック バール 12 インチ
￥800（税込￥880）

グースネック バール 36 インチ
￥2,600（税込￥2,860）

●サイズ：W10×D3×L30cm ●材質：スチール
●生産国：INDIA

ストリッピングバー 48 インチ
￥6,000（税込￥6,600）

●サイズ：W13×D4×L62cm ●材質：スチール
●生産国：INDIA

30664

ディギングバー 60 インチ
￥7,200（税込￥7,920）
6cf ポリーバロウ Pro
￥22,000（税込￥24,200）

●サイズ：W13×D3×L92cm ●材質：スチール
●生産国：INDIA

1168800

1170500

グースネック バール 24 インチ
￥1,800（税込￥1,980）

30664

RP625

1168800

●サイズ：W18×D5×L124cm ●材質：スチール
●生産国：INDIA

●サイズ：W3×D6×L150cm ●材質：カーボンスチール
●生産国：INDIA

スノーツール

RP625

●サイズ：W75×D152×H67cm ●容量：169L
●トレイ：ポリー ●ハンドル：ハードウッド
●生産国：USA

R625

6cf スチールバロウ Pro
￥25,000（税込￥27,500）
●サイズ：W65×D147×H69cm ●容量：169L
R625

●トレイ：スチール ●ハンドル：ハードウッド
●生産国：USA

1641000

1640000

アルミスノーシャベル
￥5,800（税込￥6,380）

アルミスノープッシャー
￥7,200（税込￥7,920）

●サイズ：W44×D4×L130cm

●サイズ：W61×D6×L132cm

●ブレード：アルミ

●ブレード：スチール

●柄：スチール

●柄：ハードウッド

●生産国：USA

●生産国：USA

ABTT5212

テレスコーピング スノーブラシ
￥6,400（税込￥7,040）
●サイズ：W14×D11×L97cm
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1588400

●ブラシ：EVA フォーム

AutoBoss® スノーカーシャベル
￥3,400（税込￥3,740）

●スクレーパー：プラスチック

●サイズ W27×D8×L77cm●折畳全長 41cm

●柄：アルミ ●生産国：CANADA

●材質：ポリー ●生産国：CANADA

●2 段階伸縮シャフト（84 〜 132cm）

6

4222000

4114000

4115000

4112000

3118000
4120000

●ハイカーボンスチールヘッド ●柄：グラスファイバーコア
4117000

4222000

4114000

コンパクトアックス
￥5,200（税込￥5,720）

スーパースプリッター
￥8,600（税込￥9,460）

●サイズ：W13×D3×L36cm ●ヘッド重量：0.6kg

●サイズ：W19×D7×L84cm ●ヘッド重量：1.8kg

●生産国：CHINA

●生産国：USA

4112000

3118000

ミシガンアックス
￥7,400（税込￥8,140）

モール＆スプリッター
￥8,600（税込￥9,460）

●サイズ：W20×D3×L86cm ●ヘッド重量：1.6kg

●サイズ：W21×D6×L89cm ●ヘッド重量：3.6kg

●生産国：USA

●生産国：USA ●SAFE-LOCK™

●鍛造スチールヘッド
●柄：グラスファイバーコア
●SAFE-LOCK™

4115000

ピックマトック #2.5
￥6,900（税込￥7,590）

●サイズ：W39×D7×L87cm
●ヘッド重量：1.1kg ●生産国：USA

4118000

ピックマトック #5
￥8,600（税込￥9,460）
グラスファイバーコア

SAFE-LOCK™

ソリッドグラスファイバー

強化鋼製ピンで補強された

を使用し強靭さと耐久性を

ヘッド接続は安全性と強度に

兼ね備えた柄

優れます（US パテント取得）

●サイズ：W46×D9×L87cm
●ヘッド重量：2.3kg ●生産国：USA

4120000

トレンチピック
￥11,000（税込￥12,100）

●サイズ：W49×D15×L87cm
●ヘッド重量：2.3kg ●生産国：USA

4117000

カッターマトック
￥8,600（税込￥9,460）

「TOUGH TOOLS For TOUGH JOBS 」をコンセプトに持つアメリカのプロフェッショナル向けツールメーカーです。
ヘビーデューティーな作りで業務用ガーデンツールでは全米シェアNo.1を誇ります。

●ヘッド重量：2.3kg ●生産国：USA

83154

コンクリートレーキ
￥5,400（税込￥5,940）

30004

8ｘ8 インチ転圧タンパー Pro スチールハンドル
￥8,000（税込￥8,800）

●サイズ：W51×L152cm ●ヘッド：スチール
●柄：ウッド ●生産国：CHINA

●サイズ：W20×D20×L110cm ●ヘッド：スチール
●柄：スチール ●重量：5kg ●生産国：CHINA

2594700

●サイズ：W40×D9×L88cm

66157

モルタルホー
￥13,000（税込￥14,300）

2594800

●サイズ：W23×D20×L174cm ●ヘッド：スチール
●柄：ウッド ●生産国：USA

●サイズ：W61×D11×L168cm ●柄：ハードウッド
BR24MU16

●ブレード：スチール

45013

●柄：グラスファイバー

BR24MU16

BR24SM15

44000

プッシュブルーム
（スムースデッキブラシ）
￥8,400（税込￥9,240）
●ブラシ：ソフトポリー ●生産国：USA

2594700

45013

2594800

44000

ラウンドシャベル
ファイバー D グリップ
￥7,800（税込￥8,580）

ラウンドシャベル
ファイバーグラスハンドル
￥8,800（税込￥9,680）

スクエアシャベル
ファイバー D グリップ
￥7,800（税込￥8,580）

スクエアシャベル
ファイバーグラスハンドル
￥6,800（税込￥7,480）

●サイズ：W23×D13×L112cm ●生産国：USA

●サイズ：W22×D14×L151cm ●生産国：USA

●サイズ：W24×D16×L112cm ●生産国：USA

●サイズ：W24×D16×L150cm ●生産国：USA

プッシュブルーム
（マルチデッキブラシ）
￥8,400（税込￥9,240）
●ブラシ：ソフトポリー、ハードポリー ●生産国：USA

BR24RG17

プッシュブルーム
（ラフデッキブラシ）
￥8,400（税込￥9,240）
●ブラシ：ハードポリー ●生産国：USA

62224

62219

コーンナイフ（草払い収穫鎌）
￥2,800（税込￥3,080）

グラスフック（草刈収穫鎌）
￥3,100（税込￥3,410）

●サイズ：W8×D3×L55cm ●ブレード：カーボンスチール

●サイズ：W30×D4×L41cm ●ブレード：カーボンスチール

●柄：ハードウッド ●生産国：CHINA

●柄：ハードウッド ●生産国：CHINA

3111000

エンジニアハンマー
￥6,100（税込￥6,710）

3111000

●サイズ：W12×D4×L37cm
●ヘッド重量：1.8kg（4 ポンド）
●生産国：USA

3112000

スレッジハンマー 6
￥8,600（税込￥9,460）

3112000

●ヘッド重量：2.7kg（6 ポンド）
●生産国：USA

3115000

●鍛造スチールヘッド
●柄：グラスファイバーコア
●SAFE-LOCK™

●サイズ：W15×D6×L87cm

3115000

スレッジハンマー 10
￥11,000（税込￥12,100）

●サイズ：W18×D6×L87cm
●ヘッド重量：4.5kg（10 ポンド）
●生産国：USA

※ロットにより柄のカラーなど仕様変更がある場合がございます。
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®

OUR TOOLS BUILT AMERICA

1774年創業のAMESはアメリカではじめてシャベルの製造販売を始め、
アメリカの歴史と共に成長。
創業当時の質実剛健な品質を踏襲し、現在も新たなツールの開発を進めています。

ガーデンツール

屋外用樹脂ファニチャーメーカーであるアダムス社の人間工学に基づいて設計された
アディロンダックチェアーは ローメンテナンスでカラーバリエーションも豊富にラインナップ

2446100

2446200

2446300

2447000

ハンドスコップ Wood
￥640（税込￥704）

プラントスコップ Wood
￥640（税込￥704）

ハンドレーキ Wood
￥640（税込￥704）

ハンドウィーダー Wood
￥640（税込￥704）

●全長：33cm ●材質：スチール、ウッド

●全長：33cm ●材質：スチール、ウッド

●全長：28cm ●材質：スチール、ウッド

●全長：32cm ●材質：スチール、ウッド

●生産国：CHINA

●生産国：CHINA

●生産国：CHINA

●生産国：CHINA

独自の ﬂex-cushion™
テクノロジーにより
快適な座り心地を提供

アディロンダックチェアー
￥7,700（税込￥8,470）
●サイズ：W95×D76×H83cm ●重量：3.3kg ●材質：プラスチック ●耐荷重：100kg ●生産国：USA ●スタッキング可能

1994800

2442100

ハンドホー Wood
￥2,000（税込￥2,200）

プランターパル

●全長：36cm ●材質：スチール、ウッド

■
□
■
■
■

￥2,400（税込￥2,640）

●全長：28cm ●材質：スチール、プラスチック

8371-02-3700 ブラック
8371-48-3700 ホワイト
8371-21-3700 プールブルー
8371-60-3700 アースブラウン
8371-26-3700 チェリーレッド

■
■
■
■
■

■
■
■
■

8371-16-3700 ハンターグリーン
8371-96-3700 ポートベロー
8371-95-3900 メルロー
8371-94-3901 ブルーストーン

8371-13-3900 グレー
8371-36-3700 パトリオティックブルー
8371-19-3700 イエロー
8371-66-3700 セドナ

8371-94-3902 ティール

●生産国：CHINA

●生産国：CHINA

1985450

2915300

2915612

デラックスウィードカッター
￥5,500（税込￥6,050）

スチールリーフレーキ
￥3,800（税込￥4,180）

●全長：102cm

●サイズ：W55×D7×L164cm

サイドテーブル
￥3,600（税込￥3,960）

●ヘッド部：スチール

●レーキ部：スチール

●サイズ：使用時 W44×D39×H50cm 折畳み時 W44×D7×H59cm ●重量：1.6kg ●材質：プラスチック

●柄：ウッド ●生産国：USA

●柄：ウッド ●生産国：USA

●耐荷重：10kg ●生産国：USA

2917400

スパイクエアレーター
￥5,600（税込￥6,160）

ミニアクションホー
￥2,900（税込￥3,190）

●サイズ：W20×L93cm

●全長：42cm ●材質：スチール、ウッド

●材質：スチール ●生産国：CHINA

8510-02-3734 ブラック

8500-16-3735 ハンターグリーン

8500-13-3935 グレー

8500-48-3735 ホワイト

8500-96-3735 ポートベロー

8500-36-3735 パトリオティックブルー

8500-21-3735 プールブルー

8500-95-3735 メルロー

8500-19-3735 イエロー

8500-60-3735 アースブラウン

8500-94-3936 ブルーストーン

8500-66-3735 セドナ

8500-26-3735 チェリーレッド

8500-94-3937 ティール

●生産国：CHINA

キッズアディロンダックチェアー
￥3,400（税込￥3,740）

カート

●材質：プラスチック ●耐荷重：20kg ●生産国：USA

フォールディングシングルステップ
￥3,400（税込￥3,740）

●子供用アディロンダックチェアー ●スタッキング可能

●サイズ：使用時 W33×D31×H34cm 折畳時 W33×D81×H42cm

■
■
■
■

●ステップ高：20cm ●重量：1kg ●材質：プラスチック

●サイズ：W46×D58×H60cm ●重量：1.6kg
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1123047100

2463675

2463875

LAWN BUDDY 2cf ヤードカート
￥14,000（税込￥15,400）

EASY ROLLER Jr. 3cf ヤードカート
￥16,600（税込￥18,260）

EASY ROLLER Plus. 4cf ヤードカート
￥21,000（税込￥23,100）

●サイズ：38×67×H36cm 容量：約 57L

●サイズ：W51×D95×H66cm ●容量：約 85L

●サイズ：W55×D114×H76cm ●容量：約 110L

●材質：プラスチック●生産国：USA

●材質：プラスチック●生産国：USA

●材質：プラスチック●生産国：USA

8460-21-3731 プールブルー
8460-08-3731 サマーグリーン

●耐荷重：130kg ●生産国：USA

8460-26-3731 チェリーレッド

●素早くコンパクトに折りたためるステップスツール

8460-12-3931 ブライトバイオレット

■

8530-02-3731 ブラック
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1953年創業のSUNCAST（サンキャスト）はイリノイ州に拠点を置く
総合樹脂成型メーカーです。
プラスチック収納、除雪用品においては
全米シェアNo.1を誇ります。

キャビネット

Simplay3はオハイオ州の樹脂製ポスト、
ガーデン用品メーカーです。
ロテーションモールド成型を採用し、
アメリカ国内の工場で耐久性の高い製品を製造しています。
メールボックス

BMS2000

419090-03

メールボックス Classic Plus
( グレーストーン / ダークグレー )

41609R-01

メールボックス Rustic Barn
メールボックス Rustic Home
各￥19,000（税込￥20,900）

41608R-01

●サイズ：W33×D61×H127cm ●材質：プラスチック ●生産国：USA

BMS3400

BMS2000

BMS5700

BMS3400

トールキャビネット Country
￥44,000（税込￥48,400）

トールキャビネット Country【ワイド】
￥72,000（税込￥79,200）

ベースキャビネット Country
￥59,000（税込￥64,900）

●外寸：W82×D65×H183cm ●内寸：W69×D51×H175cm

●外寸：W135×D83×H182cm ●内寸：W125×D72×H175cm

●外寸：W135×D83×H116cm ●内寸：W125×D72×H109cm

●間口：W 75×H 174cm ●重量：23kg（梱包重量：29kg）

●間口：W118×H168cm ●重量：42kg（梱包重量：46kg）

●間口：W118×H102cm ●重量：30kg（梱包重量：35kg）

●材質：プラスチック ●生産国：USA

●材質：プラスチック ●生産国：USA

●材質：プラスチック ●生産国：USA

●南京錠（別売）で施錠可能

●南京錠（別売）で施錠可能

●南京錠（別売）で施錠可能 ●前扉と天板が開閉します

●棚板最大 4 枚設置可能 ※棚板は付属しません

●棚板最大 3 枚設置可能 ※棚板は付属しません

●棚板 1 枚設置可能 ※棚板は付属しません

●梱包サイズ：W84×D18×H 183cm（1 個口 )

●梱包サイズ：W87×D29×H 181cm（1 個口 )

●梱包サイズ：W88×D27×H138cm（1 個口 )

419090-04

41608R-01
41609R-01

BMS5700

419090-03

419090-04

メールボックス Classic Plus
( ブラック / ブラック )
各￥21,000（税込￥23,100）
キャビネットオプション棚板

●サイズ：W33×D61×H130cm ●材質：プラスチック ●生産国：USA

BMS2000SH

トールキャビネット専用棚板
￥2,600（税込￥2,860）
●対応製品 BMS2000

デリバリーボックス

BMS3457SH

トールキャビネットワイド /
ベースキャビネット専用棚板
￥4,800（税込￥5,280）
●対応製品 BMS3400、BMS5700
●材質：ラワンランバーコア合板

418050-01

デリバリー宅配ボックス＆
ストレージ Hide Away ( タン )
418050-02

デリバリー宅配ボックス＆
ストレージ Hide Away ( グレー )
各￥27,000（税込￥29,700）
418050-01

418050-02

●外寸サイズ：W43×D61×H99cm ●キャビネット内寸：W41×D51×H71cm ●材質：プラスチック ●生産国：USA

BMS5700 取付け例

BMS4700

●塗装：無塗装

ボックスキャビネット Stoney
￥96,000（税込￥105,600）
●外寸：W179×D112×H132cm ●内寸：W166×D98×H126cm ●間口：W161×H118cm
●重量：47kg（梱包重量：56kg）●材質：プラスチック●生産国：USA
●南京錠（別売）で施錠可能 ●前扉と天板が開閉します ●棚板は付属しません
●棚板最大 1 枚設置可能 ●梱包サイズ：W118×D35×H182cm（1 個口 )

※キャビネットの設置場所、組立、基礎などについては本カタログ 16 ページの「キャビネットのご利用にあたっての注意事項」を必ずご確認下さい。

11

12

デッキボックス

ラタン調ファニチャー

SS601

SS601

22 ガロン チェアーボックス

SSW600J

DB5000B

DB5000

DB5000B / DB5000

50 ガロン デッキボックス（ブラウン）/（ホワイト）
各￥19,800（税込￥21,780）

SSW600J

22 ガロン ラタン調チェアーボックス
各￥8,900（税込￥9,790）

●外寸：W104×D53×H56cm ●内寸：W94×D43×H47cm ●重量：9.5Kg

BMCC1800W / BMCC1800

BMWB5000W / BMWB5000

クラブチェア（ホワイト / コーヒー）
各￥28,000（税込￥30,800）

プレーリーベンチ（ホワイト / コーヒー）
各￥42,000（税込￥46,200）

●外寸：W66×D76×H90cm ●内寸：W53×D48×H13 〜 21cm ●重量：10.6Kg ●カラー：

●外寸：W119×D76×H90cm ●内寸：W107×D48×H13 〜 21cm ●重量：20.3Kg ●カラー：

ホワイト / コーヒー ●材質：プラスチック ●生産国：USA ●２重壁構造（ブロー成形）

ホワイト / コーヒー ●材質：プラスチック ●生産国：USA ●２重壁構造（ブロー成形）

●シート下収納スペース

●シート下収納スペース

BMDB1310W / BMDB1310

BMDB3010W / BMDB3010

●カラー：モカ / ライトトープ ●材質：プラスチック ●生産国：USA

●外寸：W56×D43×H52cm ●内寸：W47×D34×H41cm
●重量：4.4Kg ●カラー：ライトトープ / コーヒー
●材質：プラスチック ●生産国：USA

テーブルボックス（S）
（ホワイト / コーヒー）各￥16,800（税込￥18,480）

耐荷重 110kg

BMDB80

BMDB13404

80 ガロンデッキボックス Baywood™
( ベイウッド ) ￥34,800（税込￥38,280）

ラタン調 134 ガロンデッキボックス
￥42,000（税込￥46,200）

●外寸：W112×D61×H62cm ●内寸：W104×D53×H56cm

●外寸：W146×D72×H65cm ●内寸：W137×D64×H58cm

●重量：17Kg ●カラー：ダークトープ ●材質：プラスチック

●重量：27Kg ●カラー：コーヒー ●材質：プラスチック

●生産国：USA ●２重壁構造（ブロー成形）

●生産国：USA ●２重壁構造（ブロー成形）

●スチール補強天板 ●南京錠（別売）で施錠可能

●ダンパー採用でスムーズに開閉可能

テーブルボックス（L）
（ホワイト / コーヒー）各￥21,000（税込￥23,100）

●外寸：W47×D47×H46cm ●内寸：W35×D35×H38cm ●重量：6.8Kg ●カラー：

●外寸：W86×D51×H46cm ●内寸：W75×D38×H38cm ●重量：11.5Kg ●カラー：

ホワイト / コーヒー ●材質：プラスチック ●生産国：USA ●２重壁構造（ブロー成形）

ホワイト / コーヒー ●材質：プラスチック ●生産国：USA ●２重壁構造（ブロー成形）

●天板下収納スペース

●天板下収納スペース

●南京錠（別売）で施錠可能

クーラーステーション＆BBQ

BMOC4100

アウトドアキャビネット
￥42,000（税込￥46,200）
●外寸：W107×D58×H90cm ●内寸：W95×D45×H82cm ●重量：22.5Kg
●カラー：コーヒー ●材質：プラスチック ●生産国：USA ●２重壁構造（ブロー成形）
●移動可能な棚板が一枚付属●南京錠（別売）で施錠可能

ホース収納

BMDC6200

クーラーステーション

BMPS6400

￥34,000（税込￥37,400）

ストレージステーション

￥42,000（税込￥46,200）

●外寸：W79×D48×H86cm ●クーラー内寸：W53×D36×H33cm ●収納部内寸：W68×D40×H35cm

●外寸：W80×D48×H113cm ●内寸：W69×D36×H71cm ●重量：21.8Kg

●重量：15.9Kg ●カラー：コーヒー ●材質：プラスチック ●生産国：USA ●２重壁構造（ブロー成形）

●カラー：コーヒー ●材質：プラスチック ●生産国：USA ●２重壁構造（ブロー成形）

●大容量クーラーステーション ●水抜きドレン付属 ●サイドに栓抜き付属

●B サイドにフックと栓抜き付属

ダストボックス

GHW1732

ラタン調ダストボックス

２重のフタで
スッキリとした
外観

HH150

DHH150

HS102

ホースハンガー
￥1,000（税込￥1,100）

デラックスホースハンガー
￥2,400（税込￥2,640）

ホースガイド
￥700（税込￥770）

●サイズ：W33×D16×H27cm●材質：プラスチック

●サイズ：W36×D15×H33cm ●材質：プラスチック

●サイズ：W9.5×D9.5×H25cm ●入数：1 本 ●材質：プラスチック

●生産国：USA ●内径 15mm 外径 20mm のホースを

●生産国：USA ●内径 15mm 外径 20mm のホースを

●生産国：USA ●土埋め込み式 ●上部が回転ホースの絡まりを軽減

45m 収納可能

45m 収納可能 ●小物入れ付き

GH1732

ウッディーダストボックス
（ホワイト）
各￥12,000（税込￥13,200）
●サイズ：W40×D41×H80cm ●重量：5.4Kg ●カラー：コーヒー（GHW1732）/ ライトトープ（GH1732）
●材質：プラスチック ●生産国：USA ●フタ部分が２重になっているので、ごみ袋を隠してセット可能
●推奨ゴミ袋サイズ 70 〜 120ℓ
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ツールストレージ

