一般社団法人 東京都鳶工業会

充電工具フェア
最大締付トルク

１６０Ｎ・ｍ

１１８ｍｍコンパクトヘッド！
世界の権威ある５つのデザイン賞を受賞！

新・フラッグシップインパクトドライバーがついに誕生！
！
世界最短１１７ｍｍ！さらにコンパクトに！

軽量(１．
６５Ｋｇ)・コンパクト！
長時間でも疲れにくい設計！

●バッテリ残容量表示付
●
「自己故障診断」
機能付
●シーンに合わせて選べる６つのモード

優れた防塵・耐水設計！ＩＰ５６

※※セール期間中送料無料※※

・楽らくモード ・最速モード ・強モード
・中モード ・弱モード ・テクスモード

【付属品】
・バッテリ BL1860B×2
・充電器・ケース

１台でどちらの電池も使用可能

リモコンウインチ ＷＩ－１９６ＲＣ
・作業に合わせて２段階
（高速・低速）
の
吊揚速度が選べます。
・コードレスリモコン作業半径３０ｍ

コードレスディスクグラインダ
Ｇ３６１０ＤＡ（ＸＰ）

ＮＥＷ

クラス最強の切断 ・ 研削性能！

1,270
w

２００ｋｇ

無段変速
ブレーキ付

※リモコン別売

マルチボルト蓄電池は、使用する工具本体により
36V⇔18V の自動切替え！
36V 製品では 36V-2.5Ah、
18V 製品では 18V-5.0Ah に切り替わります。

充電ツライチカッター
ＨＳＣ２０ＢＬ・ ６Ａｈ ＡＣ機並みの

３ｋＶＡの
高出力！

●キワ 3.5 ㎜での切断を実現！
●マキタ18V バッテリーを使用

ＮＥＷ

定価 オープン
ワキタ

軽い押し付け力で
強力なハツリ ・ 破砕能力！

パワフル高性能！
コードレスの機動性にパワフルさを
兼ね備えたマルチボルトシリーズ

最大締付トルク

１８０Ｎ・ｍ

六角軸
１７ｍｍ

１８Ｖ
鉄筋

デジタル受光器付

１８Ｖ ５．
０Ａｈ
最大締付トルク

【付属品】
・マルチボルト蓄電池 ×2 個
・充電器・ケース

１６５Ｎ・ｍ
定価 各￥69,800（税抜） MAX

・質量：4.7Kg
・打撃エネルギー：10J

セーバーソー （ケース付）
ＣＲ－１３ＶＣ

段積みリール（コードタイプ）
ＤＳＧ－３０Ｋ

ハイパワーモーターで速い切断スピード！

段積みできる角型フレームタイプなので
限られたスペースが有効に使える！

ブレード着脱ツールレス機構！

ＮＥＷ

３０
メートル

二重
絶縁

17～24サイズボルト・ナットの
締めつけとバラしなら足場200！

タンピングランマー
ＭＴ－７２ＦＷＡ
ロングセラー商品！
・ダブルエアークリーナーを
標準装備。
メンテナンスの手間を省き
エンジン寿命を延ばします。
ベローズ内蔵
耐摩耗性フート

・ダイヤル式無段変速
・樹脂ボディ
・電子制御

・電線：VCT2.0mm²×3 心
・コンセント定格：
2P・15A・125V 接地付
・質量：9.1kg
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定価￥35,700（税抜）
日立工機

定価オープン
ハタヤ

285 ㎜

340 ㎜

定価￥399,000（税抜）
三笠産業

正転トルク

逆転トルク

５１０Ｎ・ｍ ５４０Ｎ・ｍ

●ソケットを直接つかんで軸で回転させる
ダイレクトキャッチ機構
●2 つのハンマで高効率打撃を実現させる ADH
（アクティブ DUAL ハンマブロック）
●フル充電で M20 高力ボルト
約 170 本取付け可能
●ＩＰ54 相当の防塵・防滴設計
●大きく見やすい充電池残量表示

セット内容：
・太軸インパクト足場 200 本体
・18V 充電池 4Ah×2 個
・太軸変換アダプター 6.35 ㎜
・18V 引掛けリング
・キャリーケース
・18V 充電器
・着せ替えカバー足場 200 黒
・18V スライドリングクリップ
・太軸ソケット 17mm(12 角 )FS17-12K
・太軸ソケット 21mm(12 角 )FS21-12K
・太軸ソケット 17-21mm(12 角 )FS1721-12K

