
センプースイッチ採用
E「rJrJロータリースイッチ、 高出力、ワイドビーム照射刃の深き調整不要′中発刷離′

軽くスムーズにストリップ

～便利な目盛付～

幽 10Cm
l困

“
|■ ～20mm

VVFエコ電線)

携帯性に優れたクリップ付で落下を防止

作業着や腰袋などのベンホルダーにも入る

スリムデザイン |

[ヨ‖●¥8ョ 750割
(税込 ¥9625)

唇訴蚤:MA丁‐151HB
定価 :¥35,000税別

D環 1個・0付角環1個付 /標準サイズ

0補助ベルト幅 750m肩
腰:こやctしい
道具の重みもしつかり支え、

腰への負担を軽減

Or封=]にびつたリフィットする

2 用厚クッション
摩擦に強く、破れにくい新素材採用

0]Hヨをしつかリオールドでき

80mm幅クッション

カラー |ブラック

補助ベルト

厚

クッション

Eヨ価。¥245500罰
(lllttY 26.950)

儡吾 :MAT-151HB2
定1面 :¥37,000税別

[諦 l●¥255900罰
(税 込¥28.490)

品番 :MAttX-252HB
定価 :¥44,000税別

L諦 i●¥305800酎
(税込¥33.880)

品番 :MATX‐252HB2
定価 :¥46,000税別

巴ヨ「i●¥32 ョ200箭
(税込¥35,420)

D環2個 V角環 1個付 /標準サイズ

D環 1個。O付角環1個付 /標準サイズ

D環2個・V角環 1個付 /標準サイズ

雪拓翻 1′  I

|ヨ‖。¥27520,i

品番 :MDP― SS120
理 定価 :¥2,900税 別

|ヨ「。¥2"030前

:MDP―SS33

《》 晉 轟 暑 屹

品番 :MDP―SS86
定価 :¥2,900税別

¥2そ靭身塁,

べ》訴鵞
ゞF夢 鬱 ヾ ∫《

詢  慰

品番 :MDP―SS44
定価 :¥2,800税 別

¥1そ
編 の 理 ,

(税込¥2,926)

~定
価 :¥3,900税 別

:

1忌¬め¥27730,1
(税込 ¥2.233)

1 6mm× 2,b・ 3′い
2 0mm× 2′ Ll・ 3,ぃ

品番 :MVA‐ 5AKH
定価 :¥12,500税別

品番 :」 HD‐352
定価 :¥4,800税別

さらに使い心  く
びつくりす

※Lサイズ :各タイプ 十¥4000

Ｌ
サ
イ
ズ

スライドバックリレ
月同′ヽ ル ト
補助ベルト

幅 45mm× 長さ1,450mm
幅 1 50mm× 長さ 840mm

調整機能付
ワンタッチブヽックリレ

月同′ヾ リレト
補助ベルト

幅 50mm× 長さ1,450mm
巾日1 50mm× ギ尋さ 840mm



品番 :lLH‐ 223
定価 :¥20,000税 別

」FJ性頒 く、切削スピー出嘴議 |′

・有 効 長 :25mm
。シャンク :10mm
・適応板厚 :鉄板 10mm・ ステンレス6mm

¥11凛僣盟 LST‐ 21 LST‐ 27
¥3,140

ス他φ1215.16,18,22283435425053全 14サ イズ

LS丁-22 ¥5,880

¥5,370
※他 φ152025303540425053ま で全 15サイズ

瘍 鋏鳳∫鰹ギ機褥 警彪 用 途 :ネ ジ山の形成、つ 31れ たネジ山の修正に |

被肖」材 :鉄 アルミ 真鍮

切り屑¨ rc~」FJし、
素早ι球 ジ立 てが可能 ′

6SPT‐ M4

先端にドリル付、7

ネジ切クが同時に可能 ′

用 途 :ネ ジ山の形成

被削材 1鉄  アルミ 真鍮

6SPT‐ M5

響 瓢ヽ』肝

10× 15
12× 1.75

¥4,100

M3× 05
M4× 0.7

切リクズが上にあがる

軽量οコンノ『クト

F喜ヨ フル八―ネス
|

臨 シングルランヤード
|

路:M斜
‖888籠各rダ

~問 +臨 iv帽1組ダ

1     無層同綱状態を腕自

F藝需ツインランヤードl iF署需 フルハーネス
|

踊:Mttl国
8:8籠
『

夕~日 +臨 iVfT:383L別
品番:Mttl目

888橋各r夕
い+電需iv含刊もξ赫

定価 :著 ¥29,000税別      藤覆雨可罷責皇「lobkg
※使用可能質量 :130kg        ___ ____―

――

定価 :書 ¥29,000税別 ※使用可能質量 :100kg

Mハ |‐HObU5ヒ l

定価 :告¥29,000税別 ※使用可能質量 :100kg

Lし,1:二 :Lil“ 6輌  セツト品番:M全■‖曼9QttE軍異
益
塀晏聘  セツト品番:MttT― ‖員9只只日,E:

セッ ト定価 :各¥42,800税 別

|ヨ田●脅¥2議星身鳳酎
セット定価 :各 ¥50,000税 別

1師0脅¥3罷里認鳳罰
MAT― H850SET2 MAT― H850CRSET

セット定価 :各 ¥50,000税別

|:1「 0書 ¥35,000罰
(¥38,500税 込)

鉄暦や高層階での作業時に回附
胸ベル ト部分にDL―

~rSj

量
¥25,2ロロ師:ETz Lヨ「。¥21畢 留里,

プリカチューブ脚軽くキレイに切れる′
・ラチェット機構により片手で簡単、

キレイに切断可能
・簡単ロック解除
・替刃式 プリカチューブ

～ 50(外径ヽφ55mm)
防水プリカチュープ

夕ヽ径  φ57¬ r)

構造物側フック

メ使用可能質量 :100kg

品番 :MAT‐FHll
定価 :¥10,500税 別

ランヤー ド
三つ打ち□―プ

直径 ]]mm×長さ ],550mm

■適応管

品番 :MPL 55
定価 :¥17,000税 別

・お篇悧

難
製品紹介動画

=セット

傷床での作業も奥 卸 ロック装置付

蠅