ガレージキャビネット ( 屋内専用）

●ツールハンガーシリーズ（V772 / V757 / V713 / V748）は横に連結可能

V772P

V757P

V713P

ツールハンガー
￥2,400（税込￥2,640）

ユーティリティーシェルフ
￥2,400（税込￥2,640）

ガーデンツールハンガー
￥2,400（税込￥2,640）

●サイズ：W63×D16×H11cm ●材質：プラスチック

●サイズ：W63×D2 0×H14cm ●材質：プラスチック

●サイズ：W63×D9×H11cm ●材質：プラスチック

●生産国：USA ●カラー：プラチナシルバー

●生産国：USA ●カラー：プラチナシルバー

●生産国：USA ●カラー：プラチナシルバー

BMC3000

V748P

BMC3600

ロングツールハンガー
￥3,200（税込￥3,520）

BMC7200

BMC8000

RTC1000

ホイールツールラック
（家庭用）
￥12,000（税込￥13,200）

BMC3000

BMC3600

BMC7200

BMC8000

●サイズ：W107×D51×H89cm ●材質：プラスチック ●生産国：USA

壁掛けガレージ
キャビネット
￥28,000（税込￥30,800）

ベースガレージ
キャビネット
￥34,000（税込￥37,400）

トールガレージ
キャビネット
￥59,000（税込￥64,900）

メガトールガレージ
キャビネット
￥78,000（税込￥85,800）

●移動に便利なキャスター付き ●最大 30 個のツールを収納可能

●外寸：W76×D31×H77cm

●外寸：W76×D51×H91cm

●外寸：W76×D51×H183cm

●外寸：W102×D51×H204cm

●内寸：W69×D 25×H 70cm

●内寸：W69×D 44×H 84cm

●内寸：W69×D 44×H175cm

●内寸：W97×D 44×H197cm

●重量：12.2kg

●重量：17.7kg

●重量：30kg

●重量：38kg

●カラー：シルバー & ブラック

●カラー：シルバー & ブラック

●カラー：シルバー & ブラック

●カラー：シルバー & ブラック

●材質：プラスチック

●材質：プラスチック

●材質：プラスチック

●材質：プラスチック

●生産国：USA

●生産国：USA

●生産国：USA

●生産国：USA

●棚板１枚付属

●棚板 2 枚付属

●棚板 3 枚付属

●棚板 3 枚付属

●耐荷重：棚一枚につき 22kg まで

●耐荷重：棚一枚につき 34kg まで

●耐荷重：棚一枚につき 34kg まで

●耐荷重：棚一枚につき 34kg まで

●サイズ：W122×D13×H11cm●材質：プラスチック
●生産国：USA ●カラー：プラチナシルバー

エッジング（見切り材）

FSS36

BBE10TC

BSE10TG

ボーダーエッジング
（ストーン）
￥3,800（税込￥4,180）

フラッグストーン
ストリップ
￥960（税込￥1,056）

ボーダーエッジング
（レンガ）
￥3,800（税込￥4,180）

●サイズ：W89×D3.5×H13cm●入数：1 本 ●使用時高：0.8cm

●サイズ：W 30×D 4.4×H 14.6cm ●入数：10 本（3m 分）

●サイズ：W30×D3.8×H14cm●入数：10 本（3m 分）

● 材質：プラスチック ●生産国：USA

●使用時高：6.4cm ● 材質：プラスチック ●生産国：USA

●使用時高：3.5cm ●材質：プラスチック ●生産国：USA

●埋め込むだけの簡単設置 ●根止め仕様

●埋め込むだけの簡単設置

●埋め込むだけの簡単設置 ●根止め仕様

SUNCAST 製品について

CE20

PCE204

デコレートエッジング
￥4,800（税込￥5,280）

ガーデンエッジング PRO（6m）
￥2,400（税込￥2,640）

●サイズ：W600×D0.6×H9cm

●入数：1 本（固定ペグ５本付属）

●サイズ：PCE204 W610×D1.5×H11cm / PCE304 W910×D1.5×H11cm

● 材質：再生ウッド、プラスチック ●生産国：USA

●入数：1 本（コネクトパイプ２本付属）● 材質：再生プラスチック ●生産国：USA

●厚さがありしっかりとした素材

●長い見切りに最適 ●環境にやさしい再生素材を使用

ペットプロダクト
DH250

PFT800

中型犬用ドッグハウス
￥19,800（税込￥21,780）

ペットフィーダー【大】
￥4,600（税込￥5,060）

●サイズ：W69×D89×H75cm●ドアサイズ：W30×H52cm

●サイズ：W64×D33×H32cm●ボウルサイズ：直径 19×

●ペット重量：31Kg まで ●材質：プラスチック ●生産国：

深さ 6.5cm ●材質：プラスチック、ステンレススチール

USA ●取り外し可能なビニール製のドアカーテン付き

●生産国：USA ●米国獣医推薦品

DH350

大型犬用ドッグハウス
￥23,800（税込￥26,180）
●サイズ：W79×D98×H82cm ●ドアサイズ：W35×H50cm

■輸入品、プラスチック製品の特性について
本製品は全てアメリカイリノイ州にある SUNCAST 物流倉庫から出荷されます。米国の基準にあわせた最小限の簡易梱包の為、製品および外装箱などに輸送時につく傷や汚れがある場合があります。製品の品質向上を目的にパーツ形状
の変更がある場合があります。製品画像と形状、色合いが異なる場合があります。プラスチックパネルに反りが生じている場合があります。経年による紫外線や寒暖差の影響を受けパネルに歪みが生じる場合があります。プラスチック
の厚みが一定でない場合やパネルカラーがまだらになっている場合があります。
■組立てについて
DIY を前提に設計されている為、組み立てにくかったり、バリ取りや穴あけなど多少加工が必要な場合があります。また、日本製と比べて建付けが悪い場合があります。組立前に付属の日本語説明書をよくお読み下さい。不明な点は組
立前に販売店へご連絡ください。組立前に説明書を利用して必ずパーツを確認して下さい。パーツ不足や不備がある場合は必ず組立前に販売店へご連絡下さい。組立は安全な服装で周りの環境に注意し人数、時間に余裕をもって行って
ください。雨天、風の強い日、気温０度以下の日には組立をしないでください。
■配送について
大型製品については４トン車が入る事が可能なトラック上（1Ｆ）までの配達です。荷役、移動については荷受人様の負担です。荷役の際に起こった事故、損害等につきましては販売店、運送会社が責任を負うことができません。余裕をもっ
た人数で慎重に行ってください。詳しい配送方法、送料、荷役に関しては販売店の指示に従ってください。
■その他注意事項
アメリカインチ・ガロン・ポンドを変換しています。実物と誤差がある場合があります。屋外仕様の製品は完全防水ではありません。暴風雨、豪雨などで水が混入する場合があります。表示価格は商品のみの価格であり消費税、送料、
取付費、工事費などは含まれておりません。仕様、カラー、価格は予告なく変更する場合があります。予告なく廃番製品が発生する場合があります。最新の在庫状況につきましては販売店にお問い合わせ下さい。
本カタログ及び SUNCAST ホームページ掲載の内容・写真・図版の無断転載はかたくお断りします。
■製品保証について
SUNCAST 製品は日本国内で米国 SUNCAST 社からの保証を受けることはできません。欠陥品に関しては SUNCAST 社の日本国内輸入代理店である有限会社 TOSHO（以下当社）が製品到着日より 30 日以内に限り
パーツ交換により保証対応します。ただし、輸入品の特性、製品の特性については保証対象外とします。欠陥品であるか否かは当社にて判断します。また、並行輸入品の対応はできません。納品日より 30 日を超えた場合は有償にて
パーツ交換対応します。米国 SUNCAST 社にてパーツ生産が終了した物、並行輸入品で購入された物に関してはパーツ供給ができません。なお、欠陥品の影響で発生した営業損失、労働損失、精神的損失等、欠陥品パーツ以外は一切
補償できません。
〈保証対象〉 ・成型時のミスによりプラスチックパーツに完全に穴が開き組立て不可な物・プラスチックパネルの型抜きミス（組立て現場で補正できないもの）・パーツ不足
〈保証対象外〉 ・外装箱の汚れ、傷み・組立て可能なプラスチックパネルの歪み・使用に問題のないプラスチックパーツ及びスチールパーツのキズや汚れ・輸入品の特性・ドア閉まり、建付けの悪さ・誤った組立て方法で破損したもの
・その他現場で対応出来るものや使用に問題のないもの・天災・事故による破損・並行輸入品
万が一、納品より 30 日以内に欠陥パーツが発生した場合は当社にて代替パーツの在庫の有無を確認して発送します。その際の送料などの費用は当社が負担します。欠陥パーツは着払いにて返送してください。返送された欠陥品の原因
を追究し、米国 SUNCAST 社へ通知すると共に改善提案書を提出し、今後の品質向上に努めます。
■キャビネットのご利用にあたっての注意事項
【設置場所について】製品には天災による製品保証及び損害補償は付帯していません。設置場所には十分ご留意ください。以下のような場所には設置する事ができません。
・建物の屋上やベランダ、バルコニーなど不安定な場所（階上設置不可）
・屋根からの雪や雨が直接落ちる場所・風当たりが強い場所。
・水はけが悪く地盤が安定していない場所・建物との境が狭い場所・水道メーターや下水溝などの上
・法律、条例等で制限されている場所【基礎について】説明書に従い基礎を作製の上、組立てしてください。米国 SUNCAST 社ではコンクリート基礎を推奨しています。基礎材料はキットに含まれません。組立て後は必ず基礎と固定して
ください。固定具（アンカー等）はキットに含まれていません。

●ペット重量：45Kg まで ●材質：プラスチック ●生産国：
USA ●取り外し可能なビニール製のドアカーテン付き
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●スタンドを取り外しても利用可能
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BoraToolはプロフェッショナル向け電動工具アクセサリーのグローバルメーカーです。
独自のBora Centipede®ワークスタンドはアメリカを始め世界各国のコントラクター達の間でも
「ムカデ」の愛称で親しまれ、マストツールになっています。

Centipede® ワークベンチ
●生産国：CHINA

Centipede® センチピード ワークスタンドキット
●BORACentipede® は素早くセットアップ可能なスチール製ワークスタンド
●独自のフレーム構造を採用して、衝撃にも強い設計
●コンパクトに折りたたみ可能でどのような場所でもすぐに利用可能
●オプションを利用して拡張可能
※天板や 2x4 木材などはキットには含まれません

CK6S

CK6S 2'x4'

￥13,000（税込￥14,300）

CTC6

●サイズ：61×122×Ｈ76cm ●折畳サイズ：15×23×96cm ●最大耐荷重 2500 lbs. (1133 kg)

CK12S

●X-CUP2ｘ4 ブラケット 4 個、クイッククランプ 2 個、キャリーバック付属

CTC6 2'x4'【Hi】 ￥16,000（税込￥17,600）

●サイズ：61×122×Ｈ91cm ●折畳サイズ：15×23×108cm ●最大耐荷重 2500 lbs. (1133 kg)
●X-CUP2ｘ4 ブラケット 4 個、クイッククランプ 2 個、キャリーバック付属

CK9S 4'x4'

￥21,000（税込￥23,100）

●サイズ：122×122×Ｈ76cm ●折畳サイズ：22×23×96cm ●最大耐荷重 2500 lbs. (1133 kg)
●X-CUP2ｘ4 ブラケット 4 個、クイッククランプ 4 個、キャリーバック付属

CK12S 4'x6'

￥28,000（税込￥30,800）

●サイズ：122×183×Ｈ76cm ●折畳サイズ：22×30×96cm ●最大耐荷重 4500 lbs. (2401 kg)
●X-CUP2ｘ4 ブラケット 4 個、クイッククランプ 4 個、キャリーバック付属

Centipede® オプションアクセサリー
●生産国：CHINA

CK22TM

Centipede® テーブルトップ 2'x4'
￥11,000（税込￥12,100）

●サイズ：61×121cm 厚さ：18mm（2'x4' サイズ）
●材質：MDF ●最大荷重：2000 ポンド（907kg）
●ドックホール径：20mm ●ホール間隔：芯々 96mm

CT22N

Centipede® プレーンテーブルトップ
￥12,600（税込￥13,860）
●サイズ：61×121cm 厚さ：18mm（2'x4' サイズ）
●材質：MDF ●最大荷重：2000 ポンド（907kg）
※ご利用の Centipede® ワークスタンドによって必要数量が異なります、用途にあわせ必要数をご購入ください

CA0302

Centipede® クイッククランプセット
（2PC）￥1,300（税込￥1,430）

Centipede® ライザーセット
（6PC）￥4,200（税込￥4,620）

CA0606

Centipede® ノンスリップセット
（6PC）￥2,000（税込￥2,200）

CA0804

Centipede® ワイドパネルサポート
（4PC）￥3,600（税込￥3,960）

●入り数：2 ●材質：樹脂

●入り数：6 ●材質：樹脂

●入り数：6 ●材質：樹脂、ラバー

●入り数：4 ●材質：樹脂、ラバー

●本体 P トップ、CK22TM テーブルトップに対応

●6 インチ（15cｍ）作業位置を高くするライザー

●本体 P トップ、CK22TM テーブルトップに対応

●本体 P トップ、CK22TM テーブルトップに対応

CA0402

CA0704

CA0902

Centipede® フックセット
（2PC）￥1,000（税込￥1,100）
●入り数：2 ●材質：樹脂
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CA0506

Centipede® ベンチドック T スロット
コネクタ（4PC)￥2,400（税込￥2,640）

Centipede® ダブル P トップ
（2PC）￥2,000（税込￥2,200）

●入り数：4 ●材質：樹脂

●入り数：2 ●材質：樹脂

●CK22TM テーブルトップに対応

●本体 P トップと交換し使用
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WTX Clamp Edge™ルーラーガイド
545024

WTX Clamp Edge™ルーラーガイド
24”（61cm）￥6,200（税込￥6,820）
545036

WTX Clamp Edge™ルーラーガイド
36”（91cm）￥7,000（税込￥7,700）
545050

WTX Clamp Edge™ルーラーガイド
50”（127cm）￥8,400（税込￥9,240）
●任意の板にクランプで簡単に取付け可能なガイド
●各種オプションを使用し計測や切断などを容易に
●耐久性のあるヘビーゲージアルミ製

545035

WTX25” コネクタ
￥3,800（税込￥4,180）

542011

WTX トラッククランプ（2PC）
￥2,800（税込￥3,080）

545060

WTX50” コネクタ
￥6,800（税込￥7,480）

●入り数：2 ●材質：樹脂、ラバー
●Bora WTX Clamp Edge™専用クランプオプション

●ルーラーガイド延長用コネクタ

ガイド

最初のキャンバスバケットオーガナイザーであるバケッター30を始め、
ツールバッグ、腰袋、ニーパッド等をラインアップするBucketBoss（バケットボス）のギアは
タフなつくりでアメリカのプロフェッショナルに愛されています。
530416

544008

530401

Bora Quickcut™ ソーガイド
￥3,600（税込￥3,960）

ソープレートリップハンドル
￥7,000（税込￥7,700）

Bora MiteriX アングルデュプリケーター
￥6,400（税込￥7,040）

●ルーラー：35cm、14 インチ ●材質：樹脂、アルミ

●材質：アルミ、樹脂 ●コンパネに沿っての平行カット用

●材質：アルミ、樹脂 ●コーナー部の角度を測定し、任意の角度での

●22.5°45°60°90°を正確に測定、切断する際に

ソープレート ●ほとんどの右利きおよび左利きの丸鋸に適合

カットを容易にする角度複製ツール

クランプ
571006

6” レバークランプ

バケット収納
※バケツは付属しません

① 10030

② 85030

バケッター 30
￥4,800（税込￥5,280）

バケッター 30 CAMO
￥7,200（税込￥7,920）

●30 ポケット

●30 ポケット

③ 10056

￥2,700（税込￥2,970）

バケッター 56
￥11,000

●最大口開：15cm（6 インチ）

571012

12” レバークランプ

10030

￥3,200（税込￥3,520）

バケット
オーガナイザーは、
ほぼ全ての
5ガロンバケツに
対応します

（税込￥12,100）
85030

●56 ポケット

●最大口開：30cm（12 インチ）

540520

571024

スプリングクランプセット（20PC）
￥1,800（税込￥1,980）

24” レバークランプ

￥4,200（税込￥4,620）

●最大口開：61cm（24 インチ）

●入り数：20 ●材質：樹脂 ●最大開口：1 インチ
●狭い場所にも適したミニクランプ

●材質：樹脂、スチール

●丈夫なピボットクランプパッド採用

●耐締圧力：150kg
●クイックレバーアクション

④ AB30060

⑤ GB20010

ウォッシュボス
￥6,800

ガーデンボス
￥7,200

（税込￥7,480）

570412

12” HEAVT DUTY ピストルクランプ
￥4,200（税込￥4,620）

（税込￥7,920）

●6 メッシュポケット

●12 ポケット

●最大口開：30cm（12 インチ）

570424

24” HEAVT DUTY ピストルクランプ
￥5,200（税込￥5,720）
●最大口開：61cm（24 インチ）
●材質：樹脂、スチール
●耐締圧力：200kg
●ヘッドの組換えでスプレッダークランプに変換可能

571124

24" パラレルクランプ

●最大口開：61cm（24 インチ）

●最大口開：79cm（31 インチ）

￥6,400（税込￥7,040）

￥6,900（税込￥7,590）

571140

40" パラレルクランプ

⑦ 10010

⑧ 15051

パラシュートバッグ
￥4,900（税込￥5,390）

バケットシート
￥3,400（税込￥3,740）

バケットスタッカー
￥1,900（税込￥2,090）

●19 ポケット

●サイズ：W31×Ｈ4cm

●サイズ：W26×Ｈ11cm

●5 ガロンバケツ対応汎用

●５ガロンバケツ対応ハンドル付き

上蓋ストレージ

汎用ストレージトレイ

⑨ 15054

⑩ 08010

⑪ 99981D24

スーパースタッカー
￥3,400（税込￥3,740）

バケットグリップ
￥900（税込￥990）

マグボス
￥980（税込￥1,078）

●サイズ：W27×Ｈ15cm

●汎用ハンドルグリップ

●12 ポケット

●５ガロンバケツ対応ハンドル付き

※特殊な形状のグリップには取付不可

●マグカップなどに装着可能な

●材質：樹脂、スチール

571131

31" パラレルクランプ

⑥ 25001

￥7,200（税込￥7,920）

●最大口開：102cm（40 インチ）

●耐締圧力：500kg
●顎部はクッションパッド付き 9cm 幅

汎用ストレージトレイ

ステーショナリーオーガナイザー

571150

50" パラレルクランプ

￥8,000（税込￥8,800）

●最大口開：127cm（50 インチ）
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●材質：① 〜 ⑤600D ポリーリップストップ / ⑥ヘビーデューティーダックウェアキャンバス / ⑦ 〜 ⑨プラスチック / ⑩ラバー / ⑪600D ポリーリップストップ
※BUCKETBOSS 製品はロットにより生産国が異なる場合があります。（CHINA、THAILAND、INDONESIA 等）
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ツールポーチ（Flap Fit™シリーズ）

ワークエプロン

54120

54140

54160

リアガード Flap Fit™
￥2,800（税込￥3,080）

ツールポーチ Flap Fit™
￥4,200（税込￥4,620）

ネイルポーチ Flap Fit™
￥2,300（税込￥2,530）

●5 ポケット ●ストレッチベルト式

●9 ポケット ●金属製フック、

●1 ポケット ●サイドループ付

ホルダー、テープロールホルダー付

テープロールホルダー、

80100

ウエストエプロン

￥3,200（税込￥3,520）

80200

ビブエプロン

メジャー用スロット付

￥5,200（税込￥5,720）

80300

ショップエプロン
80100

54184

54188

ユーティリティープラス
Flap Fit™
￥4,800（税込￥5,280）

4 バレルシース Flap Fit™
￥3,800（税込￥4,180）

ビットキーパー Flap Fit™
￥3,200（税込￥3,520）

●5 ポケット ●メジャー用スロット付

●7 ロングビットポケット、5 ショートビットポケット

●3 ポケット、4 ツール差し
●メジャー用スロット付

Flap Fit™

●13 ポケット、ハンマーループ 2
●サイズ：W58×Ｈ60cm
●16 ポケット、ハンマーループ 2
●サイズ：W67×Ｈ81cm
●2 ポケット

●ウェスト最大サイズ：132cm ●材質：ダックウェアキャンバス ●生産国：CHINA
80200

54175

￥4,900（税込￥5,390）

●サイズ：W58×Ｈ24cm

80300

ツールバッグ

60013

60012

ゲイトマウス 13
￥5,200（税込￥5,720）

ゲイトマウス 12
￥6,800（税込￥7,480）

●サイズ：W33×D20×Ｈ25cm ●容量：約 8Ｌ ●6 ポケット

●サイズ：W31×D18×Ｈ23cm ●容量：約 7Ｌ ●16 ポケット

●ドクターズバッグ仕様

●ドクターズバッグ仕様

60016

70012

ゲイトマウス 16
￥10,200（税込￥11,220）

ゲイトマウス ハードトート
￥8,600（税込￥9,460）

●サイズ：W41×D23×Ｈ31cm ●容量：約 15Ｌ ●16 ポケット

●サイズ：W31×D25×Ｈ28cm ●容量：約 11Ｌ ●8 ポケット

●ドクターズバッグ仕様 ●ショルダーストラップ付

●フォームラバー付きスチールハンドル

通常のベルトループへの装着だけでなく
フラップをポケットに差し込むことで

54190

54130

ハンマーホルダー
Flap Fit™ ￥3,200（税込￥3,520）

4 ポケットパラシュート
ポーチ Flap Fit™
￥4,600（税込￥5,060）

●1 ハンマーループ

●4 ポケット

素早くポーチを脱着可能

●材質：600D ポリーリップストップ ●生産国：CHINA、THAILAND

60001

ツールベルト & ポーチ
●ウェスト最大サイズ：132cm ●生産国：CHINA、THAILAND ●各ツールバッグ、サスペンダーは位置調整、取外し可能（ハンディマンホルスターを除く）