定価 ￥60,000（税抜） タジマツール

【付属品】
・バッテリ JP-L91850A×2
・充電器・ケース

27サイズ以上の
大径ボルト・ナットに最適！

●ソケットを直接つかんで軸で回転させる
ダイレクトキャッチ機構
●2 つのハンマで高効率打撃を実現させる ADH
（アクティブ DUAL ハンマブロック）
●フル充電で W3/8 クランプナット約 650 本取付け可能
●ＩＰ54 相当の防塵・防滴設計
●大きく見やすい充電池残量表示

・ネジレに強く、安定した転圧
作業が可能
1,025 ㎜

※No.121ブレード使用時

逆転トルク

１７０Ｎ・ｍ １９０Ｎ・ｍ

定価￥56,100（税抜）
日立工機

定価￥235,000（税抜）
ライカ

ヘッド長

１０９ｍｍ

ブラシレスＤＣモーター

正転トルク
定価￥178,000（税抜）
オグラ

狭いスペースで
活躍！

片手で４モード切替
●強モード
●中モード
●弱モード
●増締めモード (１８０°)

定価 ￥68,600（税抜） 日立工機

鞍型リテーナ方式
・完全自動水平
・直径６００ｍ仕様・３年保証付
・本体・デジタル受光器・三脚付

少ない力でトリガーが引ける！

マルチボルト蓄電池は、使用する工具本体により
３６Ｖ⇔１８Ｖ の自動切替え！
３６Ｖ 製品では３６Ｖ-２．５Ａｈ、
１８Ｖ 製品では１８Ｖ-５．０Ａｈ に切り替わります。

切断能力：最大 D19
（SD490 相当品）

タフセミロングソケット１７
Ａ－５８９６４ １個サービス！

指先の力がそのまま伝わる
ＮＥＷ
感圧センサトリガ「瞬」、
ワンタッチ正逆切替スイッチ搭載 !

ハンマー Ｈ－４１ＳＡ２

ハイパワー！

定価 各￥67,600（税抜） マキタ

579 ㎜

440 ㎜

定価￥57,600（税抜）
日立工機

回転式レーザーレベル
ＲＵＧＢＹ６１０（三脚付）

カラビナフックＥＸ９Ｘ０１５
１個サービス！

ｋｇ

・マルチボルト蓄電池 ×１個
・充電器
・ケース付
定価￥340,000（税抜）
リョービ

１８Ｖ ６．
０Ａｈ

２Ａｈ電池２個付
４．
定価 各￥63,000（税抜） パナソニック

４５

荷揚げ操作を
コードレスで！

１７５Ｎ・ｍ

１８Ｖ ４．
２Ａｈ

高出力インバーター発電機ながら超低騒音。
軽量 ・ 小型 ・ ハイパワー！
510 ㎜

最大出力

最大吊揚荷重

最大締付トルク

インバータ発電機
ＨＰＧ３０００ｉｓ（防音型）

セット内容：
・太軸インパクト鉄骨 600 本体
•18V 充電池 4Ah×2 個
•太軸変換アダプター 6.35 ㎜
•18V 引掛けリング
•キャリーケース
•18V 充電器
•着せ替えカバー鉄骨 600 黒
•18V スライドリングクリップ
・太軸ソケット 19mm(6 角 )FS19-6K
・太軸ソケット 24mm(6 角 )FS24-6K
・太軸ソケット 31-41mm(6 角 ) FS3641SL-6K

今だけ太軸ソケット
３本セット付！

定価 ￥127,000（税抜） タジマツール

今だけ太軸ソケット
３本セット付！

軽量

●丸鋸のようにデッキプレートや
床鋼板が切断できます。
●鉄工用チップソー付
●ＬＥＤライト付

安全性と使いやすさを兼ね備えた
イクラのサーメットカッター！
●ダブルスイッチで安全
●刃物回転部フルカバー
●刃物交換しやすい工具レスカバー
●持ち運びしやすいワンタッチストッパー

