一般社団法人 東京都鳶工業会

紙上工具祭り

①充電式インパクトドライバー
ＥＺ７６Ａ１ＬＪ２ＧＢ

②充電式レシプロソー
ＥＺ４７Ａ１ＬＪ２ＧＢ

新開発「スマートＢＬ」搭載！
連続作業に強い！
ネジ締めが速い！

折り曲げ式で狭所でも
快適に作業が可能。

１８Ｖ ５．０Ａｈ

１８Ｖ ５．０Ａｈ

２８．８Ｖ ３．４Ａｈ
【付属品】
バッテリ×2 本、
充電器ケース、
集じんシステム

【付属品】
バッテリ×２、
充電器、
ケース

パナソニック
標準価格 ￥72,000
（税別）

パナソニック
標準価格 ￥69,800
（税別）

④充電式インパクトドライバー
ＴＤ００１ＧＲＤＸ
金物ビスをクラス最速締め付け！

圧倒的なパワーで連続作業に強い！
●大型 ・ 高出力ブラシレスモーターを搭載。
●集じんシステムに「ＨＥＰＡフィルター」搭載。
●パワーを３段階に切り替え可能。

・ストローク幅：14mm
・取付可能刃厚：0.9 〜 1.6mm
・最大切断能力：
《金属管》
φ50mm 《木材》
50mm
・ハンドル角度：4 ポジション

【付属品】
バッテリ×2 個、
急速充電器、
ケース

③充電式集塵ハンマードリル
ＥＺ７８８１ＰＣ２ＶＢ

パナソニック
標準価格 ￥169,000
（税別）

⑤充電式ハンマドリル ＨＲ００１ＧＲＤＸ

⑧グリンレーザー ＬＳＴ－ＹＧ９７ＥＸセット

ＡＣ１００Ｖ従来機より速い、クラス最速の穴あけ！
振動３軸合成値７．０ｍ/ｓ２の圧倒的低振動！

電子整準フルライングリンレーザー！
ラインドットポイント搭載！

●ハツリ可能３モード
●トリガ無段変速＋ダイヤル変速

●打撃モード４段階＋楽らく６
●打撃モード切替手元ボタン
●モードメモリー機能

【付属品】
バッテリBL4025×2、
充電器 DC40RA、
ケース ※ワイヤレスユニット、
ビット別売

【付属品】
バッテリBL4025×2、
充電器 DC40RA、
ケース

マキタ
標準価格 ￥71,000
（税別）

⑥リモコンウインチ
ＡＷＩ６２ＲＣ ２１ｍ巻

１年
保障

荷揚げ操作をコードレスで
遠隔操作（約３０ｍ）のできる
リモコンタイプ。

受光器・三脚付
マキタ
標準価格 ￥97,000
（税別）

⑨レーザーレベル ＴＫ－Ｈ５００Ｎ

⑦充電インパクトレンチ
ＤＩＷ１８３Ｌ５

１年

保障

高容量電池で余裕の作業量！
●選べる３モード（強 ・ 中 ・ 弱）
●全長１４５ｍｍ、１．７ｋｇ
●ＩＰ５６

●吊上速度 2 段階
●ワイヤー径 4mm×21m 付
●非常用上昇 / 下降スイッチ付

１８Ｖ
５．０Ａｈ

揚程：20m
吊揚速度：( 高速 ) 46cm/s ( 低速 ) 16cm/s

【付属品】
電池パック B-1850L
（2 個）
、
充電器 UBC-1802L、
ケース

受光器・三脚付

・精度：±15"(±2.25mm/30m)
・使用電池：単 2 アルカリ乾電池 ×4 本
・サイズ：160×160×180mm
・質量：：2.0kg

ＬＴＣ
標準価格 ￥185,000
（税別）

⑫コードレス鉄筋カッター
ＨＣＣー１６ＢＬ（セット品）

５台限定で、今なら
６，０００円を更にお値引き！
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ® 蓄電池と
力こぶビット付の新仕様登場！

完全自動水準！リモコンで遠隔操作可能！
水平専用！直径５００Ｍ！

京セラ
標準価格 ￥71,000
（税別）

京セラ
標準価格 ￥190,000
（税別）

⑩コードレスインパクトドライバ
ＷＨ３６ＤＣ（２ＸＰＳ）

ＬＴＣ
標準価格 ￥263,000
（税別）

類を見ない圧倒的な
パフォーマンスの１８Ｖ。
・満充電で D16 鉄筋を連続 285 回切断
・D16 鉄筋を約 2.6 秒で切断可能。
・新型ブラシレスモーター搭載
・モーター部は防滴防塵
・手動リターンバルブ機構付

スマートフォンにアプリをダウンロード
して Bluetooth で連携すると、
スイッチの
遊びや回転数などを自由に調整できる。
【付属品】
力こぶビット
（スレンダータイプ）
(85L)、
蓄電池 BSL36A18B×2、
急速充電器 UC18YDL2、
ケース