リガーバッグ
￥11,600（税込￥12,760）
●サイズ：W43×D15×Ｈ27cm ●30 ポケット

●材質：600D ポリーリップストップ ●生産国：CHINA、THAILAND

●材質：オリジナルカラーダックウェアキャンバス

50300

55300

ハンディマンホルスター
￥4,600（税込￥5,060）

スパーキーユーティリティーポーチ
￥11,000（税込￥12,100）

●材質：600D ポリーリップストップ

●材質：600D ポリーリップストップ

●5 ポケット、ハンマーループ 1

●5 ポケット、ハンマーループ 1

●脱着の容易なバックル式ベルト

●3 ウェイキャリングシステム
（ベルト、ハンドル、ショルダー）

50250

ハンディーマンリグ
￥10,800（税込￥11,880）
●材質：600D ポリーリップストップ
●3 ツールバッグ、11 ポケット

50100

エアリフト
サスペンションリグ
￥17,800（税込￥19,580）
●材質：600D ポリーリップストップ
●2 ツールバッグ、12 ポケット、ハンマーループ 1

ツールロール
●材質：ダックウェアキャンバス ●生産国：CHINA

70003

70004

74004

レンチロール
￥4,400（税込￥4,840）

ツールロール
￥6,200（税込￥6,820）

スーパーロール
￥13,000（税込￥14,300）

●サイズ：W46×H46cm

●サイズ：ロール時 W10×H37cm

●サイズ：ロール時 W15×H37cm

●11 レンチポケット（6mm 〜 32mm）

オープン時 W66×H37cm

オープン時 W66×H37cm

●壁掛け対応

●25 ポケット、17 ループ

●ジッパー式 6 ポケット

●クイックリリースバックル

●クイックリリースバックル
●壁掛け対応

●パッド入りサスペンダー

85035

55135

サスペンションリグ
MOSSY OAK® CAMO
￥23,000（税込￥25,300）

マレットバスター
サスペンションリグ
￥24,000（税込￥26,400）

●材質：600D ポリーリップストップ

●材質：1680D ヘビーデューティーポリー

●2 ツールバッグ、12 ポケット、ハンマーループ 1

●3 ツールバッグ、29 ポケット、ハンマーループ 1

●快適で動きやすい LoadBear™サスペンダー

●快適で動きやすい LoadBear™サスペンダー

55185-DIGC

55185-HVOY

フレーマーズ
サスペンションリグ デジカモ
￥28,000（税込￥30,800）

フレーマーズ
サスペンションリグ HI-VIS
￥33,000（税込￥36,300）

●材質：1680D ヘビーデューティーポリー

●材質：1680D ヘビーデューティーポリー

●3 ツールバッグ、29 ポケット、ハンマーループ 1

●3 ツールバッグ、29 ポケット、ハンマーループ 1

●快適で動きやすい LoadBear™サスペンダー

●ANSI と EN1150 規格を満たす高い視認性
●快適で動きやすい LoadBear™サスペンダー

※BUCKETBOSS 製品はロットにより生産国が異なる場合があります。（CHINA、THAILAND、INDONESIA 等）
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KONG シリーズ

●耐衝撃、耐油、耐ガスに優れたインダストリアルグレードグローブ
●手の甲から指先までを保護する TPR パッド
●ID タグ付きネオプレンカフ ●生産国：INDONESIA

KONG
オリジナル グローブ
￥6,800（税込￥7,480）

KONG
スーパーグリップ グローブ
￥8,600（税込￥9,460）

サイズ / 品番

サイズ / 品番

【M】SDX2-03-M

【M】SDXG2-03-M

【L】SDX2-04-L

【L】SDXG2-04-L

●耐久性、耐摩耗性に優れた

●グリップに優れた Diamondclad®

オリジナルパーム

シリコンパーム（米国他で特許取得済）

IRONCLADはアメリカを代表するハイパフォーマンス ワークグローブブランドです。
ライト〜ヘビーな作業まで様々なモデルで対応し幅広い分野で活躍しています。
革新的な技術で安全性、作業効率、
フィット性を高め、今ではアメリカンワーカー達の
マストグローブとなっています。
タッチグローブ
●ネオプレンナックルパッド ●スマホ、タブレット操作可能 ●生産国：CHINA

タッチ PRO グローブ

タクティカル PRO グローブ

ブラウン

HV

サイズ / 品番

サイズ / 品番

サイズ / 品番

【S】IEX-MPG-02-S

【S】IEX-PPG-02-S

【S】IEX-HVP-02-S

【M】IEX-MPG-03-M

【M】IEX-PPG-03-M

【M】IEX-HVP-03-M

【L】IEX-MPG-04-L

【L】IEX-PPG-04-L

【L】IEX-HVP-04-L

各￥4,600（税込￥5,060）

コヨーテ

オリーブドラブ

サイズ / 品番

サイズ / 品番

【S】IEXT-PCOY-02-S

各￥3,800（税込￥4,180）

ブラック

ハードハット
【WH】

【S】IEXT-PODG-02-S

【M】IEXT-PCOY-03-M 【M】IEXT-PODG-03-M
【L】IEXT-PCOY-04-L

【L】IEXT-PODG-04-L

ナノ粒子技術を取り入れたタッチシリーズの手袋には、
導電性の高いカーボンイオンが注入されています。

【OR】

【BL】

【Y】

これにより摩耗しやすい導電性コーティングとは異なり
自分の指よりもさらに高い導電率を長く保持します。

Yukon™ブリムヘルメット
各￥4,400（税込￥4,840）
カラー / 品番

ユーティリティグローブ

【WH】

【Y】HHE-SBVY4
【WH】HHE-SBVW4
【OR】HHE-SBVO4

ジェネラル グローブ
￥4,200（税込￥4,620）

フレーマー グローブ
￥4,600（税込￥5,060）

サイズ / 品番

サイズ / 品番

【S】GUG-02-S

【S】FUG-02-S

【M】GUG-03-M

【M】FUG-03-M

【L】GUG-04-L

【L】FUG-04-L

●TPR ナックルプロテクションパッド

●TPR ナックルプロテクションパッド

●シンセティックレザーパーム

●オープンフィンガー

●生産国：INDONESIA

●シンセティックレザーパーム
●生産国：INDONESIA

【Y】

【BL】HHE-SBVB4
●生産国：USA

●ラチェットで頭囲サイズを 61/2 " から 8" の間で調整可能
●垂直方向の高さ調整機能（フロント 2 つ、リア 2 つ）

パームサイズ

Yukon™
フルブリムヘルメット
各￥5,800（税込￥6,380）
カラー / 品番
【Y】HHE-FBY
【WH】HHE-FBW
●生産国：USA

όὨᆵࠡ ếṫ~Ṭ टỀ

【S】  〜 （ 〜 ）

【M】  〜 （ 〜 ）

※IRONCLAD グローブはロットにより生産国が異なる場合があります。（CHINA、INDONESIA、CAMBODIA 等）
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【L】  〜 （〜 ）
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11983年創業、
ミネソタ州セントポールに本社を置くErgodyneは
「The Workplace A Betterplace™」を実現する製品の開発し続け
そのプロダクトは多くのプロフェッショナル、職人に愛されています。

Squids®
スイベルグローブクリップ
各￥1,000（税込￥1,100）
3420-OR【ORANGE】
3420-LI【LIME】
3420-BK【BLACK】
●材質：プラスチック
●生産国：USA
3420-OR

3420-LI

●2 つの強力なクリップで
●スイベルジョイントでフレキシブルに可動

3420-BK

ギアをしっかりと保持

PLAN STATIONは、頑丈で持ち運び可能なスタンディングデスクおよびワークステーションです。
ホーム、オフィス、
ガレージ、建築現場などあらゆる場所でポータブルワークスペースを作り出します。
3100F

Squids® カラビナツールランヤード
【ORANGE】 ¥2,800（税込￥3,080）

WS3700

WS3800

●落下物を防ぐ衝撃吸収ツールストラップ

ポータブルデスク
＆ワークステーション

●材質：●1680 D ポリー、アルミ
●生産国：MYANMAR

WS3700

●ロック式カラビナ

ミニ【24"×32"】
￥6,400（税込￥7,040）
●サイズ：61×81cm

WS3800

プロ【24"×48"】
￥9,800（税込￥10,780）
●サイズ：61×122cm



アメリカの職人やカーペンターも愛用するペンシルホルダー。
クリップ式でキャップに簡単取付けでき、鉛筆やペンをしっかりホールド。

●材質：ナイロン ●生産国：CHINA ●2 枚の板を取り付け、壁に掛けて開くだけでワークスペースが完成
●折り畳んで持ち運び可能

※板は別途ご用意ください

HatClip 3 パック
各￥1,200（税込￥1,320）
HC-3BK
HC-3WH
HC-3RD
HC-3OR
HC-3BL

ブラック
ホワイト
レッド
オレンジ
ブルー

●入数：3 ●材質：プラスチック
●生産国：USA
HC-3BK

HC-3WH

HC-3RD

HC-3OR

HC-3BL

※ロットによりデザインが異なる
場合がございます。
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防水ケース
●生産国：CHINA

144930

145040

146070

ABS ウォータープルーフ
ケース【S】
￥2,200（税込￥2,420）

ABS ウォータープルーフ
ケース【M】
￥3,200（税込￥3,520）

ABS ウォータープルーフ
ケース【L】
￥5,100（税込￥5,610）

●サイズ：W17×D12×H5cm

●サイズ：W23×D12×H8cm

●サイズ：W28×D18×H10cm

●DRI-LOC ® により防水性と気密性に優れたアウトドアにも最適なケース ●耐久性の高い ABS 樹脂製

マルチボックス
●生産国：USA

オレンジエマージェンシーボックス

1952年に誕生したPlano Molding Companyはイリノイ州プラノという
社名と同名の町を拠点とし、多くの製品をU.S.MADEにこだわリ
軽くて丈夫なプラスチック成形ストレージを作り続けています。

131252

【S】 ￥2,500（税込￥2,750）
●サイズ：W30×D13×H18cm

141250

【M】 ￥3,500（税込￥3,850）
●サイズ：W38×D20×H16cm ●蓋部に小物ストレージ付

161250

ツールボックス / オーガナイザー

【L】 ￥4,500（税込￥4,950）
●サイズ：W38×D20×H25cm
131252

141250

●蓋部に小物ストレージ、インナートレイ付属

161250

RUSTRICTOR™フィールドボックス
PLA1212R

114002

COMPACT

13” コンパクトツールボックス
￥1,800（税込￥1,980）

PLA1312R

●サイズ：W33×D19×H13cm ●生産国：USA

【S】 ￥3,200（税込￥3,520）
●サイズ：W30×D13×H18cm

652009

114002

￥3,000（税込￥3,300）

●サイズ：W35×D14×H14cm

PLA1712R

652009

【M】 ￥5,000（税込￥5,500）

20" Grab N' Go ツールボックス
￥3,800（税込￥4,180）

●サイズ：W35×D18×H22cm
PLA1212R

●サイズ：W51×D28×H23cm ●生産国：USA

PLA1312R

PLA1712R

PLA1612R

PLA1612R

【L】 ￥5,400（税込￥5,940）
●サイズ：W38×D20×H25cm

452006

●気密性に優れた Rustrictor テクノロジー

16" Grab N' Go ツールボックス
￥2,800（税込￥3,080）
781002

●サイズ：W41×D24×H19cm ●生産国：USA

トランク
●生産国：USA

781002

パワーツールボックス
￥4,200（税込￥4,620）
452006

●サイズ：W56×D34×H28cm ●生産国：USA

171900
161900

311007

523002

ツールトート
￥2,600（税込￥2,860）

LockJaw™シングル
オーガナイザー【レッド】
￥2,300（税込￥2,530）

●サイズ：W38×D23×H18cm
●生産国：USA

●サイズ：W37×D23×H18cm
●生産国：USA

171900

161900

SPORTSMANS トランク【M】ブラック

SPORTSMANS トランク【S】ブラック
ロット
3

171901

161901

161901

SPORTSMANS トランク【S】オリーブドラブ
各￥4,400（税込￥4,840）
●サイズ：W61×D38×H33cm ●容量：56 クォート ●生産国：USA
●ヘビーデューティーな耐衝撃性プラスチック製のトランク
●市販の南京錠などで施錠可能 ●スタッキング時も安定する蓋形状

ロット
3

171901

SPORTSMANS トランク【M】オリーブドラブ
各￥6,600（税込￥7,260）
●サイズ：W76×D38×H33cm ●容量：68 クォート ●生産国：USA
●ヘビーデューティーな耐衝撃性プラスチック製のトランク
●市販の南京錠などで施錠可能 ●スタッキング時も安定する蓋形状

725001

バケットリッドストレージ
￥2,600（税込￥2,860）
●サイズ：径 30×H9cm
●生産国：USA
●標準的な 5 ガロンバケツにフィット
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オハイオ州アクロンに拠点を置くAKRO-MILS（アクロミルズ）は1947年創業以来
アメリカの物流を支える業務用コンテナ、
ストレージメーカーです。
製品多くは厳格な品質基準に基づいてUSA国内にて製造されています。

フラップコンテナ
品番

●材質：プラスチック ●生産国：USA

容量

外寸 (cm)

内寸 (cm)

39085

8.5 ガロン（約 32L）

W39×D55×H23cm

W33×D46×H19cm

￥5,800（税込￥6,380）

39120

12 ガロン（約 45L）

W39×D55×H32cm

W31×D45×H28cm

￥6,400（税込￥7,040）

39170

17 ガロン（約 64L）

W39×D55×H43cm

W31×D45×H39cm

￥7,400（税込￥8,140）

39085

価格

39120

スタックボックス【エコノミー】

39170

●材質：プラスチック ●生産国：USA

品番

サイズ

外寸 (cm)

内寸 (cm)

30796BLACK

【小】

W17×D23×H13cm

W10×D16×H12cm

￥640（税込￥704）

30716BLACK

【中】

W17×D30×H13cm

W10×D23×H12cm

￥860（税込￥946）

30776BLACK

【大】

W17×D45×H18cm

W10×D38×H18cm

￥1,600（税込￥1,760）

30796

30716

スタックボックス

価格

GOOD L CORPはテネシー州を拠点とする業務用バスケット、
カートを設計、製造しているメーカーです。
バスケットは100％リサイクル原料を使用し、
アメリカ製造にこだわり生産され続けています。

30776

ショッピングバスケット
各￥3,200（税込￥3,520）

●材質：プラスチック ●生産国：USA

品番

サイズ

外寸 (cm)

内寸 (cm)

価格

13014GREY

【スリム】

W28×D46×H32cm

W20×D40×H31cm

￥3,900（税込￥4,290）

13018GREY

【ワイド】

W42×D46×H32cm

W35×D40×H31cm

￥4,800（税込￥5,280）

WG245043RG
WG245043YL
WG245043GN
WG245043PL
WG245043BL
WG245043GY
WG245043BK

13014

13018

オレンジ
イエロー
グリーン
グレープ
ブルー
グレー
ブラック

ショッピングトート
各￥2,800（税込￥3,080）
WG270225RG
WG270225YL
WG270225GN
WG270225PL
WG270225BL
WG270225GY
WG270225BK

オレンジ
イエロー
グリーン
グレープ
ブルー
グレー
ブラック

●サイズ：43×30×H23cm（ハンドル含ます）

●サイズ：30×20×H13cm（ハンドル含ます）

●容量：約 20L ●材質：プラスチック

●容量：約 15L ●材質：プラスチック

●生産国：USA

●生産国：USA

WG251771

スチールショッピングカート
6.9 CF ￥68,000（税込￥74,800）
●外寸サイズ：W51×D91×H97cm
●最大積載重量：180kg
●材質：ニッケルクローム仕上げスチール
●生産国：USA
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スペシャリティハンマー

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

TC504

TC2012

TC504

ボールペインハンマー
【ヒッコリー】4oz
￥2,600（税込￥2,860）

●サイズ：W2.5×D7×L27cm
●ヘッド部：113g（4oz）
●生産国：USA

TC2012

ボールペインハンマー
【ヒッコリー】12oz
￥3,200（税込￥3,520）

●サイズ：W2.8×D9.5×L32cm
●ヘッド部：340g（12oz）
●生産国：USA

SF12

RM2B

CR125

ソフトフェイスプラハンマー
12oz ￥4,000（税込￥4,400）

ラバーマレットハンマー
￥3,200（税込￥3,520）

ローハイド＆カッパーハンマー
￥6,600（税込￥7,260）

●サイズ：W10×D7.1×L35cm
●ヘッド部：567g（20oz）
●柄：アメリカンヒッコリー
●生産国：USA

●サイズ：W9.2×D4.3×L27cm
●ヘッド部：226g（8oz）
●柄：アメリカンヒッコリー
●生産国：ENGLAND
●銅＆ローハイド（革）ハンマー

●サイズ：W3×D12×L30cm
●ヘッド部：340g（12oz）
●柄：アメリカンヒッコリー
●生産国：USA
●2 種類の硬さの異なるフェイス
（レッド：ソフト、イエロー：ハード）

アックス
SCS1

AS1

RB

キャンピングアックス【ヒッコリー】
￥6,400（税込￥7,040）

キャンピングアックス【スチール】
￥8,600（税込￥9,460）

ビルダーズハチェット
￥8,900（税込￥9,790）

●全長：37cm ●ヘッド重量：560g
●柄：アメリカンヒッコリー
●シース付属 ●生産国：USA

●全長：35cm ●ヘッド重量：680g
●材質：フルポリッシュヘッド /
パウダーコート塗装仕上げスチール
●シース付属 ●生産国：USA

●全長：44cm ●ヘッド重量：790g
●柄：アメリカンヒッコリー
●フルポリッシュミルフェイスヘッド
●生産国：USA

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
マーカー

カーペンターペンシル FLIP MARKER
各￥480（税込￥528）
FMBL【ブラック】 FMBU【ブルー】
●サイズ：全長 24cm
●生産国：ペンシル部 USA、クレヨン部 CHINA
●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

#9

DO16

FS16

#9

●サイズ：W11.4×D2.5×L29.2cm

リップハンマー【ヒッコリー】
10oz ￥3,900（税込￥4,290）

●ヘッド部：280g（10oz）●生産国：USA

DO16

●サイズ：W12.5×D3.5×L33.3cm

ネイルハンマー【ヒッコリー】
16oz ￥4,900（税込￥5,390）

●ヘッド重量：450g（16oz）●生産国：USA

FS16

●サイズ：W12.5×D3.5×L33cm

ネイルハンマー【ファイバー】
16oz ￥5,600（税込￥6,160）

●ヘッド部：450g（16oz）●生産国：USA

●ポリッシュ仕上ヘッド

●ポリッシュ仕上オクタゴンヘッド

●ポリッシュ仕上オクタゴンヘッド

CF4P

CF2-HC

RCF2

1650

CF4P

カリフォルニアフレーマースムースフェイス
【ヒッコリー】16oz ￥4,900（税込￥5,390）

●サイズ：W13.3×D3.1×L35.5cm ●ヘッド重量：450g（16oz）
●生産国：USA ●ネイルグリップ付ポリッシュ仕上ヘッド

CF2-HC

カリフォルニアフレーマー
【ヒッコリー CURVED】19oz
￥6,000（税込￥6,600）

●サイズ：W15×D3.8×L40cm ●ヘッド重量：540g（19oz）
●生産国：USA ●ネイルグリップ付ミルフェイス鍛造ヘッド

RCF2

カリフォルニアフレーマー
【スチール】19oz ￥8,200（税込￥9,020）

●サイズ：W15×D3.8×L40cm ●ヘッド重量：540g（19oz）
●生産国：USA ●ネイルグリップ付ミルフェイス鍛造ヘッド

1650

DALLUGE フィニッシュハンマー
【ヒッコリー】16oz ￥6,900（税込￥7,590）
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●サイズ：W12.7×D2.5×L35cm ●ヘッド重量：450g（16oz）
●生産国：USA ●フルポリッシュスムースフェイス鍛造ヘッド
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Made In The USA