寸法
（長さ×幅×高さ）
：325×272×267mm
本体乾燥質量：4.4Kg
電源：単相100V
周波数：50/60Hz
電流：14Ah
消費電力：1300W
刃物サイズ
（ 外径×内径）
：鉄工用チップソー180×20mm
最大切込深さ：60mm
回転速度：4300min-¹
電源コード：5m

【切断可能材料】
平鋼・形鋼(アングル・溝形鋼)・
レースウェイ・鋼管( 丸パイプ・角パイプ )・
軽天材・電線ケーブル・ライニング管・
塩ビ管・ステンレス製品

業界唯一の消臭技術「ＭＯＦＦ®」で

・ ランヤードは別売です。
・Ｓサイズ、ＬＬサイズは別作となります。
納期は都度ご確認ください。

汗のニオイをおさえる！

身長160〜180㎝の範囲でおおよそ標準的な体重の方は
（Ｍ）
のベルトを調節することでご使用いただけます。
LL サイズ

量
小型・軽
！
！
切断機

L サイズ

鳶職をはじめとする建設業に
人気の
「江戸鳶」
モデル！

ＨＰ

M サイズ
S サイズ

【最大切断能力】
【角度切り】
丸パイプ：φ50mm
0 〜 45°
角パイプ：50×50mm
アングル：50×50mm

・肩・腿ベルト/幅45mm、ポリエステル
・肩バックル /スチール
・腿バックル /ワンタッチバックル(アルミ)
・重量 / 約1,170g
・休止フック1個付

定価￥75,000（税抜） 新ダイワ

定価￥38,000（税抜） 育良精器

胴ベルト通し

シンプル構造で
補修もＯＫ！
最大
積載質量

荷崩れ防止用の単管パイプを
差し込める差し込み口

身長と体重から︑ハーネス型安全帯のおおよ
そのサイズを導ける適合表です︒
防寒着の着
用や個人差によりサイズが適合しない場合
があります︒
︵サイズのご指定がない場合は︑
Ｍサイズでのお届けとなります︒
︶

７．
５
ｋｇ

切り粉が飛散しない快適切断機！

ハーネスサイズ選定表

オッ？！ニオわない！

ＨＬＹＤ－ＤＪＭＲ－ＳＡ－ＴＷ２４ＡＰ－ＥＸＢＲ型

ハーネスのベルト上をスライドする
ループ構造
（4 カ所）
●胴ベルトの高さ調節がかんたん
●しゃがむ、
かがむ等の腰を曲げる作業でも
突っ張りにくい

平台車としても使える！

１ｔ

着脱に便利な
ワンタッチバングル

●単管パイプを四隅に差し込める設計
（単管パイプは付いておりません）
●四隅にキャスターがはまる構造で
スタッキングも容易です。
●φ１５０㎜キャスターブレーキ付

内部の伸縮素材には高品質の
国産ポリウレタンゴムを使用しており、
高い耐候性と耐久性を備えています。

約５０ｃｍの
伸び！

ランヤード：ゴム芯入りナイロン被覆ストラップ
幅25mm×長さ1,100mm〜1,600mm
(フックNo.24AP)
製品重量：約980g

＋

荷台寸法：757×640㎜
荷台高さ：257㎜ 質量：20㎏
●荷台寸法：730×511㎜
●質量：11.2㎏
●最大使用質量：100㎏

跡がつきにくい
ウレタンゴムキャスター

荷台部分は滑り止め
効果のあるライン入り

交換用ブレーキ付キャスターサービス

ＮＥＷ

５０ｍ
「ピッ」と測って「パッ」と転送！
お持ちのスマートフォン、タブレットＰＣ、
パソコンに連動！

本体に巻き付けて
コンパクトに収納できる
カメラケーブル
（全長 95 ㎝）
2.31インチのカラー液晶
ディスプレー

217 ㎜

・全周微調整機能付
・充電バッテリー・アルカリ乾電池
（２電源使用）

90 ㎜

ＪＳＡＡ
Ａ種合格品

９００１（黒／白）

７９０１（緑／白）

定価￥20,000（税抜）
ボッシュ

省エネ性・使い勝手グーンとアップ！

リール式で邪魔にならない！

墜落時の衝撃を体全体に分散するフルハーネス型安全帯に、
胴ベルト ・ ランヤードなどがついた特別セット！
リール式 ・ ジャバラ式お好きなランヤードのモデルをご選択下さい！
カラーは黒 ・ 赤２色からご選択頂けます！