【付属品】バッテリ、充電器

ＮＥＷ

オグラ
標準価格 ￥238,700
（税別）

ＨｉＫＯＫＩ
標準価格 ￥70,100
（税別）

５台限定で、今なら
８，０００円を更にお値引き！
⑪コードレスディスクグラインダ
Ｇ３６１０ＤＡ（ＸＰ）
クラス最強の切断 ・ 研削性能！
過負荷作業に強い！

●ブレーキ付
●無段変速
●オートモードダイヤル機能
【付属品】
蓄電池 BSL36A18×1、
充電器 UC18YDL、
ケース

ＨｉＫＯＫＩ
標準価格 ￥58,600
（税別）
20211020C1-2.0

１８Ｖ ６．０Ａｈ

３６Ｖ ２．５Ａｈ

⑬バーベンダー ＭＢ－Ｌ１６
最大出力

１，
２７０
w

低反発ショックアブソーバー搭載！
Ｄ１６鉄筋対応の新型低床ベンダー。
・モーター：単相 100V 1050W 50/60Hz
・本体外形寸法：L388×W365×H229mm
・質量：24.0kg

【付属品】
ローラー (No.B16 · No.B13 · No.B10) 、
六角棒レンチ (8)、
接地アダプター、
カラー (No.B16 · No.B13 · No.B10) 、
工具箱

オグラ
標準価格 ￥280,000
（税別）

※ご購入金額５万円
（税別）
以下は送料
（1,000 円）
がかかります。

⑮インバーター発電機
ＩＥＧ１６００ＭＹ

５台限定で、今なら
８，０００円を更にお値引き！

１．６ｋＶＡ防音型で持運びラクラク。 機動性 ・ メンテナンス性に優れた、
ポータブルタイプ！

・連続運転時間：約 10.5 〜 4.2h
・エンジン：ヤマハ空冷 4 サイクル MZ80V-20i
・燃料タンク：4.2L
・50Hz/60Hz 周波数切替
・エコ発電
・オイルセンサー
・ガソリン燃料

⑭充電ハンマドリル ＧＢＨ１８Ｖ－３４ＣＦ
パワフル & スマート！
●コード式９５０Ｗ機種並みのハイパワーで
５．８Ｊの打撃力を実現。
●スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
●高容量ＰｒｏＣＯＲＥ８．０Ａｈバッテリー２個付
●ＳＤＳプラスシャンク
●クイックリリースシステム