アメリカイリノイ州に拠点をおくDASCO社は1922年創業の鍛造工具メーカーです。
今なお、すべての製品をアメリカ国内の自社工場で製造し、100％MADE IN USAの
ツールを製造しています。特にチゼル、ポンチ、バーツールはアメリカのタフな
プロフェッショナル達に深く愛され続けています。

221

91

96

クロウバー
￥1,200（税込￥1,320）

スモールバーキット【3PC】
￥2,900（税込￥3,190）

トリムキット【3PC】
￥3,400（税込￥3,740）

●サイズ：全長 30cm

●内容：プライバー（24cm）、ウルトラバー（19cm）、

●内容：プライバー（30cm）、タックプーラー（18cm）

●材質：クッショングリップ付スチール

プロバー（14cm）●材質：ハイカーボンスチール

ネイルスターター（12cm）●材質：ハイカーボンスチール

●釘抜作業に最適なクロウバー ●生産国：USA

●生産国：USA

●生産国：USA
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22

44

マーキングポンチキット【3PC】
￥2,400（税込￥2,640）

ピンポンチキット【6PC】
￥3,800（税込￥4,180）

チゼルキット【3PC】
￥3,200（税込￥3,520）

●内容：5/16 センターポンチ、3/32 スターターポンチ、

●内容：ピンサイズ 1/16, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16

●内容：3/4 コールドチゼル、5/8 コールドチゼル、

3/8 プリックポンチ

●材質：高強度ハイグレードアメリカンスチール

5/16 コールドチゼル

●材質：高強度ハイグレードアメリカンスチール

●生産国：USA

●材質：高強度ハイグレードアメリカンスチール

●生産国：USA

13

ポンチ＆チゼルキット【5PC】
￥4,600（税込￥5,060）
●内容：5/8 コールドチゼル、1/2 コールドチゼル、
5/32 ソリッドポンチ、7/16 センターポンチ、
3/16 ピンポンチ
●材質：高強度ハイグレードアメリカンスチール
●生産国：USA
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●生産国：USA

YOUR
PROJECT
SUPPORT

定規
RAS-170B- ORAN
RAS-70B- ORAN

キャストスクエア定規
（インチ表記）

7203

1956-1800

150ｍｍクリップ定規
（インチ / メトリック併記） ￥780（税込￥858）

18cm アルミスクエア定規
Johnny Square®
￥3,600（税込￥3,960）

RAS-70B- ORAN 7 インチ

￥1,000（税込￥1,100）

●最大計測長：150mm / 6 インチ ●材質：ステンレス

●サイズ：W13.5×D2×L26cm ●材質：アルミ

RAS-170B-ORAN 12 インチ

●生産国：CHINA ●センチ / インチ変換早見表記載

●生産国：CHINA ●メトリック表記

￥2,200（税込￥2,420）
●サイズ：W13.5×D2.5×L26cm（7 インチ）W22.5×D2.5×L44cm（12 インチ）
●生産国：USA ●Structo-Cast® 樹脂ボディー ●インチ表記

415EM

300mm 水平器
コンビネーションスケール
（インチ / メトリック併記）
￥1,400（税込￥1,540）

M391

1000mm アルミスケール（インチ / メトリック併記） ￥840（税込￥924）
●最大計測長：1000mm / 36 インチ ●材質：アルミ ●生産国：CHINA

●サイズ：W13×D2×L30cm
●生産国：USA ●ステンレススチールブレード、Structo-Cast® 樹脂ボディ

Johnson Level（ジョンソン）社はアメリカを代表する水平器、測量機器メーカーです。
より正確に、
より迅速に、
より確実に仕事をするのに役立つをギアを70年以上開発しており、
世界中のプロから最も信頼されています。
アメリカインチ、
メトリックに対応。

●90°45°の線引き、ケガキ作業に最適
J48EM

アルミスケール Pro（インチ / メトリック併記）
J48EM 1200mm ￥2,200（税込￥2,420） J72EM 1800mm

￥3,900（税込￥4,290）

●生産国：USA ●3mm 厚アルミ仕様のヘビーデューティースケール ●2mm 間隔メモリ

水平器

L 型キャストスケール
200mm

￥1,000（税込￥1,100）

1910-1200 300mm

￥1,400（税込￥1,540）

1910-0800

9 インチ フレームキャスト水平器
￥1,100（税込￥1,210）

9 インチ マグネット
ストラクチャーキャスト水平器
￥1,300（税込￥1,430）

●サイズ：W4×D1.5×L23cm ●生産国：USA
●Structo-Cast® 樹脂ボディ ●V 溝フレーム

1910-0800

CS18

400ｘ600mm
直角アルミスケール Big J® Pro
￥3,400（税込￥3,740）
●サイズ：W40×L60cm ●生産国：CHINA
●3mm 厚仕様のヘビーデューティーメトリック直角定規

●生産国：CHINA ●樹脂ハンドル、ステンレスブレード

7500M

CS13

CS18

1435-1000

7500- ORANGE

CS13

400ｘ600mm
直角スチールスケール
￥1,900（税込￥2,090）

●２mm 間隔メモリ

●メトリック / インチ併記
1435-1200

マグネット水平器 Big J Pro®

●サイズ：W4×D1.5×L23cm ●生産国：USA

1435-1000 10 インチ（L25cm）￥4,800（税込￥5,280）

●Structo-Cast® 樹脂ボディ ●マグネット面付き V 溝フレーム

1435-1200 12 インチ（L30cm）￥5,400（税込￥5,940）

メジャー

●サイズ：W5×D2cm ●材質：アルミ、樹脂 ●生産国：CHINA
●Job Site Tough™アルミフレーム ●認識性の高い Surround View®
●強力マグネット面付き V 溝フレーム

7714-O

1828-0010 3m
1828-0016 5m

7724-O
1253-4800

1828-0026 8m

7736-O

リールメジャーファイバーグラステープ
（インチ / メトリック併記）
1829-0100 30m ￥3,400（税込￥3,740）
1829-0200 60m ￥4,900（税込￥5,390）

メジャースケール
（インチ / メトリック併記）

7718-O

￥840（税込￥924）
￥1,400（税込￥1,540）
￥2,100（税込￥2,310）

●材質：プラスチック ●生産国：CHINA
1828-0010

1828-0016

1828-0026

●材質：プラスチック ●生産国：CHINA ●ラバーグリップコート ●インチ / メトリック併記

1253-7200

1829-0200

●ナイロンコーティングテープ●背面クリップ付属

●ABS 樹脂ボディー ●PVC コーティング
ファイバーテープ ●インチ／メトリック併記
●２mm 間隔メモリ

1253-2400
7748-O

ストラクチャーキャスト水平器

アルミアイビーム水平器 Big J Pro®

7714-O 14 インチ（L35cm）￥1,400（税込￥1,540）

7736-O 36 インチ（L90cm）￥2,800（税込￥3,080）

1253-2400 24 インチ（L60cm）￥6,900（税込￥7,590）

7718-O 18 インチ（L45cm）￥1,700（税込￥1,870）

7748-O 48 インチ（L120cm）￥4,400（税込￥4,840）

1253-4800 48 インチ（L120cm）￥11,800（税込￥12,980）

7724-O 24 インチ（L60cm）￥2,200（税込￥2,420）

1253-7200

●サイズ：W5.8×D2.5cm（14 〜 24 インチ）W5.8×D3cm（36 〜 48 インチ）

●サイズ：W5.7×D2.5cm ●材質：アルミ ●生産国：CHINA

●生産国：USA ●Structo-Cast® 樹脂ボディ

●認識性に優れた SurroundView® 気泡管

その他
3321

72 インチ（L180cm）￥16,400（税込￥18,040）
300B-25

CPB-72

カーペンターペンシル

スペシャリティー水平器

￥140（税込￥154）

●生産国：USA ●転がらないフラット形状

ペンシル & クレヨンシャープナー
￥1,000（税込￥1,100）
●カーペンターペンシルやランバークレヨンに対応
●生産国：CHINA

595

500

ラインレベル

￥720（税込￥792）

ポケットレベル

￥800（税込￥880）

●サイズ：各 W2×D1.2×L7.5cm ●生産国：USA

●サイズ：W1×D2×L13cm ●生産国：CHINA

●水糸用水平器 ●スタンダードと勾配計測用（インチ表記）

●先端にピックアップツール付属

の２本セット

125

100

クロスチェックレベル
￥1200（税込￥1,320）

丸型レベル

●サイズ：W4.2×D5.7×H1.2cm

￥550（税込￥605）

●サイズ：W4.5×1.2cm ●生産国：CHINA
●機械やトレーラーへの設置に最適

ランバークレヨン
各￥140（税込￥154）
3512-Y イエロー
3512-R レッド
3512-K ブラック
●サイズ：L10.8cm ●生産国：CHINA ●木材マーキング用クレヨン
3512-B ブルー
●無鉛素材

3321

3322

CAUTION テープ 90m
￥1,500（税込￥1,650）
3322

DANGER テープ 90m
￥1,500（税込￥1,650）
●サイズ：8cm×90m ●材質：プラスチックテープ ●生産国：CHINA
●非粘着性 ●北米 OSHA/ANSI 準拠

●生産国：USA
●機械やトレーラーへの設置に最適
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175-O

118000

ポスト＆パイプレベル
￥1,500（税込￥1,650）

ピクチャーレベル
￥1,200（税込￥1,320）

●サイズ：W14×D7×L14cm ●生産国：CHINA

●サイズ：W13×D3×L13cm ●生産国：USA

●フェンス、垂直水平ポールの設置に最適

●絵画、家電や家具などの設置時に最適

60-275

コンターゲージ
￥2,160（税込￥2,376）

デッキメイト
デッキスペーシングツール
￥1,150（税込￥1,265）

●サイズ：W8.3×D1.8×L15.5cm ●生産国：CHINA

●生産国：USA ●デッキスペーシング＆マーキングツール

●型取り用コンターゲージ ●ステンレス製ブレード

●2ｘ4 及び 2ｘ6 のビス位置マーキングガイド

2206

700

アングルロケーター（角度計） ￥3,800（税込￥4,180）
●生産国：USA ●アクリルレンズに 4 カ所目盛りが付いた角度計
●超強力セラミック磁石付きの V 字カットされた 2 辺にセンチ、
インチの目盛りが記載

36

ピックツール / ケガキツール

アルマン社はマグネットピックツール、インスペクションミラーのワールドリーディングカンパニーです。
世界中の工具メーカーのＯＥＭも手がける一流メーカーです。

マグネットピックアップツール
ポケットピックアップツール POWERCAP®
各￥1,240（税込￥1,364）
HT-5 【ブラック】
HT-5BL 【ネオンブルー】
HT-5GR 【ネオングリーン】
HT-5OR 【ネオンオレンジ】

ピックアップツール MegaMag®
GM-2 MegaMag®

￥4,320（税込￥4,752）

GM-2L MegaMag®（ロング） ￥4,520（税込￥4,972）
GMC-2 MegaMag®（ミラー付） ￥5,000（税込￥5,500）
●最大リフト能力：7258ｇ
●全長：【GM-2、GMC-2】210 〜 768mm

●材質：ネオジウム磁石、真鍮（クロームメッキ）、

ステンレス、ジオン樹脂グリップ ●生産国：USA

ジオン樹脂グリップ ●生産国：USA

MegaMag®

HT-5

POWERCAP®

ULLMAN 独自のゴブレット形状
GM-2

狭い場所での作業が快適に

GM-2L

リフト力が 45％アップ

GMC-2

ピックツールセット 4 差替え式
￥1,860（税込￥2,046）

●サイズ：全長 142mm ●材質：スチール、ステンレス ●生産国：USA

●サイズ：全長 167mm ●材質：ハイカーボンスチール、アルミ、磁石

●細かなパーツの分解整備などに便利なマイクロピックセット

●生産国：USA ●アルミグリップ採用 ●グリップエンドマグネット

HT-5
BL

HT-5
GR

HT-5
OR

PSP-4

CHP4-L

ピックツールセット 4 ドライバーハンドル
￥2,540（税込￥2,794）

ロングピックツールセット 4
￥3,050（税込￥3,355）

●サイズ：全長 129mm ●材質：ハイカーボンスチール、プラスチック

●サイズ：全長 248mm ●材質：ハイカーボンスチール、アルミ、

●生産国：USA ●ドライバータイプ樹脂グリップ

ジオン樹脂 ●生産国：USA ●ラバーグリップ

クッショングリップ

POWERCAP® 使用時は

先端に付属する POWERCAP® により

サイド面の磁力がカットされ

H4W

マイクロピックセット 5
￥2,740（税込￥3,014）
●ピック部は硬質ステンレス

●最大リフト能力：1134ｇ ●全長：140 〜 648mm

【GM-2L】324 〜 1219mm ●材質：ネオジウム磁石、

MP-6

サイド面の磁力をカット
キャップは必要に応じ脱着可能

CHP4

フレキシブルツール

ピックツールセット 4 クッショングリップ
￥2,540（税込￥2,794）
●サイズ：全長 180mm ●材質：ハイカーボンスチール、アルミ、

HT-2FL

No. 16

フレキシブルピックアップツール
POWERCAP®
￥3,010（税込￥3,311）

クロー ピックアップツール ロング
￥1,380（税込￥1,518）

ジオン樹脂 ●生産国：USA ●ラバーグリップ

No. 17

クロー ピックアップツール
￥1,180（税込￥1,298）

●最大リフト能力：2265ｇ ●全長：740mm
●材質：ネオジウム磁石、アルミ、スチール、
ジオン樹脂グリップ ●生産国：USA

電装系整備、O リング外し、パーツ引き上げ、ケガキ作業など細かな作業に

●最大リフト能力：906ｇ ●全長：343mm（ロング 613mm）

ワークライト

●材質：スチール ●フレキシブルバネシャフト ●生産国：USA

HTC-2FL

フレキシブルインスペクションミラー
￥2,620（税込￥2,882）

HT-2FL

HTC-2FL

16 MLT

●材質：ガラスミラー、アルミ、スチール、

LED フレキシブル クロー マグネット
ピックアップツール ￥4,150（税込￥4,565）

ジオン樹脂 グリップ ●生産国：USA

●サイズ：全長 613mm ●使用電源：CR2032 電池 2 個（テスト用付属）

●ミラーサイズ：57mm●全長：820mm

3SMD マグネットワークライト

￥4,800（税込￥5,280）

RT-6SMD
RT-3SMD

RT-6SMD
No. 16

●材質：スチール ●フレキシブルバネシャフト ●手元 LED スイッチ
アルミシャフトで
様々な角度に調整可能

RT-3SMD

No. 17

6SMD マグネットワークライト

16MLT

￥6,400（税込￥7,040）

【RT-3SMD】●ルーメン / 使用電源：110LM / 単 4 電池 3 本●ヘッド部サイズ：径 75×H35mm

●生産国：CHINA

【RT6SMD】●ルーメン / 使用電源：375LM / 単 3 電池 3 本 ●ヘッド部サイズ：径 96×H40mm
●材質：高輝度 SMD、アルミ、樹脂、ネオジウム磁石 ●：CHINA
●ボールジョイント仕様 ●ベース裏面マグネット

インスペクションミラー（点検鏡）

ホルダー
インスペクションミラー

インスペクションミラー クッショングリップ
HTE-2 【Ｓ】 ￥2,440（税込￥2,684）

A-2 【XS】 ￥1,130（税込￥1,243）

HTC-2 【Ｍ】 ￥2,570（税込￥2,827）

ソケットキャリーホルダー

E-2 【Ｓ】 ￥1,150（税込￥1,265）

HTS-2 【Ｌ】 ￥2,980（税込￥3,278）

SH-1725 【1/4】(6.35mm)

C-2 【Ｍ】 ￥1,850（税込￥2,035）

SH-1735 【3/8】(9.5mm)

S-2 【Ｌ】 ￥2,420（税込￥2,662）

SH-1750 【1/2】(12.7mm)

マグネットレール【17 インチ】 ￥3,900（税込￥4,290）

K-2 【スクエア】 ￥1,900（税込￥2,090）

●ソケットクリップ数：【1/4】16 個【3/8】14 個【1/2】14 個

●サイズ：W2×L26cm ●材質：スチール、N35 マグネット

●全長：432mm ●材質：スチール、ラバー ●生産国：USA ●ラバーハンドル

●生産国：USA ●強力な磁力でスチール面に固定可能なツールホルダー

HTK-2 【スクエア】 ￥3,130（税込￥3,443）
●ミラーサイズ / 全長：
【S】32mm / 208 〜 768mm【M】57mm / 248 〜 924mm
【L】83mm / 275 〜 752mm【スクエア】54×89mm / 286 〜 760mm

●ミラーサイズ / 全長：

●材質：ガラスミラー、ステンレス、スチール、ジオン樹脂グリップ

HTC-2

●伸縮式 ●生産国：USA ●ボールジョイント接続
HTE-2

HTK-2
HTS-2

【XS】23mm / 192mm【S】32mm / 192mm

SH-1750

UMR10

●2 か所の固定用穴で壁掛け可能

A-2

C-2

【M】57mm / 264 〜 364mm【L】83mm / 288 〜 390mm
【スクエア】54x89mm/286 〜 387mm

各￥980（税込￥1,078）

K-2
E-2

●材質：ガラスミラー、ステンレス、スチール、ラバー

S-2

スペシャリティーツール

●生産国：USA ●ボールジョイント接続

1/4(6.35mm) ビットホルダー
￥430（税込￥473）

プラグギャップツール
￥390（税込￥429）

HTE-2LT 【Ｓ】 ￥3,370（税込￥3,707）

●計測可能範囲：0.6 〜 2.4mm（0.02 〜 0.1inch）●サイズ：直径 38mm

HTC-2LT 【Ｍ】 ￥3,600（税込￥3,960）

マグネットベース インスペクションミラー

HTS-2LT 【Ｌ】 ￥4,270（税込￥4,697）

●材質：ステンレス ●生産国：USA ●表面インチ表示、裏面ミリ表示

【S】32mm / 223 〜 910mm / CR1220 電池 2 個

S-2X 【Ｌ】 ￥4,150（税込￥4,565）

【M】57mm / 262 〜 763mm / LR41（AG3）電池 3 個

●ミラーサイズ / 全長：【M】57mm / 180mm【L】83mm / 205mm

【L】83mm / 290 〜 770mm / CR2016 電池 2 個

●材質：ガラスミラー、スチール、ネオジウム磁石 ●生産国：USA

●1/4（6.35mm）ビット 21 個収納可能

S-2X

HTC-2LT

ピストンリングコンプレッサー

No. 5

●ダブルボールジョイント接続

●材質：ガラスミラー、ステンレス、スチール、プラスチック、ラバー

RC-1 ラチェット式２バンド

ドライバー着磁・脱磁器
￥790（税込￥869）

A-2HD A シリーズ交換用ミラー【XS】 ￥680（税込￥748）対応製品：A-2

HTE2LT-HD HTE2LT 交換用ミラー

￥760（税込￥836）対応製品：HTE-2LT 専用

E-2HD E シリーズ交換用ミラー【S】 ￥760（税込￥836）対応製品：HTE-2、E-2

HTC2LT-HD HTC2LT 交換用ミラー

￥1,110（税込￥1,221）●対応製品：HTC-2LT 専用

C-2HD C シリーズ交換用ミラー【M】 ￥1,110（税込￥1,221）

K-2HD K-2 交換用ミラー【スクエア】 ￥860（税込￥946）対応製品：K-2

対応製品：HTC-2、C-2、C-2X、HTC-2FL、GMC-2

S-2HD S シリーズ交換用ミラー【L】 ￥1,450（税込￥1,595）対応製品：HTS-2、S-2、S-2X

K-2R HTK-2 交換用ミラー【スクエア】 ￥380（税込￥418）対応製品：HTK-2

RC-1

￥1,980（税込￥2,178）

RC-2 L ラチェット式２バンド

●サイズ：32×27×27mm ●材質：マグネット、ラバー

RC-T3 L ラチェット式 4 バンド

●生産国：USA ●筒部分に工具を通して着磁し、外側で擦って脱磁

●高さ / 対応直径：

●直径 7mm の工具まで着磁可能
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●サイズ：89×17mm ●材質：ラバー ●生産国：USA

C-2X 【Ｍ】 ￥3,880（税込￥4,268）

●ミラーサイズ / 全長 / 使用電源：

●生産国：CHINA ●テスト用電池付属 ●ボールジョイント接続

BH-2

SG-2

LED インスペクションミラー

￥2,360（税込￥2,596）
￥4,920（税込￥5,412）

【RC-1】89mm / 54 〜 127mm

着磁

【RC-2】89mm / 89 〜 178mm
【RC-T3】165mm / 89 〜 178mm
●材質：スチール ●生産国：USA ●締め付け工具付属

脱磁
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アメリカイリノイ州を本拠地とするThe Libman Companyは1896年の創業以来、
品質を最優先に家庭用、業務用清掃用品を製造し続けているメーカーです。
また同時に環境にも配慮し製品の多くにリサイクルプラスチックなどを使用。