５０/６０Ｈｚ
兼用

Ｄ環
フックハンガー付

885 ㎜

胴ベルトズレ防止付

ＲＡ－４４（ブルー）

球体ヒール
安定・耐滑の前部
ステイブルアーチ

定価 各￥8,500（税抜） ディアドラ

・カラー：赤または黒 ( ご選択下さい )
・付属品：安全ブロック取付肩ベルト
クッションサポーター
アルミバックル付胴ベルト
（Ⅰ型）
リール式ダブルランヤード
または

巻込み防止付で
お好みの位置で
止められます

ＪＳＡＡ
Ｂ種合格品

ＲＡ－２２（ブラック）

定価 各￥9,800（税抜） アシックス

Ｙ型なので
腰回りがすっきり！

994 ㎜

ＮＥＷ
Ｃｏｌｏｒ

安全性・クッション性を高めた高性能モデル！

ＮＥＷ

５０/６０Ｈｚ
兼用

着地から安定、 足の前部への
移動がスムースです。

「パッ」

定価￥20,000（税抜）
ボッシュ

重さ１１．
５Ｋｇ業界最軽量！
静かな燃焼音！

安全靴を進化させる未来の履き心地！
着脱しやすいマジックタイプ！

ＲＡ－１１（ホワイト）

「ピッ」

●microSD カードに画像、
動画の保存が可能。
防水規格：IP67
（カメラヘッド・ケーブル部）
電源：単 3 アルカリ乾電池 ×4 本
質量：0.39 ㎏
（乾電池含）

定価 オープン
ＬＴＣ

25.0cm/25.5cm/26.0cm/26.5cm/
27.0cm/27.5cm/28.0cm

●衝撃吸収材α－ＧＥＬ搭載でクッション性抜群
●トゥアップ機能でつまづきにくい
●スリップしにくい高グリップ性能のアウターソール採用

２３０１（赤／白）

・距離測定：0.05〜50m
・傾斜測定：0〜360°
・測定精度 距離測定: ±1.5mm
傾斜測定:±0.2°

カメラヘッドは 8 ㎜径の
スリムサイズ
（防水仕様）

４× おおがね
水平
天井十字

25.0cm/25.5cm/26.0cm/26.5cm/
27.0cm/27.5cm/28.0cm

最大測定距離

簡単操作の検査用カメラ！

受光器・三脚付

定価￥19,140（税抜）

定価￥38,000（税抜） アルインコ

定価￥95,000（税抜） 長谷川工業

ドットポイント搭載グリンレーザー！

定価 オープン

定価￥33,000（税抜）

（Ⅱ型）
ジャバラダブルランヤード

厚生労働省「安全帯の規格」適合品
M サイズ：総重量 85Kg 未満
ベルト1200L 160 〜180cm
L サイズ ：総重量100Kg 未満
ベルト1400L 170 〜190cm
LL サイズ：総重量100 〜150Kg 未満 ベルト1600L 190cm 以上

《リール式ダブルランヤード仕様》 《ジャバラダブルランヤード仕様》
ハーネス３ＰＨ－８０Ｄ－Ｗ
東鳶仕様Ⅰ型(Ｍ) 定価 オープン

ハーネス３ＰＨ－８０Ｄ－Ｗ
東鳶仕様Ⅱ型(Ｍ) 定価 オープン

ハーネス３ＰＨ－８０Ｄ－Ｗ
東鳶仕様Ⅰ型(Ｌ) 定価 オープン

ハーネス３ＰＨ－８０Ｄ－Ｗ
東鳶仕様Ⅱ型(Ｌ) 定価 オープン

ハーネス３ＰＨ－８０Ｄ－Ｗ
東鳶仕様Ⅰ型(ＬＬ)定価￥25,520（税抜）

ハーネス３ＰＨ－８０Ｄ－Ｗ
東鳶仕様Ⅱ型(ＬＬ)定価￥33,000（税抜）

伸縮素材で伸びる！

1279 ㎜
20171017Ｖ2-3.0

定価￥91,000（税抜） 静岡製機

定価￥258,000（税抜） 静岡製機