⑯インバーター発電機
ＩＥＧ１８００ＭＹ

軽量

２０

445

ｋｇ

ＮＥＷ

定格出力
280

490

１．８ｋＶＡ

⑱ユニバーサル鳶 ・ 足場用
アルファソケット ＥＵＳ－１７ＳＸ

⑲鳶仕様エコワイド
ＨＹ－３６－１７

本体打ち込み式アンカーの
抜き取り作業に最適！

軸強度が強く折れにくい。高架橋・橋の
補修工事などの吊り足場設置時に最適。

足場の組立 ・ 解体に最適な
１７ｍｍメガネ付きのエコワイド！

・全長：110mm
・重量：85g
・適応アンカーサイズ：W1/2″
（4 分）
全長 50mm

・対辺寸法：17mm
・首振り角度 30°
・保証トルク：75N・m
・全長：107mm
・質量：135g

⑳スピードレンチ ＳＷ－２００

●あらゆる形状物を廻せます
●軽快連続作業
●狭い場所でも使いやすい
●爪の開閉がスムーズ

１４．４/１８Ｖ
機種に対応
・口開き寸法：8 〜 36mm
・モンキレンチ側保証トルク：305.1N・m
トップ工業
標準価格 ￥3,950
（税別）

トップ工業
標準価格 ￥2,300
（税別）

・口開き寸法：9 〜 25mm
・保証トルク：176.5N・m
トップ工業
標準価格 ￥3,100
（税別）

トップ工業
標準価格 オープン

㉒ダイヤモンド ・ サンダーネオ（セグメントウェーブタイプ）

㉑単管打込み棒 （電動ハンマ用）

【用途】
コンクリート、
コンクリート二次製品
（U 字溝、
ヒューム管）
、
押出し成形セメント板、
タイル、
石材等の切断に。

TU-30M

TU-30A

ハウスＢＭ／標準価格 各オープン

ＴＵ－３０Ｍ

ＴＵ－３０Ａ

ＴＵ－３０Ｂ

ツバ径サイズ 60mm

内径サイズ 50mm

内径サイズ 70mm

長谷川工業

●高さ調整最大３１ｃｍ
●片手で閉じれるワンタッチバー付き
●伸縮脚部分も黒で統一
●作業に便利な天板トレー形状
●ステップ幅は６０ｍｍと幅広設計

【使用電動機】
防じんカッター、
ディスクグラインダー

ＮＥＯ－１０５

ＮＥＯ－１２５

ＮＥＯ－１５０

ＮＥＯ－１８０

外径 105mm

外径 125mm

外径 150mm

外径 180mm

標準価格 ￥10,000
（税別）

㉓脚部伸縮兼用脚立

標準価格 ￥15,700
（税別）

標準価格 ￥21,000
（税別）

標準価格 ￥26,000
（税別）

㉔イットン台車６輪 ＮＡＣ６－１２７５ａ
脱輪しにくい６輪タイプ！
●シンプル構造で補修もＯＫ！
●キャスターがはまる構造でスタッキングも容易です。

天板寸法：29.2×16.7cm

・天板高さ：1.31〜1.63m ・質量：8.3kg
・設置寸法
（外寸）
：
（全幅）
55 〜 61cm（奥行）
89 〜106cm
標準価格 ￥39,100
（税別）

ＲＹＺＢ－１５

・天板高さ：1.61〜1.92m ・質量：10.0g
ＲＹＺＢ－１８
・設置寸法
（外寸）
：
（全幅）
61〜 67cm（奥行）
105 〜122cm
標準価格 ￥44,600
（税別）

四隅に単管パイプ (φ48.6mm) を
差し込める設計

荷台寸法：L1180×W730×H257mm

最大積載荷重

１ｔ

・天板高さ：1.91〜 2.22m ・質量：11.1kg
ＲＹＺＢ－２１
・設置寸法
（外寸）
：
（全幅）
66 〜 72cm（奥行）
122 〜139cm
標準価格 ￥51,200
（税別）

跡がつきにくいウレタンゴムキャスター
長谷川工業
標準価格 ￥132,000
（税別）

㉖ヘルメットＩＺＡＮＯ２ ホワイト
㉕軽量シールド付ヘルメット
ＡＡ１１－ＣＳＷ 白／スモーク 「イザ」という時に活躍！
すべてが、最上級。

ハウスＢＭ

切れ味が持続するプロテクトタイプ。

単管（４８．６φまで）の地中への打込み作業に。

・帽体：ABS バイザー：PC
大型通気孔付
・新型シールド機構
（電気用使用不可）
・内装：HA3 内装タイプ
・飛来落下物・墜落時保護兼用

300

新ダイワ
標準価格 ￥234,000
（税別）

パイプや潰れたナットも廻せます。
バネにより反復作業が可能です。

●薄くて軽いコンパクトヘッド
●ワイドな口開き
●両方向とも強度十分
●アゴのでっぱりなし

電動 ・ 手動
兼用タイプ

ｋｇ

470

新ダイワ
標準価格 ￥210,000
（税別）

⑰マルチアンカー抜き工具
ＥＡＢ－４
●シャンク部圧入式でねじれや折れに強く、
耐久性抜群（１８Ｖ対応）
●先端部はマグネット付きで、コーン（玉）の
抜取りも楽々

軽量

２５

定格出力

１．６ｋＶＡ

・能力：コンクリート 32mm・ダイヤモンドコア 82mm・
鉄工 13mm・木工 40mm
ボッシュ
・サイズ：H260×D96×W435mm
・質量：5.9kg( バッテリー含む )
標準価格 ￥240,000
（税別）

・対辺幅：30mm
・全長：300mm

・連続運転時間：約 10.5 〜 4.2h
・エンジン名称：ヤマハ空冷4サイクルMZ80V
・燃料タンク容量：4.7L
・50Hz/60Hz 周波数切替
・携帯電子機器用出力付
・エコ発電
・オイルセンサー
555

●折り畳んで収納できる防災 ・ 現場用ヘルメット。
●折りたたみ時は業界最薄の６３ｍｍ（※２０２１年２月時点）

㉗充電式ヒートベストＥＸ/ＥＸＷ
ＰＨＢＥＸ Ｍ/Ｌ/ＬＬ
ＰＨＢＥＸＷ Ｓ/Ｍ/Ｌ/ＬＬ/３Ｌ
専用バッテリーで高温速熱！
「首（肩） ・ 背中 ・ お腹」が暖かい。
３Ｐ独立スイッチで好みに応じて
首（肩） ・ 背中 ・ 腹部それぞれで
温度調節が可能です。

軽量

４７０ｇ

３４００ｍＡ大容量Ｌｉ－ｉｏバッテリー
×２個充電器付属

※可変式アジャスター
ＤＩＣ
標準価格 ￥11,600
（税別）

20211020C2-2.0

ＤＩＣ
標準価格 オープン

※数量限定※
標準価格 各オープン
無くなり次第終了とさせて頂きます。
プロモート

※ご購入金額５万円
（税別）
以下は送料
（1,000 円）
がかかります。