1900年アイオワ州創業のHARPERは高品質なブラシとほうきを製造しています。
インダストリアルグレードの製品は世界中のプロフェッショナルに愛されています。

LIB-00045

LIB-00018

LIB-00015

LIB-00018

LIB-00047

キッチンスクラブブラシ
￥800（税込￥880）

ミニブラシ
￥1,100（税込￥1,210）

真鍮ブラシ ￥1,100（税込￥1,210）

●サイズ：W5×D6×L26cm

●サイズ：W2×D7×L25cm

●柄：ポリプロピレン ●生産国：USA

LIB-00045

●サイズ：W5×D6×L26cm ●ブラシ：真鍮

LIB-00015

LIB-00566

スクラブブラシ
￥1,100（税込￥1,210）
●サイズ：W5×D10×L12cm

ステンレス BBQ ブラシ
￥2,700（税込￥2,970）

●ブラシ：リサイクル PET
●柄：ポリプロピレン
●生産国：USA

LIB-00064

LIB-00073

ヘビーデューティースポンジ
スクラブ 2 個パック
￥820（税込￥902）

カッパースクラブパッド
2 個パック
￥760（税込￥836）

●サイズ：9×7×4.5cm×2 個

●サイズ：直径 8cm×2 個

●生産国：CHINA

●材質：銅 ●生産国：CHINA

H281

H291

471

900

ユーティリティーブラシ 8in
￥940（税込￥1,034）

ユーティリティーブラシ 20in
￥1,300（税込￥1,430）

カウンターブラシ 14in
￥2,200（税込￥2,420）

メーソナリー（石工）ブラシ
￥1,300（税込￥1,430）

●全長：25cm ●ブラシ材：合成繊維

●全長：51cm ●ブラシ材：合成繊維

●全長：35cm ●ブラシ材：合成繊維

●全長：29cm ●ブラシ材：合成繊維

●生産国：CHINA

●生産国：CHINA

●生産国：USA

●生産国：USA

●サイズ：W8×D6×L44cm ●ブラシ：ステンレス
●柄：ポリプロピレン ●生産国：USA

LIB-00239

ビッグフェザーダスター
￥2,200（税込￥2,420）
●ブラシ部：ダチョウ羽
●柄：ポリプロピレン ●生産国：USA

LIB-01070

ウィンドスクイーズ
￥1,600（税込￥1,760）

H485

LIB-00034

●サイズ：全長 35cm

※納品直後は防虫剤のニオイがする
場合があります。

トイレブラシ
￥2,200（税込￥2,420）

コマーシャルダストパン
￥2,600（税込￥2,860）

●サイズ：W14×D14×L39cm ●ブラシ：リサイクル PET

●全長：43×25cm ●材質：アルミ

●柄：ポリプロピレン ●生産国：USA

●生産国：CHINA

3424A

プッシュブルーム 24in
（オールパーパス）
￥7,800（税込￥8,580）

●ブラシホルダー付トイレブラシ

●サイズ：W23×D8×L33cm ●ブレード：ラバー
●柄：ポリプロピレン ●生産国：USA

●全長：165cm ●ブラシ材：合成繊維
●生産国：USA

LIB-01085

ワイドちりとり
￥1,500（税込￥1,650）
●サイズ：35cm×27cm
●材質：ポリプロピレン
LIB-01505

LIB-01152

LIB-01140

LIB-00515

LIB-00502

LIB-01505

LIB-01152

LIB-00515

エクストララージロングほうき
￥3,400（税込￥3,740）

ほうき＆ちりとりセット
￥5,600（税込￥6,160）

フロアスクイーズ
￥4,800（税込￥5,280）

●サイズ：W37×L140cm ●ブラシ：リサイクル PET

●サイズ：W31×D9×L103cm ●ブラシ：リサイクル PET

●サイズ：W60×L152cm ●ブレード：ソフトラバー

●柄：スチール ●生産国：USA

●柄：スチール ●ちりとり：ポリプロピレン ●生産国：USA

●柄：スチール ●生産国：USA
●フロア水切りスクイーズ

LIB-01140

LIB-00502

デッキブラシプッシュブルーム
￥3,600（税込￥3,960）

コーンブルーム
￥5,200（税込￥5,720）

●サイズ：W32×D10×L139cm ●ブラシ：リサイクル PET

●サイズ：W32×D14×L145cm

●柄：スチール ●生産国：USA ●屋内外兼用ソフトデッキブラシ

●ブラシ：天然ホウキモロコシ
●柄：スチール ●生産国：USA

39

●生産国：USA

LIB-01095

モップリンガーバケット
￥15,600（税込￥17,160）
●サイズ：W36×D41×H55cm
●最大容量：約 30L
●本体：ポリプロピレン
●生産国：USA
● キャスター付モップバケット
●様々なサイズのモップに対応

53561912A

4047

H100

5324224A

デッキブラシ 12in（オールパーパス）
￥4,400（税込￥4,840）

Giant アングルブルーム
￥2,600（税込￥2,860）

コーンブルーム (HeavyDuty)
￥4,200（税込￥4,620）

PowerWave スクイーズ 24in
￥8,200（税込￥9,020）

●全長：165cm ●ブラシ材：合成繊維

●全長：140cm ●ブラシ材：合成繊維

●全長：142cm ●ブラシ材：ホウキモロコシ

●全長：157cm

●生産国：USA

●柄：スチール ●生産国：MEXICO

●生産国：MEXICO

●ブレード材：ラバー、プラスチック
●生産国：USA

40

オフィスサプライブランドであるGENUINE JOEの製品は優れた設計と高品質の材料で作られ、
幅広くアメリカのオフィス、店舗、倉庫などで使用されています。

GJO85117BD

GJO58880

Caution
フロアサイン
￥2,800（税込￥3,080）

Caution
セーフティーコーン
￥7,800（税込￥8,580）

●サイズ：W27×D3×H61cm

●サイズ：W25×D25×H60cm

●生産国：USA

●生産国：USA

●折り畳み式 ウェットフロアサイン

●4 面ウェットフロアサイン

1951年に設立されたMasterManufacturingの耐衝撃性のある複合ゴム素材を使用した
ドアストッパーはアメリカ国内で製造され、その優れた品質で幅広く愛用されています。

GJO57257CT

ダストボックス
リサイクリング
￥2,200（税込￥2,420）
●サイズ：W37×D27×H38cm
●生産国：USA

MAS00941

MAS00920

MAS00965

MAS00966

●側面リサイクルロゴ入り

GJO02201

GJO12504

ソープディスペンサー ステンレス
￥7,800（税込￥8,580）

ウォールマウントツールオーガナイザー
￥5,400（税込￥5,940）

●サイズ：W12×H21×D8cm（突起部含まず）

●サイズ：W43×D10×H8cm ●材質：ABS プラスチック ●壁取付式

●生産国：CHINA ●壁取付式 ●上部のドアから簡単に補充

●5 個ののボール式ホルダーと 6 個の折り畳み式フック ●生産国：TAIWAN

MAS00941

MAS00965

Big Foot ドアストッパー【グレー】

Giant Foot ドアストッパー【オレンジ】

MAS00920

MAS00966

Big Foot ドアストッパー【ブラウン】
各￥1,200（税込￥1,320）

Giant Foot ドアストッパー【イエロー】
各￥1,800（税込￥1,980）

●強力にグリップするヘビーデューティー ドアストッパー

●強力にグリップする大型サイズのヘビーデューティー ドアストッパー

●サイズ：W6×D12×H3cm ●生産国：USA

●サイズ：W9×D17×H5cm ●生産国：USA

コネチカット州にて創業のKINNECOのプロダクトは
アメリカのオフィス、建設現場などでも愛用されています。

KINNECO コードセーフ
各￥800（税込￥880）
CORDP-OR【ORANGE】
CORDP-Y【YELLOW】
CORDP-GR【GREEN】
CORDP-R【RED】
CORDP-BK【BLACK】
●材質：プラスチック
●生産国：USA
※完全防水はありません。屋外利用するときは
屋外用コードを使用してください。
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ペール / その他
B35
B325

B325

GF51

2.5 クォートペイントペール
￥1,200（税込￥1,320）

1 クォートスチールファンネル
￥3,200（税込￥3,520）

●サイズ：W18×D18×H12cm ●容量：約 2L

●サイズ：W16×D16×H18cm

B35

5 クォートペイントペール
￥1,500（税込￥1,650）

●材質：ガルバメッキスチール ●生産国：MEXICO

●サイズ：W22×D22×H16cm ●容量：約 5L

GF51

GF52

GF52

●材質：ガルバメッキスチール ●生産国：USA
●真鍮製スクリーン付属

2 クォートスチールファンネル
￥3,900（税込￥4,290）
●サイズ：W22×D22×H23cm

2166

1 ガロンユーティリティーパン
￥1,400（税込￥1,540）
2168

●材質：ガルバメッキスチール
●生産国：USA ●シームレス製法

208RH

●サイズ：W33×D33×H6cm ●容量：約 4L

2 ガロンスチールじょうろ Hot Dipped
￥8,500（税込￥9,350）

2168

●サイズ：W24×D44×H33cm ●容量：約 7.5L

3 ガロンユーティリティーパン
￥1,900（税込￥2,090）

●材質：ホットディップメッキスチール ●生産国：MEXICO

●サイズ：W41×D41×H10cm ●容量：約 11L

32S

ワンブッシェルユーティリティバケット
￥5,700（税込￥6,270）
●サイズ：W45×D45×H29cm ●容量：約 35L
●材質：ガルバメッキスチール ●生産国：USA

ブラックペイント
●材質：ペインテッドスチール ●生産国：MEXICO

USAミネソタ州のスチール容器メーカーです。現在でも多くをアメリカンメイドにこだわり、
バケツ、
ダストボックスなどスチール容器では全米No.1シェアを誇ります。
B907P

7.5 ガロンバケット ブラック（フタ付き）
￥8,800（税込￥9,680）
●サイズ：W36×D36×H37cm ●容量：約 28L

ダストボックス / 蓋付きバケツ

1270
1211

6210

10 ガロンダストボックス
（フタ付き）￥6,600（税込￥7,260）

17PCS

BS810

コールシャベル
￥1,900（税込￥2,090）

ダストパン ブラック
￥2,200（税込￥2,420）

●サイズ：W12×D4×H49cm

●サイズ：W30×D8×H34cm

●サイズ：W42×D42×H45cm ●容量：約 38L ●生産国：USA
6210

1211

20 ガロンダストボックス
（フタ付き）￥7,800（税込￥8,580）
●サイズ：W46×D46×H67cm ●容量：約 75L ●生産国：USA

1270

31 ガロンダストボックス
（フタ付き）￥9,200（税込￥10,120）
●サイズ：W53×D53×H69cm ●容量：約 117L
●材質：ガルバメッキスチール ●生産国：USA

6106

6 ガロンバケット（フタ付き）
￥5,600（税込￥6,160）
●サイズ：W36×D36×H38cm
●容量：約 23L ●生産国：USA
●材質：ガルバメッキスチール
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※BEHRENS 商品は完全防水ではありません。水溜めにはご利用できません。ロットにより生産国が異なる場合があります。（USA、MEXICO 等）

44

マルチミックスカップ

1945年設立のLeaktite Corporationはアメリカの定番である
5ガロンバケツの代表的なメーカーです。市場で最高かつ最も信頼できる製品を提供できる様
改善を続け、
さまざまな産業、商業、消費者製品の用途で使用されています。

5 ガロンバケツ
ロット
10

５ガロンバケツ
ロット 10
（アソート可）

ロット
10

ロット
10

ロット
6

1PT-CUP

1QT-CUP

2.5QT-CUP

1 パイントマルチミックス
カップ ￥180（税込￥198）

1 クォートマルチミックス
カップ ￥280（税込￥308）

2.5 クォートマルチミックス
カップ ￥380（税込￥418）

●容量：約 0.47L

●容量：約 0.95L

●容量：約 2.37L

●材質：プラスチック ●生産国：USA ●溶剤にも強く塗料などの混合に最適なカップ ●リットル、オンス、クォートの目盛り記載

05GLHD2

05GLCAU

05GLCMO

05GLAPG

【Caution リフレクター】
￥1,800（税込￥1,980）

【カモ】
￥1,800（税込￥1,980）

【リアルツリー】
￥1,800（税込￥1,980）

05GLMUL

5 ガロンバケツ【The Home Depot 】 【マルチミックス】
￥1,800（税込￥1,980）
￥1,500（税込￥1,650）

05GL-WH
【ホワイト】

05GL-BK
【ブラック】

05GL-GR
【グリーン】

5 ガロンバケツ

05GL-RE
【レッド】

05GL-BL
【ブルー】

05GL-OR
【オレンジ】

ロット
6

5QT-PA

10QT-PA

5 クォートマルチミックス
ペール ￥800（税込￥880）

10 クォートマルチミックス
ペール ￥1,300（税込￥1,430）

●容量：約 4.7L

●容量：約 9.4L

05GL-YE
【イエロー】

各￥1,500（税込￥1,650）

●サイズ：約Φ30×H37cm（ハンドル含まず）
●容量：18L ●材質：HDPE ●生産国：USA ※ロットにより柄が変更される場合があります。

5 ガロンバケットリッド（フタ）各￥580 （税込￥638）
●材質：HDPE ●生産国：USA

LID-BK
LID-GR
LID-RE
【ブラック】【グリーン】 【レッド】

LID-OR
LID-YE
LID-BL
LID-WH【ホワイト】 【ブルー】 【オレンジ】【イエロー】

SCR-LID

7IN1-CO

スクリュートップ LID（ブラック）
￥2,400（税込￥2,640）

7in1 マルチコンテナ
￥2,400（税込￥2,640）

●材質：プラスチック ●生産国：USA ●5 ガロンバケツ対応

●サイズ：W43×D29×H24cm ●材質：プラスチック ●生産国：USA

●アダプターを取り付け、ネジ込み式蓋仕様にするキット

●ペイントジョブはもちろん清掃時にはチリ取りとしても使用可能なマルチコンテナ ※ブラシなどは付属しません

●気密性にも優れペットフード、飼料などの保管が容易に

※傷、汚れ、歪み、プリントの剥がれがある場合があります。特に部分的なプリント剥がれが発生している場合があります。予めご了承ください。
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ファイバーステップ / プラットフォーム

FS1502

L-3042-03

耐荷重 135kg
ファイバー
モバイルプラットフォーム
￥20,500（税込￥22,550）

ファイバーステップ 2ft
【オレンジ】
￥12,000（税込￥13,200）
●使用時：W44×D46×H65cm ●重量：4.1kg

●脚材質：グラスファイバー ●天板サイズ：

●フレーム：グラスファイバー

W91×D30cm ●使用時：W133×D41×H53cm

●生産国：MEXICO ●フラット天板

●重量：5kg ●生産国：CHINA

耐荷重 135kg

イージーロッキング

滑りにくくワイドな

ヒンジ

アルミ足場

シングルステップ脚立
●フレーム：グラスファイバ ー ●生産国：MEXICO ●ツールホルダー天板

●6ft 以上

●非電導性の性質を持つファイバーグラス（FRP）ボディの軽量片側昇降脚立 ●丈夫で安定感のあるワイドブレス

品番

耐荷重 100kg

ファイバー脚立シングルステップ【グリーン】

呼び長

使用時 (cm)

重量

FS4004

4ft［120cm］

W49×D73×H116cm

5.4kg

￥16,500（税込￥18,150）

価格

FS4006

6ft［180cm］

W57×D103×H174cm

7.3kg

￥21,500（税込￥23,650）

FS4008

8ft［240cm］

W64×D133×H232cm

9.5kg

￥28,000（税込￥30,800）

品番

耐荷重 110kg

ファイバー脚立シングルステップ【イエロー】

呼び長

使用時 (cm)

重量

4ft［120cm］

W49×D73×H116cm

5.4kg

￥17,500（税込￥19,250）

FS2006

6ft［180cm］

W57×D103×H174cm

7.7kg

￥23,500（税込￥25,850）

FS2008

8ft［240cm］

W64×D133×H232cm

10kg

￥29,600（税込￥32,560）

FS2004

価格

品番

耐荷重 135kg

ファイバー脚立シングルステップ【レッド】

呼び長

使用時 (cm)

重量

L-3016-04

4ft［120cm］

W49×D73×H116cm

6.4kg

￥18,000（税込￥19,800）

価格

L-3016-06

6ft［180cm］

W57×D103×H174cm

9.1kg

￥24,500（税込￥26,950）

L-3016-04

作業に便利なツール

SHOX™システム

ヘビーデューティー

ホルダー天板

昇降時の衝撃を吸収

ブレス【レッド】

FS2008
FS4006

LP-2400-00

ステップラダーワークシェルフ
￥3,200（税込￥3,520）
●脚立のサイドに取り付け可能なシェルフ
●道具やペンキ缶置きに便利
●ファイバー脚立シングルステップに適応
●生産国：CHINA

OSHA：アメリカ合衆国労働安全衛生法適合品 ANSI：アメリカ合衆国製品規格協会適合品 CSA：カナダ規格協会適合品
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※日本規格（JIS）ではありません
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クロスステップ

RETAIL READY
PRO READY
ファイバーはしご脚立 クロスステップ

耐荷重 135kg

品番

カナダに拠点を置くMETALTECH社は1960年より足場台を中心に
安全で信頼性が高く、革新的なプロダクトを作り続けています。

●6ft 以上

呼び長

使用時 (cm)

重量

●フレーム：グラスファイバー

価格

FXS1504

4ft［120cm］

W52×D62×H118cm

6.8kg

￥21,000（税込￥23,100）

●生産国：MEXICO

FXS1506

6ft［180cm］

W59×D92×H176cm

9.5kg

￥26,500（税込￥29,150）

●狭い場所でも使いやすい脚立兼はしご

FXS1508

8ft［240cm］

W67×D122×H233cm

12.7kg

￥35,000（税込￥38,500）

●天板はコーナー部にもフィットする形状

FXS1510

10ft［300cm］

W74×D152×H291cm

17.7kg

￥51,000（税込￥56,100）

V シェイプ ProTop™

ロッキングラッチ

ツールホルダー天板

Raptor Boot™

ヘビーデューティー

METALTECH COMPLETES
YOUR CLIMBING
EQUIPMENT OFFERING.
グリップブーツ

I-CISCH1

Safeclimb ローリングワークタワー 6ft

product oﬀering
•• Widest
Best in class packaging
in class signage
• Best
mason frame
• Complete
scaﬀold system
• Best sellers, low SKU
•Special order programs available

●最大耐荷重：450kg ●高さ調整可能天板

ファイバーはしご

耐荷重 135kg

￥74,000（税込￥81,400）

●サイズ：W189×D76×H190cm ●重量：58kg ●材質：スチール ●生産国：CHINA

I-IMCNAT

JOBSITE フォールディング
ワークステーション 4ft
￥45,000（税込￥49,500）

ファイバー２連はしご

●サイズ：W126×D57×H116cm（サイドシェルフ展開時）
●重量：22kg ●材質：スチール ●生産国：CHINA

品番
FE3216
FE3220

呼び長
16ft［480cm］
20ft［600cm］

●生産国：MEXICO

製品サイズ (cm)
W45×D16×H258cm
W45×D16×H319cm

重量
13.6kg
19.1kg

価格

●最大耐荷重：227kg（天板 1 枚あたり 113kg）

￥42000（税込￥46,200）
￥51,000（税込￥56,100）

●高さ調整可能天板（104×23cm）2 枚付き
安定した伸縮

ダイレクト接続

独自の安全 Max

フレキシブル

ガイド

D 型ステップ

Lock™システム

グリップブーツ

FE3216
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WWW.METALTECH.CO 1 800 363-7587
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1949年の創業より70年以上に渡りアメリカの産業、商業、物流などにおける
優れた商品を提供し続け、現在では業界をリードする存在となってます。

WG244282

カートンサイザー
¥4,400（税込￥4,840）
●サイズ：W5×L33cm（ハンドル部含まず）

WG245133BK

WG245133GY

WG245133GN

1.5 ガロン
スタンドアシュトレー
各 ¥12,600（税込￥13,860）
WG261391BK【ブラック】
WG261391GY【グレー】
WG261391GN【グリーン】

●サイズ：径 32×H76cm ●材質：ポリエチレン ●難燃性の屋外用スタンド灰皿 ●生産国：CHINA

●材質：スチール ●インチ / メトリック併記
●最大カット長：30cm（12 インチ）
●任意の高さでカートンに織目を入れ、
カートンサイズを小さくする際に便利

Events,
Construction Sites,
Stores, and your Driveway

●生産国：TAIWAN

5 ガロン
スタンドアシュトレー
¥14,600（税込￥16,060）
WG245133BK【ブラック】
●サイズ：径 38×H99cm ●材質：ポリエチレン

Gate-Techは作業時の区域確保やイベントでの区分けしたい場合などに素早く設置可能なエリアフェンスや
注意喚起に最適なリフレクターコーンをラインナップします。

GT-SB-S

GT-SB-Y

WG245133BK

●難燃性の屋外用スタンド灰皿 ●生産国：CHINA

WGB1891755

WGB1504157

Tapco U チャンネル
サインポールポスト 6ft
¥4,400（税込￥4,840）

Tapco スクエア
サインポールポスト 8ft
¥15,400（税込￥16,940）

●サイズ：L183cm（6ft）●材質：スチール

●サイズ：W5×D5×H244cm（8ft）●材質：スチール

●パンチング加工 ●生産国：USA

●4 面パンチング加工 ●生産国：USA

※看板取付ボルトは付属していません

※看板取付ボルトは付属していません

GT-SB-WR

WG116123
ロット 4
（アソート可）

インダストリアル ポールコーン
（ウエイト付き）¥7,800（税込￥8,580）

●材質：ガルバメッキスチール (GT-SB-S)

GATE-TECH スチールバリア
GT-SB-S【シルバー】￥7,400（税込￥8,140）
GT-SB-Y【イエロー】￥7,400（税込￥8,140）
GT-SB-WR【ホワイトレッド】￥9,200（税込￥10,120）

ペインテッドスチール (GT-SB-Y、GT-SB-WR)

●サイズ：ポール径 10×H106cm、ウェイト W41cm

●サイズ：W140×D38×H99cm

●ウェイト重量：6.4kg（14lb）

●生産国：CHINA

●セーフティーカラー＆リフレクターテープ採用

●軽量で設置撤去も容易 ●連結可能

（アメリカ MUTCD 及び NCHRP-350 規格準拠）
●生産国：USA

ロット 3
（アソート可）

WG708111

72" セキュリティーパーキングストップ
（タイヤ止め）¥15,600（税込￥17,160）

ウェイトスクエアコーン
各 3,800（税込￥4,180）
GT-SC-BK【ブラック】
GT-SC-R【レッド】

●材質：リサイクル UV ラバー

GT-SC-SB

●サイズ：W38×D38×H75cm

サインボックス
￥2,600（税込￥2,860）

●重量：5kg ●生産国：CHINA

●サイズ：59×42×13cm ●材質：HDPE

●角錐形状 ●ウェイト付 ●チェーン用ループ付

●生産国：CHINA

※ウェイト部はリサイクル材使用の為

●GATE-TECH スクエアコーン専用サインプレート

チップなどの混入がある場合があります。

※一度取付けると外せません。

●材質：本体 HDPE、脚部リサイクルプラスチック

GT-SC-BK

●サイズ：W183×D15×H10cm

GT-SC-R

●耐候性と耐摩耗性に優れたタイヤ止め
●視認性の良い反射テープ採用
●生産国：CHINA

WG652923

セキュリティバリケード
¥146,000（税込￥160,600）
●サイズ：W610〜60×D60× 高さ 160cm
●材質：パウダーコート仕上げスチール
●6 個のキャスター（両端 4 個にホイールロック付）
●セーフティサインボード付属
●生産国：CHINA

※輸送時及び製造工程上で生じる多少の歪み、キズ、ペイントの剥がれなどがある場合があります。
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ToughTested製品はプロフェッショナルの要求を満たすように
設計され、耐久性のある材料、温度耐性のあるコンポーネント、
高品質のプラスチックとハードウェアを使用しています。

PROFESSIONAL
SERIES

●生産国：CHINA

TT-4S-MAM

TT-4S-BOOM

モバイルウィンドウマウント
￥6,200（税込￥6,820）

モバイルカップホルダーマウント
￥6,200（税込￥6,820）

●強力に窓ガラス吸着する HEAVYDUTY サクションキャップ ●最適な角度に調整可能で多くの

●様々なカップホルダーにフィットするスマートフォンホルダー ●最適な角度に調整可能で多くの

ケース付きスマートフォンに対応するアジャスタブルホルダー ●振動を吸収し位置に調整可能な

ケース付きスマートフォンに対応するアジャスタブルホルダー ●振動を吸収し、最大 33cm まで

ダブルリブネック ●サイズ：W12×D12×H29cm ●生産国：CHINA

伸ばすことのできるブームアーム ●サイズ：W10×D11×H29cm ●生産国：CHINA

TT-FC6-C2A

6FT. モバイルパワーケーブル
USB-A to USB-C
￥2,800（税込￥3,080）

TT-P35-CA

シガーチャージャー USB-A+C
￥5,600（税込￥6,160）
●車用シガー充電ソケット

YOUR CAR LIFE
SUPPORT

●USB-C ポートｘ1、USB-A ポートｘ2 搭載
●最大 35w のハイパワー電力供給 ●生産国：CHINA
※米国仕様の為、車両によってはソケットへの

TT-FC6-MICRO

6FT. モバイルパワーケーブル
USB-A to MICROUSB
￥2,800（税込￥3,080）

●USB-A〜USB-C コネクタ

●USB-A〜MICRO USB コネクタ

●長さ：6ft（180cm）●生産国：CHINA

●長さ：6ft（180cm）●生産国：CHINA

TT-FC6-IP2

TT-AMC4-DCLM

6FT. モバイルパワーケーブル
USB-A to Lightning
￥4,400（税込￥4,840）

4FT. パワーケーブル 3 IN 1
￥4,800（税込￥5,280）
●USB-A〜Lightning , USB-C , MICRO USB コネクタ

●USB-A〜USB-C

●内部切断しにくいタフなコード

●長さ：6ft（180cm）●生産国：CHINA

●長さ：4ft（120cm）●生産国：CHINA

差込みが固い場合や入らない場合があります

BRAIDED
CABLE
DURABLE
TT-FC6-MICRO

TT-AMC4-DCLM

TT-FC6-C2A
TT-FC6-IP2

※スマートフォンのながら運転は大変危険で違法行為です。取付位置について法規を順守してご利用ください。※TOUGHTESTED 製品はロットにより仕様・パッケージの変更がある場合があります。
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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。

タイダウンベルト

ストレージ用品

自転車収納リフト

ガレージ収納ホイスト

￥2,800（税込￥3,080）

●最大吊荷重：20kg ●最大吊下げ高：400cm ●生産国：CHINA

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】
￥2,700（税込￥2,970）

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】
￥2,700（税込￥2,970）

●ベルト幅：2.5cm ●荷重制限：227kg ●生産国：CHINA

●ベルト幅：2.5cm ●荷重制限：227kg ●生産国：CHINA

壁掛け自転車フック
￥1,700（税込￥1,870）

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】
￥3,000（税込￥3,300）

●ベルト幅：2.5cm ●荷重制限：181kg ●生産国：CHINA

●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

42469

●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

壁掛け
自転車フック
【2 台用】
￥5,400（税込￥5,940）

●前輪をフックに掛け車体を縦掛け

S フック ラチェット
タイダウンベルト 3m【4 本セット】
￥2,800（税込￥3,080）

●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

32519

ホールド ●木用ビス４本付属

84050

壁掛けガレージ収納ストラップ
￥1,700（税込￥1,870）

32518

●材質：スチール ●生産国：CHINA

42455

￥5,800（税込￥6,380）

●最大吊荷重：45kg ●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

42465

32580

32524

32522

32515

32517

●最大吊荷重：27kg ●材質：スチール ●生産国：CHINA ●2 台の自転車

自転車フロアスタンド【2 台用】￥8,400（税込￥9,240）

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

●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

ヒッチ用品 / ルーフ用品

82294

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】
￥3,500（税込￥3,850）

J フック ラチェット
タイダウンベルト 6m
￥3,500（税込￥3,850）

●ベルト幅：2.5cm ●荷重制限：151kg ●生産国：CHINA

●ベルト幅：5cm ●荷重制限：1130kg ●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

●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

52373

32500

ラダーラッシング【2 本セット】
￥1,000（税込￥1,100）

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】
￥500（税込￥550）

●長さ：1.2m ●ベルト幅：2.5cm ●荷重制限：75kg

●ベルト幅：2.5cm ●荷重制限：300kg ●生産国：INDONESIA

●梯子の固定に最適なショートラッシング 2 本セット

●丈夫な高強度ポリエステルループ式ベルト

84049

32501

32507

ヒッチステップ

●カーゴサイズ：120×50cm ●最大積載量：227kg ●材質：

ヒッチカーゴキャリア折りたたみ式
￥23,000（税込￥25,300）

スチール ●生産国：CHINA ●US2 インチヒッチメンバー対応

●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

●サイドパイプ高 10cm

●生産国：CHINA ●US2 インチヒッチメンバー対応

ヒッチカーゴキャリア

￥15,800（税込￥17,380）

￥6,300（税込￥6,930）

●サイズ：27×15cm ●最大荷重：136kg ●材質：スチール

●キャリア側面に 12 カ所のフック用ホール

●生産国：INDONESIA

カーゴ用品

84063

ルーフキャリア
バスケットネット
￥2,200（税込￥2,420）

82342

82485

ラチェットカーゴバー
￥6,900（税込￥7,590）

●サイズ：117×86cm ●フック数：16 個

●長さ 100 〜 177cm ●生産国：TAIWAN ●荷崩れを防ぐ伸縮式

●生産国：CHINA

カーゴバー ●簡単に伸縮できるラチェット方式を採用

トラックアンカー
￥2,600（税込￥2,860）
●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

82490

82492

ヘビーデューティーリングアンカー
￥1,000（税込￥1,100）

エマージェンシー牽引ロープ
￥3,200（税込￥3,520）

●リング長：89cm ●生産国：CHINA ●トラック荷台に

●全長：396cm ●荷重制限：2.7 トン ●生産国：CHINA

最適 ※汎用品につき取付には車両の加工が必要です

32534

32531

32521

2in1 カーゴキャリア＆ルーフバスケット
￥19,700（税込￥21,670）

ルーフキャリア カーゴバスケット
￥23,500（税込￥25,850）

タイヤステップ

●カーゴサイズ：117×50×11cm ●最大積載量：ヒッチ時 227kg / ルーフ時 68kg

●カーゴサイズ：86×112×11cm ●最大積載量：68kg

CHINA ●折畳み収納可能なタイヤステップ

●材質：スチール ●生産国：CHINA ●US2 インチヒッチメンバー対応

●材質：スチール ●生産国：CHINA ●キャリアバー間隔：芯々 58cm

￥7,600（税込￥8,360）

●最大積載量：136kg ●材質：スチール ●生産国：

●ルーフキャリアとしても使用できる 2WAY ヒッチキャリア

ケーブルタイ / シートユーティリティ
32509

32424
32510

32326

32453

32591

ケーブルタイ【650PC】
￥1,800（税込￥1,980）

マジックケーブルタイ【8PC】
￥460（税込￥506）

ステンレスケーブルタイ【10PC】
￥660（税込￥726）

●セット内容：10cm×500 本、

●サイズ：13cm ●生産国：TAIWAN

●サイズ：20cm ●生産国：TAIWAN

20cm×150 本 ●生産国：CHINA

●面ファスナーケーブルタイ

32540
82472

シートアンカークリップ
【2 個セット】
￥540（税込￥594）

82471

シートクリップ
【４個セット】
￥1,300（税込￥1,430）

82473

ワンタッチ ハトメグロメット
【10 個セット】
￥620（税込￥682）

●生産国：CHINA ●ハトメが無くても

●生産国：TAIWAN ●ハトメが無くても

●生産国：CHINA ●タープやテントのカスタマイズに便利

スナップオンで取付できる汎用シート

ワンタッチで取付できる汎用シートクリップ

な樹脂製グロメット ●取付にはシート側の穴あけが必要

ルーフバー
クッションパッド
￥2,600（税込￥2,860）
●入数：2 ●生産国：CHINA
●ルーフバー用保護パッド

32509

32510

カーゴバッグ
￥8,100（税込￥8,910）

カーゴバッグ【L】
￥10,400（税込￥11,440）

32429

32424

32429

●サイズ：【32509】117×46×46cm【32510】147ｘ46ｘ46cm

ルーフキャリア 防水カバー ルーフキャリア 防水カバーデジタルカモ
￥10,600（税込￥11,660）
￥11,600（税込￥12,760）

●材質：PVC コートファブリック ●生産国：CHINA

●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

●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

●6 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

クリップ
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1953年カンザス州にて創業のHopkins Manufacturing Corporationは
現在多くのカーケアブランドを持つ業界のリーダー企業です。

40046

40062

40046

ショップタオル 5pk

￥580（税込￥638）

●サイズ：33ｘ34cm ●生産国：PAKISTAN

97372AS

40062

マイクロファイバータオルアソート 8pk
￥1,900（税込￥2,090）
●サイズ：30×40cm ●生産国：CHINA

92018

マイクロファイバーカーダスター
￥1,300（税込￥1,430）

デラックスインテリアブラシ
￥1,600（税込￥1,760）

93008PC

●全長：26cm ●材質：マイクロファイバー、

カーダスター
￥3,800（税込￥4,180）

プラスチック ●生産国：CHINA

●全長：61cm ●材質：コットン、天然木

●サイズ：15×7×6cm ●材質：プラスチック
●生産国：CHINA

●生産国：CHINA

92025

92036

92010

9038

デラックスボディブラシ
￥2,200（税込￥2,420）

デラックスタイヤーバンパー
ブラシ ￥2,400（税込￥2,640）

デラックスホイールブラシ
￥1,400（税込￥1,540）

カーウィンドウスクイーズ
￥1,400（税込￥1,540）

●ヘッドサイズ：13×12cm ●全長：29cm ●生産国：CHINA ●ノンスリップグリップ

●全長：25cm ●材質：プラスチック

●ブレード幅：20cm ●材質：プラスチック

●生産国：CHINA

●生産国：CHINA ●折り畳み式

1955年にスタートしたGenuine Victorは革新的で高品質の自動車用アクセサリーを提供。
最高のパフォーマンスを重視する自動車の専門家やユーザーに世界中で愛されています。
FLO TOOLはファンネル、オイルパンなど愛車のフルードメンテナンスタスクを
簡単にするために優れたDIYツールを提供します。

22-5-00370-VP6

グロー バットバケット（携帯灰皿）
￥580（税込￥638）
●材質：プラスチック ●生産国：CHINA
●カップホルダー用灰皿
●トップ部分グロー（蓄光）塗装

F3NC
F1NC

11930MIE

Heavy Duty ウィールチョーク
（輪止め）￥1,800（税込￥1,980）

10714MX3

●サイズ：W15×D21×H14cm

スーパーファンネル 3PK
￥1,600（税込￥1,760）

●材質：プラスチック ●生産国：USA

●パッケージサイズ：14×14ｘ28cm

●2 個セット

●材質：プラスチック●生産国：USA
●S、M、L サイズの漏斗セット

F1NC

10633GT

フィルターファンネル【S】￥2,800（税込￥3,080）

アジャスタブルチェーン
オイルフィルターレンチ
￥2,000（税込￥2,200）

●サイズ：径 9×L15cm

F3NC

フィルターファンネル【M】￥3,800（税込￥4,180）
●サイズ：径 14×L22cm
●材質：プラスチック ●生産国：USA
●フィルター付き漏斗

22-5-00230-8
22-5-00660-8

●生産国：CHINA ●チェーン式フィルターレンチ

ブースターケーブル 8ft
￥2,600（税込￥2,860）

※取り外し専用、取付時の使用不可

●全長：2.4m ●ケーブル材：銅 ●生産国：CHINA

●対応サイズ：径 112×64mm ●材質：スチール

●10 ゲージワイヤー ●150A クランプ

11849MIE

05080MIE

オイルジョグコンテナ
￥2,800（税込￥3,080）

ドレンオイルパン

●サイズ：W22×D30×H28cm ●容量：11L（13 ガロン）

●生産国：USA ●樹脂製ドレンオイルパン

エマージェンシートライアングル
（米国規格）￥2,800（税込￥3,080）

22-5-00238-8

ポップアップセーフティーコーン
￥4,800（税込￥5,280）

●サイズ：W43×D4×H10cm（折畳み時）

●サイズ：W24×D24×H39cm（使用時）

●材質：プラスチック ●生産国：CHINA

●材質：ナイロン、樹脂 ●生産国：CHINA

●ウェイトで自立する三角反射板

●折畳み式リフレクター付セーフティーコーン

※本製品は北米仕様品となります

￥2,800（税込￥3,080）

●サイズ：W57×D32×H10cm ●材質：プラスチック

●材質：プラスチック ●生産国：USA
●廃油の輸送に便利なヘビーデューティー ジョグコンテナ

22-5-08830-M

22-5-08836-M

22-5-08837-M

バルブキャップ（スタンダード）
￥740（税込￥814）

バルブキャップ（スロットヘッド）
￥960（税込￥1,056）

バルブキャップ（ヘックス）
￥960（税込￥1,056）

●材質：プラスチック ●生産国：CHINA

●材質：スチール ●生産国：CHINA

●材質：スチール ●生産国：CHINA

●汎用タイヤバルブキャップ

●スロット付き汎用バルブキャップ

●汎用六角バルブキャップ

22-5-08835-M

22-5-08844-M

22-5-00895-8

4WAY バルブツール
￥800（税込￥880）

タイヤトレッドゲージ
￥1,000（税込￥1,100）

タイヤ空気圧ゲージ
￥960（税込￥1,056）

●材質：スチール ●生産国：CHINA

●材質：スチール、樹脂 ●生産国：CHINA

●材質：スチール ●生産国：CHINA

●タイヤバルブ用マルチツール

●クリップ付き

●測定範囲：20 〜 120psi

Super Duty ドレンオイルコンテナ
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42001MIE【10 Qt】

42003MIE【16 Qt】

￥3,600（税込￥3,960）

￥5,400（税込￥5,940）

42004MIE【24Qt】

￥9,800（税込￥10,780）

●サイズ：W29×D39×H15cm

●サイズ：W51×D43×H16cm

●サイズ：W51×D43×H16cm

●コンテナ容量：9L（10qt）●生産国：USA

●コンテナ容量：15L（16qt）●生産国：USA

●コンテナ容量：22L（24qt）●生産国：USA

●材質：プラスチック
●車や機械のオイル交換用樹脂製ドレンオイルパン
●内部コンテナ式でそのまま廃油を移動可能
●ドレンボルト、オイルフィルター置き場が付属
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ヘルメットメーカーとしても有名なBell Automotive Products®は
1940年代後半にカリフォルニア州の小さなガレージから始まりました。
60年以上にわたり車用品の一流イノベーターであり続けています。

Baja Blanket

Sunset Blanket

Indigenous Blanket

ハンドルカバー

Mayan Mint

各￥3,200（税込￥3,520）

22-1-97114-9【Baja Blanket】

22-1-97023-9【プリーツブラック】

22-1-96126-9【Indigenous Blanket】 22-1-97013-9【プリーツグレー】
22-1-97616-9【Sunset Blanket】

22-1-00446-8

22-1-00098-8

22-1-00371-8

22-1-05904-8

ブラインド スポットミラー
￥300（税込￥330）

ワイドアングル ミラー
￥400（税込￥440）

リフレクター ドアガード
￥600（税込￥660）

ミニコンパス
￥940（税込￥1,034）

マグネットキーロッカー
￥720（税込￥792）

●サイズ：径 5cm ●生産国：CHINA

●サイズ：6ｘ3cm ●生産国：CHINA

●サイズ：19ｘ2cm ●入数：2

●コンパスサイズ：径 4cm

●本体サイズ：9.5ｘ5ｘ2cm

●車のサイドミラーに張り付けて死角を

●車のサイドミラーに張り付けて死角を

●生産国：CHINA ●ドアエッジに

●生産国：CHINA ●吸盤付きコンパス

●生産国：CHINA ●マグネット取付け式

減らすスポットミラー

減らすスポットミラー

取り付けるガードプレート

プリーツグレー

●対応ハンドルサイズ：直径 36.8 〜 39.3cm
●表皮：ファブリック【Baja Blanket、Sunset Blanket、Mayan Mint】
ファブリック＆シンセティックレザー【Indigenous Blanket】
シンセティックレザー【プリーツブラック、プリーツグレー】
●生産国：CHINA ●汎用サイズハンドルカバー
※一部車両には取付できない場合があります

22-1-97487-9【Mayan Mint】

22-1-00421-8

プリーツブラック

※車両で利用する場合は走行環境により
落下する可能性もございますので、
十分注意してください

シートベルトパッド
各￥2,200（税込￥2,420）

●サイズ：22×8cm ●生産国：CHINA
●面ファスナー固定

22-1-33237-8【グレー】
22-1-33240-8【ブラック】
22-1-33958-8【Baja Blanket】

22-1-33643-8

22-1-00416-8

22-1-07245-8

22-1-11001-8

22-1-15000-8

アイウェアクリップホルダー
￥1,200（税込￥1,320）

バイザースーパーシールド
￥2,200（税込￥2,420）

ID キーチェーン
￥460（税込￥506）

CLIP-ON ホルダー
￥960（税込￥1,056）

●入数：2（シルバー、ブラック各 1）

●サイズ：W34cm ●生産国：CHINA

●コード長：61cm ●生産国：CHINA

インシュアランス＆
レジストレーションウォレット
￥780（税込￥858）

●生産国：CHINA

●クリップ式汎用バイザー

●リールキーホルダー

●サイズ：13×12cm ●生産国：CHINA

●生産国：CHINA

●2 ポケット

●サイズ：12×9cm（クリップ含まず）
●バイザーに取付可能な証明書ホルダー

22-1-56258-9

22-1-56258-9

22-1-56258-9

ユニバーサルシートカバー【Baja Blanket】
￥4,200（税込￥4,620）
●汎用シングルシートカバー ●入数：1 ●生産国：CHINA

22-1-56259-8

ユニバーサルベンチシートカバー【Baja Blanket】
￥10,800（税込￥11,880）
●汎用ベンチシートカバー●入数：メインカバー 1、ヘッドレストカバー 2
●生産国：CHINA

22-1-05585-8

●ストレッチ性のある HyperFit™により多くの車両に対応

22-1-38984-8

HULA DOLL
￥1,900（税込￥2,090）

ドアマウント
ドリンクホルダー
￥600（税込￥660）

●材質：樹脂

●材質：プラスチック

●サイズ：11×14cm（ポケット部）

●生産国：CHINA

●生産国：CHINA

●材質：ファブリック ●生産国：CHINA

22-1-36707-8

※シート形状などにより取付できない場合があります

TRAP SACK 携帯・小物入れ
￥1,500（税込￥1,650）

●エアコン吹き出し口、ヘッドレストなど
への取付ステー付属

22-1-33653-8

カーゴネット
￥2,200（税込￥2,420）

22-1-00073-8

クロッシングバー
￥3,900（税込￥4,290）

●サイズ：114ｘ161m 生産国：CHINA

●伸縮サイズ：89 〜 142cm ●生産国：CHINA

●汎用ラゲッジネット ●取付ビス付属

●車両により取付け方を変更可能

22-1-00337-8A
22-1-22246-8

ユニバーサルモバイルホルダー
【ソフトエアベント】
￥1,600（税込￥1,760）
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22-1-22235-8

ユニバーサルモバイルホルダー
【サクションキャップ】
￥3,800（税込￥4,180）

●サイズ：W10ｘD3ｘH12cm

●アーム長：15cm ●ホルダー最大幅：8cm

●生産国：CHINA ●エアコン吹き出し口に取り

●生産国：CHINA ●ガラス用吸盤、エアコン

付けるソフトシリコンホルダー

吹出し口用ステー付属 ●フレキシブルアーム

ダストバック

￥1,800（税込￥1,980）

●サイズ：W23ｘD11ｘH32cm 生産国：CHINA
●下部に予備袋などの収納可能
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GoGear®の、耐久性ある高品質な素材と頑丈なデザインによる、
インテリアアクセサリーは優れた機能性とパフォーマンスを提供します。

VSR

SEJ

SMT

バイザーオーガナイザー
￥1,400（税込￥1,540）

コンパクトカップホルダー
￥2,400（税込￥2,640）

ツインカップホルダー
￥3,400（税込￥3,740）

●サイズ：31ｘ17cm ●生産国：CHINA

●サイズ：12ｘ7ｘH8cm

●サイズ：28ｘ10ｘH8cm ●材質：プラスチック

●3 ポケット ●丈夫な Ny-Max™素材使用

●材質：プラスチック ●生産国：USA

●生産国：USA ●2 か所のボトルホルダーとセンター小物入れ

●取付用ビス、取付シール付属

●取付用ストラップ、カーペット取付用ビス付属

lumberjackschair.com

森の男、
ランバージャックをコンセプトにしたフォールディングチェア。
無骨で荒削りな風貌は、使い込むほどに愛着がわきます。

BENCH-CHA

ベンチコンソール
￥7,200（税込￥7,920）

●サイズ：27ｘ36ｘH22cm ●材質：プラスチック
●生産国：USA ●カップホルダー、小物入れ、
ティッシュケースなどが一体となったコンソール

ロット 12
（アソート可）

TRU-BLA-PDQ

Storagemaster® カーゴオーガナイザー
￥11,800（税込￥12,980）

LUMBER JACKS CHAIR
ランバージャックスチェア

各￥2,400（税込￥2,640）

●サイズ：W32×D25×H32cm（折畳時：W32×D7×H38cm)
●重量：1.4kg ●材質：ウッド（無塗装）、ポリエステル ●生産国：CHINA
※本商品は無骨な風合いをコンセプトとしております。

●サイズ：W94 〜 109ｘD52ｘH63cm

仕様について詳しくは下記の製品注意事項をご確認下さい。

●材質：プラスチック●生産国：CHINA
●横幅の調整可能 ●ネットを畳んで収納可能

LUM-CHBK
LUM-CHNV
LUM-CHGY
LUM-CHOL
LUM-CHSB
LUM-CHBK

LUM-CHNV

LUM-CHGY

LUM-CHOL

LUM-CHBR
LUM-CHMD

ブラック
ネイビー
グレー
オリーブ
サンドベージュ
ブラウン
マッドブラウン

●製品によりばらつきがございます。以下の点ご注意ください
・本製品は無塗装、無仕上製品となりますので、製品にささくれが残っています。
・天然木を使用していますので、木の節、黒ずみがある場合があります。
・木にノコギリ跡が残っている場合があります。
・ロゴ（焼印）の濃淡のばらつき、カスレがある場合があります。
・金属パーツに薄さびが発生している場合があります。
・ロットにより、木材の変更や座面平ヒモ部の材質や色味が変更される場合があります。

LUM-CHSB

79100

79101

トラックマット 4PK【ブラック】
￥16,000（税込￥17,600）

トラックマット 4PK【グレー】
￥16,000（税込￥17,600）

LUM-CHBR

LUM-CHMD

●サイズ：フロントマット 50ｘ70cm、リアマット 84ｘ47cm ●材質：ラバー ●生産国：CHINA
●ヘビーデューティー汎用フロアマット ●ガイド溝で車両に合わせてカット可能
●リアマットはカット方法、組み合わせ方により一体型、セパレート型など様々なスタイルが可能
※本製品は北米左ハンドル仕様となりますが、カットにより右ハンドルでも使用できます

Rear Flex Mat™

ガイド溝を利用しカットする事で
組換えて様々な形状に変更可能
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1392

1623

S3 Self-Support SLIM
各￥5,800（税込￥6,380）

S2 Self-Support【RealTree®】
￥12,200（税込￥13,420）

1391【ブラック】

●使用時サイズ：W35×D42×H51cm

1392【コヨーテ】

1391

●折畳サイズ：W35×D46×H12cm ●生産国：USA

●使用時サイズ：W41×D41×H41cm

●3 レイヤーインナーで快適なプレミアムシート

●バックル付き側面ウェビングで角度調整可能

●ミリタリーグレードのバックル付きウェビングで

●ループストラップでコンパクトに収納可能

角度調整可能 ●裏面は滑止めラバーコート

●持ち運びに便利なハンドル付き

513

510

スピンバケットシート
415
510

1985年アメリカ。ニューハンプシャー州ピーターバラの小さな山間の町で
狩猟という過酷な状況下での快適さと暖かさを求めThermaSeatは生まれました。
そして現在、すべてのアウトドア愛好家に最高品質の製品を提供するために
MADE IN THE U.S.A.にこだわり製造されています。
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1.5”【RealTree®/ コヨーテ】￥4,200（税込￥4,620）
3”【ブラック】￥5,400（税込￥5,940）
3”【ブラック / ネオンオレンジ】￥5,400（税込￥5,940）

●サイズ：直径約 30cm（ハンドル部含まず）●生産国：USA

415

マルチマット
￥4,800（税込￥5,280）

●2 種類の厚さをラインナップ

●サイズ：61×183cm ●生産国：USA

●一般的な USA５ガロンバケツに対応
※バケツによっては取付難いものや取付不可な物もございます
※本体の樹脂ハンドル部分を無理に引張ると破損の恐れがあります

HEAT-A-SEAT

47000

●断熱性にすぐれ座り心地のよい Infusion® パッド採用

●360 度回転する 5 ガロンバケツ用シートパッド

●湿気に強く、寒い気候でも柔軟な厚み約 1cm の Softek フォーム
●ロールキャリーストラップ付属

各￥2,600（税込￥2,860）

303【ブラック / ネオンオレンジ】
304【ブラック / ネオングリーン】
335【RealTree®/ ネオンオレンジ】
445【RealTree®/ コヨーテ】
●サイズ：直径約 38cm ●生産国：USA
●InsulSoft チップフォームによる優れた断熱性
●滑らかな Silent Touch™座面
●リサイクルチップを使用

ネオンオレンジ

ネオングリーン

コヨーテ

ブラック

RealTree

48000

ペットソフトベッド L【RealTree®/ コヨーテ】￥8,600（税込￥9,460）
48001

15001

TRADITIONAL .75"

PREDATOR XT .75"【RealTree®】
￥2,800（税込￥3,080）

各￥2,400（税込￥2,640）

701【ネオンオレンジ】

ペットソフトベッド XL【RealTree®/ コヨーテ】￥16,200（税込￥17,820）

●サイズ：【L】71×91cm【XL】81×142cm ●生産国：USA
●暖かく、柔らかい InsulSoft チップフォーム採用のプレミアムドッグベッド
●RealTree® 柄ナイロン素材

15015

703【グレー】

PREDATOR XT 1.5"【RealTree®】
￥4,600（税込￥5,060）

●サイズ：W35×D32×H2cm ●生産国：USA
●ベルクロストラップ付属

※ThermaSeat 製品はロットにより素材やカラー、デザインが変更となる場合があります。

●サイズ：W35×D32 ●生産国：USA
●2 種類の厚さをラインナップ

90050

INFUSION 3"【RealTree®】
￥11,000（税込￥12,100）
●サイズ：W36×D33×H8cm ●生産国：USA
●3 レイヤーインナーで快適なプレミアムフォームシート
●Silent Touch™とメッシュで通気性と耐候性を両立
●ストラップフックとミリタリーグレードのウェビング

【15001】

【15015】

約 2cm 厚

約 4cm 厚

ポリウレタンコートで
耐候性と耐水性に優れた

軽く持ち運びが容易

Silent Touch™生地

気温が低い時も
固くなりにくい
フリーズプルーフ

3 レイヤー
インナーフォーム

●裏面は滑止めラバーコート

湿気に強く、寒い気候でも柔軟で暖かく快適な
ThermaSeat 独自の Softek™クローズドセルフォーム

※ThermaSeat 製品はロットにより素材やカラー、デザインが変更となる場合があります。
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ONE-TIEは地球上で最も便利なギアラッピングツールブランドです。
特殊ポリマー製の結束バンドは耐水性、耐UV性、耐薬品性に優れ繰り返し使用可能。
THE PERFECT BUNGEEはアメリカBIHLER FLEX社のバンジーバンドシリーズです。
独自の耐久性の高い特殊配合ポリウレタン素材、The Flex Pureはゴムやラテックスを含まない
耐水性、耐UV性、耐油性、耐ガソリン性、広範囲の温度変化に優れ、あらゆる天候に対応した素材です。
アウトドア、キャンプ、
フィッシング、
自動車、バイク、
自転車、
スポーツ、ビジネス等幅広い用途でご利用いただけます。
バンジーコード
BK ブラック

AS36

BL ブルー

アジャスタブル ストラップ 36"
【90cm】各￥1,160（税込￥1,276）

R レッド

AS36R

●6 つの穴にフックをかけることで
長さ調整が可能なバンジーコード
●カラー：BK、BL、R、NG
●生産国：USA

NG セーフティーオレンジ

ONE-Tie™ 8 インチ
【4 本パック】各￥840（税込￥924）
●全長：20cm

TOT60007BK ブラック
TOT60008R

レッド

TOT60010OR ブライトオレンジ
TOT60011BG ブライトグリーン

ONE-Tie™ 14 インチ
【2 本パック】各￥840（税込￥924）
●全長：36cm

TOT60021BK ブラック

FW36-6

アジャスタブル ストラップ 36"
フレックスウェブ
各￥6,900（税込￥7,590）

TOT60022R

レッド

TOT60024OR ブライトオレンジ

●取り外し可能な 6 本のアジャスタブルストラップ

PTD

●カラー：BK、BL、R ●生産国：USA

TOT60025BG ブライトグリーン

PTDR

パーフェクトタイダウン【350cm】
各￥2,280（税込￥2,508）
●イージーロック式タイダウンロープ
●カラー：BK、BL、R

FW36-6BL

●生産国：USA

イージーストレッチ

ONE-Tie™ 26 インチ
【1 本】各￥1,680（税込￥1,848）
●全長：66cm

イージーストレッチ コード
PCLE30

ループエンド
シンチコード 30"【75cm】
各￥940（税込￥1,034）
●ループ＆フックのバンジーコード

US16

PC12

ユーティリティー
サスペンダー 16"【40cm】
各￥780（税込￥858）

PC18

12"【30cm】各￥890（税込￥979）
18"【45cm】各￥940（税込￥1,034）
PC24

●両端ループのバンジーコード

TOT60049BK ブラック
TOT60050R

レッド

TOT60052OR ブライトオレンジ
TOT60053BG ブライトグリーン

24"【60cm】各￥990（税込￥1,089）

●ループホール部 6cm

●両端フックのバンジーコード
PCLE30R

US16BK

●カラー：BK ブラック、BL ブルー、R レッド ●生産国：USA
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PC24BL

●生産国：USA
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使い方はシンプル。
カットし巻きつけ固定するだけ。
ハワイ生まれのSIMPLE STRAPは木材、パイプなどを束ねる時、
ボート、サーフボード、
カヌーの固定などにも最適です。

テキサス州ケーティを拠点とするIGLOO（イグルー）社は
1947年創業のアメリカNo.1クーラーメーカーです。
特徴的なPlaymateシリーズは世界中で半世紀近くに渡り愛され続けています。

プレイメイト
プレイメイト ミニ

SimpleStrap™
RegularDuty(2mm)
各￥3,200（税込￥3,520）

12424

プレイメイト パル

32641

7362

【レッド】 【ブルー】
各￥3,000（税込￥3,300）

SimpleStrap™
HeavyDuty(3mm)
各￥3,600（税込￥3,960）

SSR-BK

7363

【レッド】 【ブルー】

●サイズ：W25×D17×H25cm ●重量：0.7kg

各￥4,000（税込￥4,400）

●容量：約 3L ●生産国：USA

●サイズ：W28×D21×H31cm ●重量：1.1kg

●350ml 缶が 6 本収納可能

●容量：約 6L ●生産国：USA
●350ml 缶が 9 本収納可能

プレイメイト エリート
43362

43364

【レッド】 【ブルー】

SSH-BK

各￥7,000（税込￥7,700）
●サイズ：W40×D26×H38cm ●重量：1.9kg
●容量：約 15L ●生産国：USA
●350ml 缶が 30 本収納可能

RealTree

SSH-BK
SSR-BK
SSR-Y
SSR-R
SSR-GRY
SSR-GRN
SSR-OR

SSR-OR

ブラック
イエロー
レッド
グレー
グリーン
オレンジ

SSR-BL
SSR-P
SSR-BGRN
SSR-WH

オレンジ
ブルー
ピンク
ブライトグリーン
ホワイト

SSH-Y
SSH-R
SSH-GRN

SSH-OR

オレンジ

SSH-GRY

グレー

ブラック
イエロー
レッド
グリーン

65243

64638

64636

RealTree ソフトクーラー
6CAN
￥3,200（税込￥3,520）

RealTree ソフトクーラー
12CAN
￥5,600（税込￥6,160）

RealTree ソフトクーラー
16CAN
￥6,200（税込￥6,820）

●350ml 缶が 6 本収納可能

●350ml 缶が 12 本収納可能

●350ml 缶が 16 本収納可能

64640

RealTree ソフトクーラー
30CAN
￥14,000（税込￥15,400）

●サイズ：W4×L6m ●材質：TPE ラバー ●生産国：CHINA
※ロットにより仕様・パッケージの変更がある場合があります。

●350ml 缶が 30 本収納可能

●REALTREE® ナイロン
●生産国：CHINA

64642

RealTree ソフトクーラー
バックパック ￥13,000（税込￥14,300）
●350ml 缶が 30 本収納可能

保冷剤

アイスフリーザーブロック
25197【S】￥440（税込￥484）

●サイズ：W11×D2×H13cm ●重量：0.2kg

25199【M】￥700（税込￥770）

●サイズ：W11×D2×H20cm ●重量：0.5kg

25201【L】￥1,100（税込￥1,210） ●サイズ：W14×D4×H22cm ●重量：0.9kg
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●生産国：EL SALVADOR
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1977年にスタートしたThe Chicago Lighthouseは見やすく高品質な時計を手作りで作り続け、
米国および世界中の政府機関、軍事基地、学校、大使館、工場、倉庫に時計を提供し続けています。
再利用可能なグロースティックです。
アルミン酸ストロンチウムの粒子が最大で12時間暗闇で輝きます。
固形樹脂製で耐久性あり、キャンプ、バックパッキング、サバイバルなどにも最適です。

GS-03

GS-UV

UV PAQLITE

GS-06

GS-03

Toolbite 3in

￥1,200（税込￥1,320） Toolbite 6in

￥1,500（税込￥1,650）

●サイズ：径 1.6×L10cm ●材質：樹脂

GS-06

￥1,500（税込￥1,650）

●サイズ：径 1.6×L7.5cm ●材質：樹脂

●サイズ：径 1.6×L15cm ●材質：樹脂

●生産国：USA

●生産国：USA

●生産国：USA

CL925WH【WHITE】

CL925BK【BLACK】

9 .25” ウォールクロック

各￥7,200（税込￥7,920）

CL925WH-MD【WHITE】

CL925BK-MD【BLACK】

9 .25” ウォールクロック（MODERN）各￥7,600（税込￥8,360）

●外径：約 23cm / 文字盤：約 20cm ●ステップ秒針 ●使用電池：単 3 電池 1 本（電池は付属しません）●材質：プラスチック ●生産国：USA（ムーブメント：CHINA）

※GLOW STICKS はロットにより柄などが異なる場合があります。

CL12751224WH

CL1275WH

【WHITE】

12.75” ウォールクロック
各￥8,000（税込￥8,800）

CL1275BK

【BLACK】

12.75” 12/24Hour
コマーシャルウォールクロック【WHITE】
￥9,000（税込￥9,900）
●12 時間と 24 時間を併記 ●外径：約 32cm / 文字盤：約 29cm
●ステップ秒針 ●使用電池：単 3 電池 1 本（電池は付属しません）
●材質：プラスチック ●生産国：USA（ムーブメント：CHINA）

CL1275WH-MD

【WHITE】

12.75” ウォールクロック
（MODERN）各￥8,600（税込￥9,460）

CL1275BK-MD

CL1275THERMO

【BLACK】

12.75” SKILCRAFT® 温度計

●外径：約 32cm / 文字盤：約 29cm ●ステップ秒針 ●使用電池：単 3 電池 1 本（電池は付属しません）
●材質：プラスチック ●生産国：USA（ムーブメント：CHINA）

￥8,000（税込￥8,800）

●華氏と摂氏を併記の壁掛け温度計 ●外径：約 32cm / 文字盤：約 29cm
●材質：プラスチック ●生産国：USA
※The Chicago Lighthouse 製品はロットによりデザインや仕様が変更となる場合があります。
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1872年にニューヨーク州セネカでヘンリーウェストコットによって設立されたWestcottは
ティーチャーズチョイスやグッドデザインなどの賞を多く受賞するブランドです。

アメリカのオフィスで愛されるUniversalはペンなどの必需品から、
よりスタイリッシュで高性能な製品まで幅広くオフィス用品を提供しています。

UNV72210BX

スタンダードペーパークリップ
100 個入り ￥100（税込￥110）
●生産国：USA

ボールペン 12 本入り

UNV08126

マグネットクリップ
ディスペンサー
￥460（税込￥506）

UNV27420【ブラック】

●サイズ：径 6×H8cm

●全長：15cm

各￥360（税込￥396）

UNV27421【ブルー】
UNV27412【レッド】

UNV99005

"Sign Here" ページフラッグ
50 枚入り２パック
￥800（税込￥880）

ACM10702

ACM10414

ACM14077

ウッド 30cm 定規
￥180（税込￥198）

ステンレス 15cm 定規
￥680（税込￥748）

リサイクルプラスチック 30cm 定規
￥680（税込￥748）

●サイズ：W2.5×L31cm

●サイズ：約 W1.9×L15.5cm

●サイズ：約 W3.5×L31cm

●インチ、メトリック併記

●インチ、メトリック併記

●インチ、メトリック併記 ●生産国：CHINA

●インチ側はメタルエッジ埋込

●裏面コルク貼り ●生産国：CHINA

ACM14376

スクール分度器【可動式】 ￥840（税込￥924）
●サイズ：17×10.5cm ●ソフトタッチグリップ仕様
●生産国：CHINA

●生産国：CHINA

●サイズ：約 2.5×4.5cm ●生産国：CHINA

●生産国：CHINA

【ブルー】

【グリーン】

【ピンク】

ACM13526

チタニウムハサミ
￥2,200（税込￥2,420）

UNV48023

"Important Message"
メッセージパッド 12 冊セット
￥1,200（税込￥1,320）

UNV08120

UNV31803

●ブレード材：コーティングステンレス

スクールハサミ 各￥840（税込￥924）
ACM14596B【ブルー】ACM14596G【グリーン】ACM14596P【ピンク】

●全長：約 22ｃｍ ●生産国：CHINA

●全長：約 13cm ●ブレード材：ステンレス ●生産国：CHINA

ドロワーオーガナイザー
￥1,000（税込￥1,100）

●日付、時刻、連絡先情報などの記入スペース

レターオープナー 3Pack
￥400（税込￥440）

●汎用引き出しトレイ

●シート枚数：50 ●サイズ：11×14cm

●全長：約 6cm ●生産国：CHINA

●サイズ：36×23×H3cm ●生産国：USA

●生産国：USA

Lorell ®はジョージア州アトランタに本社を置くオフィス関連製品ブランドです。
品質、革新性、デザインを統合した製品を提供します。

UNV46200

5x8 リーガルパッドメモ 12 冊セット
￥1,920（税込￥2,112）
●サイズ：12.7×20.3cm（ジュニアサイズ）

UNV10630

8x11 リーガルパッドメモ 12 冊セット
￥2,880（税込￥3,168）

LLR01028

LLR01029

●サイズ：21.5×27.9cm（レターサイズ）
●生産国：USA

UNV66624

ノート 4 冊セット

￥1,200（税込￥1,320）

UNV46200

UNV10630

●罫線シート 70 枚ノート 4 冊セット ●サイズ：20ｘ27cm

LLR10110

●生産国：EGYPT

プッシュピン
￥300（税込￥330）

●ラウンドヘッド画鋲 ●約 100 入
●生産国：CHINA

LLR01028

デスクトップカードファイル 350
￥1,500（税込￥1,650）
LLR01029

デスクトップカードファイル 650
￥1,900（税込￥2,090）

●サイズ：約 W10×D14×H8cm（LLR01028）
●サイズ：約 W10×D25×H8cm（LLR01029）
●材質：プラスチック ●生産国：CHINA
●A 〜 Z までのインデックス付きカードフォルダー
●2ｘ3.5 インチのカードを収納

UNV28223
UNV95223

UNV95223
UNV88000
UNV40305VP

ハードクリップボード 3 個入
￥1,800（税込￥1,980）

●ボードサイズ：22ｘ39cm ●生産国：CHINA
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ボックステープディスペンサー
￥1,900（税込￥2,090）

ストレージボックス 12 個入

￥11,280（税込￥12,408）

UNV28223

ストレージボックス（クラフト）12 個入

●最大対応テープ幅：約 5cm（2 インチ）

●サイズ：W31ｘD38ｘH26cm

●梱包用テープ用ディスペンサー ●生産国：TAIWAN

●組立式ストレージボックス ●生産国：USA

￥13,200（税込￥14,520）
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1949年設立のHy-Ko Products Companyはアメリカのオフィス、工場、
ショップなどで
実際に使用されているサインやプレートを幅広くラインナップしています。

サイン
2x8 ステッカー
各￥320（税込￥352）
①

アメリカで最も古い企業の1つであるDixon Ticonderoga Companyは、
最高の筆記用具、最高の画材を提供し続け多くの学校や家庭で愛されています。

④

●サイズ：5×20cm ●生産国：USA

⑧

① HY-409【EMPLOYEES ONLY】
②

⑤

② HY-411【EXIT】

⑨

③ HY-417【KEEP OUT】
④ HY-426【NO SMOKING】

③

⑤ HY-431【OFFICE】

⑩
⑥

⑥ HY-434【PULL】
⑦ HY-435【PUSH】

⑦

⑧ HY-437【REST ROOM】
⑨ HY-440【WATCH YOUR STEP】
⑩ HY-441【BEWARE OF DOG】

DIX22106

ツイン色鉛筆 12 色
￥640（税込￥704）

ソイワックスクレヨン
DIX00000【８色】
￥280（税込￥308）

●1 本 2 色タイプ

DIX61400

DIX00400【24 色】

￥640（税込￥704）

●大豆油とワックスを原料とし鮮やかで滑らかな書き心地 ●生産国：MEXICO

①

●6 本入り ●生産国：CHINA

チョーク 6 色（12 本入）
￥400（税込￥440）

①

●非毒性の 95％炭酸カルシウム製 ●生産国：FRANCE

②

③

4x4 SELF ADH ステッカー

各￥440（税込￥484）

●サイズ：10×10cm（台紙サイズ：10×13cm）●生産国：USA

① HY-HSV-201【SECURITY SYSTEM】

DIX38931

DIX48008

ポケット
カラーペン 6 色
￥860（税込￥946）

② HY-HSV-202【WIFI AVAILABLE】

ネオンイレイサー
マルチパック
￥580（税込￥638）

③ HY-HSV-204【EMERGNCY RESCUE】

②
④

DIX12886

●滲みの少ない速乾タイプ

キャップ型の消しゴムセット

HB 鉛筆（１ダース）
￥540（税込￥594）

●生産国：KOREA

●生産国：TAIWAN

●消しゴム付き鉛筆

●ウエッジ型とペンシル

③

●生産国：INDIA

①HY-EE-2 8x11 ステッカーサイン【EXIT】
（グロー）￥1,800（税込￥1,980）
●サイズ：20×26cm（台紙サイズ：20×28cm）●生産国：USA

②HY-FA-15XPL 5x7 ステッカーサイン【FIRE ALARM】
（グロー）￥940（税込￥1,034）
●サイズ：13×18cm（台紙サイズ：15×18cm）●生産国：USA

③HY-FE-1 4x19 ステッカーサイン【FIRE EXTINGUISHER】
（グロー）￥1,600（税込￥1,760）
●サイズ：10×45cm（台紙サイズ：10×48cm）●生産国：USA

Electro-Optixは、50年近くに渡り
「Made in the U.S.A.」
での製品設計と製造を続けています。
特許取得済みの静電温度計は静電技術を使用してガラスに直接取り付けられ、
視覚的に最も読みやすい温度計の1つとしてRV、オフィスの窓、
ガラスのドアなどに最適です。

①

②

5x7 コンパクトプレート

③

各￥700（税込￥770）

④HY-FE-2A ステッカーサインセット【FIRE EXTINGUISHER W/ARROWS】
（グロー）￥2,100（税込￥2,310）
●サイズ：24×30cm（台紙サイズ：28×30cm）●生産国：USA

●サイズ：13×18cm（台紙サイズ：13×21cm）●生産国：USA

① HY-DSP-001【Wash Your hands】
② HY-DSP-004【Keep Your Distance】

①

②

③

④

③ HY-DSP-005【FACE MASK REQUIRED】

KT-7C

WS-IIC

ウィンドウ
サーモメーター
￥2,300（税込￥2,530）

ウィンドウ
ウェザーステーション
￥2,800（税込￥3,080）

●静電気で窓に貼り付く温度計

●静電気で窓に貼り付く温度計＆湿度計

●摂氏表記 ●生産国：USA

●摂氏表記 ●生産国：USA

6x9 HeavyDuty サインプレート

各￥2,400（税込￥2,640）

●サイズ：15×23cm ●生産国：USA ●点字付き
①

②

③

① HY-DB-3【BRAILLE MEN】
② HY-DB-4【BRAILLE WOMEN】
③ HY-DB-6【BRAILLE RESTROOMS】
④ HY-DB-22【BRAILLE ALL GENDER】

①
④

5x7 サインプレート

⑤

②

2x8ステッカーサイン
各￥400（税込￥440）
① HY-480【DIESEL FUEL】
② HY-481【GASOLINE】
③ HY-483【KEROSENE】

③

●燃料の種類を表示するサイン
●サイズ：約5×20cm（台紙サイズ：5×24cm）
●生産国：USA

⑥

各￥1,200（税込￥1,320）

●サイズ：13×18cm ●生産国：USA

① HY-D-15【EXIT】
② HY-D-17【HANDICAPPED】
③ HY-D-19【IN CASE OF FIRE USE STAIRWAY】
④ HY-D-26【PLEASE WASH HANDS】
⑤ HY-D-27【KEEP RSTROOM CLEAN】
⑥ HY-D-28【NO SMOKING INCLUDING E-CIGARETTES】
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①

11x11 HeavyDuty プラスチックサイン
各￥400（税込￥440）

9x12 プラスチックサイン
￥400（税込￥440）

●サイズ：28×28cm ●生産国：USA

① HY-YP-1 【POSTED PRIVATE PROPERTY】
② HY-YP-12【NOTICE HUNTING- FISHING】
③ HY-YP-2 【FOR SALE】

12x18 HeavyDuty アルミサインプレート
各￥3,800（税込￥4,180）

●サイズ：23×30cm ●生産国：USA

●サイズ：30×46cm ●生産国：USA

HY-20646【
【WARNING-LEAD (CA)】

① HY-HW-1

③ HY-HW-27 【NO PARKING/TOW AWAY ZONE】

⑤ HY-YP-6 【BEWARE OF DOG】
②

③

【NO PARKING ANYTIME】

② HY-HW-10 【SPEED LIMIT 10 MPH】

④ HY-YP-3 【GARAGE SALE】

④

④ HY-HW-28 【NEIGHBORHOOD WATCH】
⑤

②

③

④

⑤ HY-HW-29 【CUSTOMER PARKING ONLY】

⑤

⑥ HY-HW-38 【EMPLOYEE PARKING ONLY】
⑦ HY-HW-43 【NO PARKING UNAUTH VHCLS TOWED】

12x8.5 プラスチックサイン
￥900（税込￥990）

⑧ HY-HW-47 【SLOW CHILDREN】
⑨ HY-HW-206 【SMOKING AREA】

●サイズ：30×22cm ●生産国：USA

HY-20622【GOOD HEEALTH PRACTICES】

①

⑥

⑦

⑧

⑨

②
①

10x14 プラスチックサイン
￥1,000（税込￥1,100）

●サイズ：25×36cm ●生産国：USA
③

HY-5830【NOTICE CLEAN HANDS】

6x14 プラスチックフェンスサイン
各￥980（税込￥1,078）
●サイズ：15×36cm ●生産国：USA

① HY-23002【NO PARKING】

④

② HY-23006【PRIVATE PROPERTY KEEP OUT】
③ HY-23009【EMERGENCY DIAL 911】
④ HY-23017【CAUTION ELECTRIC FENCE】

①

②

③

④

① HY-HW-22

12x12 HeavyDuty アルミサインプレート【DO NOT ENTER】￥3,600（税込￥3,960）
●サイズ：30×30cm ●生産国：USA

①

② HY-HW-62
②

16x16 HeavyDuty アルミサインプレート【SLOW SIGN】￥4,800（税込￥5,280）

③

●サイズ：41×41cm ●生産国：USA

③ HY-HW-31

18x18 HeavyDuty アルミサインプレート【STOP SIGN】￥8,400（税込￥9,240）
●サイズ：46×46cm ●生産国：USA

9.25x14 アルミサイン
各￥500（税込￥550）

9.25x14 アルミサイン

●サイズ：23×36cm ●生産国：USA
④

① HY-807【KEEP OUT】

●サイズ：23×36cm ●生産国：USA

⑤

② HY-811【NO SMOKING】

④ HY-838【BEWARE OF DOG】

③ HY-813【POSTED NO TRSPNG KEEP OUT】

⑤ HY-845【FOR SALE BY OWNER】

￥900（税込￥990）

●表面に OPEN、裏面に CLOSED の表記

④ HY-HW-65

24x24 HeavyDuty アルミサインプレート【STOP SIGN】￥11,000（税込￥12,100）
●サイズ：61×61cm ●生産国：USA

HY-820【OPEN/CLOSED】リバーシブル

①

20x28 プラスチックサイン

②

各￥4,000（税込￥4,400）

●サイズ：51×71cm ●生産国：USA

① HY-20411
① HY-FD-002
①

12x12 プラスチックサイン

●サイズ：30×30cm ●生産国：USA

各￥900（税込￥990）

HY-CL-1

6x9.5 OPEN/CLOSED サイン

③

●サイズ：46×15cm ●インダストリアルグレードのフロアデカール ●ノンスリップ加工 ●生産国：USA

￥980（税込￥1,078）

●サイズ：15×24cm ●クローズ面には帰宅時間を表示可能

① HY-OCT-100【SECURITY SURVEIL】

②

18x6 フロアデカール【Please wait】￥2,800（税込￥3,080）

②

② HY-20434

【POOL RULES (CALIFORNIA)】 【RESCUE BREATHING】

①

●生産国：CHINA

② HY-FD-020

12 インチフロアデカール【SOCIAL DISTANCE】￥3,400（税込￥3,740）
●サイズ：30×30cm ●インダストリアルグレードのフロアデカール ●ノンスリップ加工 ●生産国：USA

② HY-OCT-110【NO TRESPASSING】

③ HY-PFS-11

20” フロアサイン【CAUTION SLIPPERY WHEN WET】￥3,800（税込￥4,180）
●サイズ：51×31cm ●丈夫な HeavyDuty プラスチック段ボール製フロアサイン ●生産国：USA

HY-KIT-10

リサイクルラベルキット（6PK）
￥740（税込￥814）
●サイズ：18×13cm
●6 種のリサイクルマーク各 1 枚入り
●自己接着ビニールラベル
●生産国：TAIWAN
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HY-KIT-603

9x13 BUSINESS HRS
サインキット
￥1,400（税込￥1,540）
●サイズ：23×33cm
●ナンバーステッカー付属
●生産国：USA

76

HY-KO キープロダクト

HY-KO ステンシル

ステンシルセット
●繰り返し使用可能な耐水ステンシルボードセット
●セット内容：0〜9、A〜Z、記号
●材質：オイルボードペーパー製
●生産国：TAIWAN

HY-KC159
HY-KC135

HY-KC131

ネオンカラー
キーキャップ 4 色セット
￥300（税込￥330）

ネオンリング
キーキャップ 4 色セット
【M】￥300（税込￥330）

●入数：4 ●生産国：TAIWAN

●入数：4 ●生産国：TAIWAN

フローティングビーズ
キーチェーン
￥840（税込￥924）

HY-KC133

ネオンリング
キーキャップ 3 色セット
【L】￥340（税込￥374）

●サイズ：全長 8cm

●視認性に優れ水に浮くキーチェーン
●生産国：TAIWAN

●入数：3 ●生産国：TAIWAN

HY-ST-1

①

②

コイルキーリング【マルチカラー】
各￥560（税込￥616）
① HY-KC355PO PinkOrange
② HY-KC355BG BlueGreen
●樹脂製伸縮性リストストラップ
●生産国：TAIWAN

HY-KC363

クリップ付きコイルキーリング
【トリコロール】
￥690（税込￥759）

HY-KB307-BKT

HY-KC158

ミニレベルキーリング
￥360（税込￥396）

Glo-Buoy キーリング
￥780（税込￥858）

●ミニ水平器のキーリング

●サイズ：全長 14cm

●生産国：CHINA

●内部に小物を収納する事が可能
●生産国：TAIWAN

HY-ST-2

HY-ST-4

HY-ST-1

1インチ ステンシルセット

HY-ST-8

HY-ST-6

￥580（税込￥638）

●文字サイズ：1インチ（約2.5cm）

6インチ ステンシルセット

￥2,000（税込￥2,200）

●文字サイズ：6インチ（約15.2cm）

HY-ST-2

2インチ ステンシルセット

HY-ST-6

HY-ST-8

￥700（税込￥770）

●文字サイズ：2インチ（約5cm）

8インチ ステンシルセット

￥3,600（税込￥3,960）

●文字サイズ：8インチ（約20.3cm）

●樹脂製伸縮性リストストラップ
●片端クリップ付

HY-ST-4

●生産国：TAIWAN

4インチ ステンシルセット

￥1,400（税込￥1,540）

●文字サイズ：4インチ（約10.1cm）

HY-KO ハウスナンバー
HY-KC522

HY-KC144

フローティングリストバンド
￥880（税込￥968）

メタル ID キータグ（25PC）
￥1,400（税込￥1,540）

●水辺での使用に最適

●材質：メタル ●入数：25

●カラー：ネオングリーン

●書き込み可能なタグ付きキーリング

●材質：ポリエステル

●生産国：CHINA

●生産国：CHINA

HY-KC143-4

キー ID タグ＆ホルダーキット

￥960（税込￥1,056）

●ホルダーサイズ：全長 14×7cm
●タグリング入数：4 ●ホルダーを壁に取付け、

4IN 真鍮ハウスナンバー

専用の ID タグリングで鍵をスマートに管理

各￥1,600（税込￥1,760）

●壁、ドアなどに取付け住所や部屋番号の表示に

●生産国：TAIWAN

●取付用ビス付属 ●入数：1

※ロットによりタグ部のカラーが異なる場合があります

●サイズ：10cm ●材質：真鍮
●生産国：CHINA

HY-BR-43BB-0【0】
HY-BR-43BB-1【1】
HY-BR-43BB-2【2】
HY-BR-43BB-3【3】
HY-BR-43BB-4【4】
HY-BR-43BB-5【5】
HY-BR-43BB-6【6】
HY-BR-43BB-7【7】
HY-BR-43BB-8【8】
HY-BR-43BB-9【9】
HY-KC165

キーハイダー（ロック）￥1,400（税込￥1,540）
●内部に鍵を収納可能なオブジェ
●サイズ：全長約 9cm
●生産国：CHINA

HY-KO304

スチールキーキャビネット

￥4,800（税込￥5,280）

●キータグ 48 個、取付部品付属 ●材質：スチール
●オフィスや工場、学校などで便利な壁付けキーキャビネット
●キャビネット付属の鍵で施錠可能 ●生産国：CHINA
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HY-AK-270

ネーム＆アドレスキット

￥2,400（税込￥2,640）

●プレートサイズ：38×6cm ●材質：プラスチック、ビニール
●自己粘着ビニール製の数字と文字が付属
●生産国：USA
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other brands
※ロットにより仕様、柄、サイズ、生産国などが異なる場合があります。

製品について
ロット
10

ロット
10

【S】

LOWESLL

Lowe's 30gal ペーパーバッグ
5 枚セット
¥1,000（税込￥1,100）
●2 重構造ペーパーバック
●容量：30 ガロン（110L）
●サイズ：約 W41×D30×H89cm
●生産国：USA

【M】

Lowe's ムービングボックス

●Lowe's オリジナルカートン ●リサイクル可能素材
●生産国：USA

118595【S】 ¥390（税込￥429）

HDLL1635

【S】

The Home Depot
30gal ペーパーバッグ
5 枚セット
¥1,000（税込￥1,100）
●2 重構造ペーパーバッグ

●サイズ：約 W41×D30×H30cm

●容量：30 ガロン（110L）

167368【M】 ¥640（税込￥704）

●サイズ：約 W41×D30×H89cm

●サイズ：約 W46×D46×41cm

ロット
10

ロット
10

●生産国：USA

【M】

・表示価格は 2022 年 6 月時点のメーカー希望小売価格となります（消費税率 10％）
。運賃などは含まれておりません。
・サイズはアメリカインチ・ガロン・ポンドなどを変換しています。実物と誤差がある場合があります。
・本カタログ記載の生産国は最終加工国を表記しております。一部マテリアルなどに他国の物を使用している場合があります。
・耐荷重などスペックはメーカー公表値となります。全ての使用条件でこれを保証するものではありません。
・カタログの色味と異なる場合があります。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・ロットにより仕様、カラー、生産国、価格は予告なく変更となる場合があります。
・予告なく廃番製品が発生する場合があります。最新の在庫状況につきましては販売店にお問い合わせ下さい。
・本カタログ及び弊社ホームページ掲載の内容・写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

The Home Depot ムービングボックス
●The Home Depot オリジナルカートン ●100％リサイクル素材
●生産国：USA

1001004【S】 ¥390（税込￥429）
●サイズ：約 W41×D30×H30cm

MDMVEBX【M】 ¥640（税込￥704）
●サイズ：W56×D41×H38cm

輸入品の特性について
・製品、パッケージに輸送時及び、製造時につく、使用に問題のない傷や汚れ曲がり反りやへこみ、ラベル剥がれなどがある場合があります。
・同製品であってもロットによりカラーや形状の変更がある場合があります。また天然木部などは個体により色合い、風合いが異なります。
・製品は海外基準の簡易梱包となります。
・成形、縫製、塗装など作り（仕上げ）が荒い場合があります。
・組立製品について海外ＤＩＹを基準としているため、組立時に加工が必要な場合があります。
・仕様は海外基準となります。日本国内における基準とは異なる場合や対応していない場合があります。

保証について

IMP5024SS

HDPRO36

56HDX

5318C

5318

IMPACT スプレーアラート
スプレイヤー
¥900（税込￥990）

ZEP プロフェッショナル
スプレー
¥1,300（税込￥1,430）

HDX 0.4 ガロン
スプレイヤー
¥2,400（税込￥2,640）

CHAPIN 0.4 ガロン
スプレイヤー
¥2,400（税込￥2,640）

Project Source 0.4 ガロン
スプレイヤー
¥2,400（税込￥2,640）

●容量：24 オンス（680ml）

●容量：32 オンス（946ml）

●加圧式スプレイヤー

●加圧式スプレイヤー

●加圧式スプレイヤー

●サイズ：H24× ボトル径 8.5cm

●サイズ：H34× ボトル径 8.5cm

●表記容量：1750ml

●表記容量：2000ml

●表記容量：1900ml

●生産国：CHINA

●生産国：USA

●サイズ：H30× ボトル径 13cm

●サイズ：H31× ボトル径 13cm

●サイズ：H30× ボトル径 13cm

●生産国：CHINA

●生産国：CHINA

●生産国：CHINA

・海外保証が適用されません。製品は納品（販売）30 日以内の初期不良のみ対応となります。基本的に使用に問題のない傷や汚れ曲がり変形などは保証対象外です。
・納品時には必ず検品をおねがいします。万が一不良が発生した場合、同納品先へ代替品を送付させて頂きます。
・代替品在庫切れの場合は次回返金（割引）にて対応させて頂きます。
〈保証対象外例〉
・外装箱の汚れ、傷み。・使用に問題のないキズや汚れ。・組立製品における組立可能なパーツの歪み。・輸入品の特性。・成形、縫製、塗装のムラ。
・誤った使用方法や組立て方法で破損したもの。・その他現場で対応出来るものや使用に問題のないもの。・天災・事故による破損。・並行輸入品

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