
販売

決算SALE

※価格は全て税抜（外税）、送料別で表示しています。予告なくチラシ内容に変更が出る場合がございます。ご了承ください。※納期にお時間かかる場合がございます。担当営業所にご確認下さい。※価格は全て税抜（外税）、送料別で表示しています。

20212021

20213月1日～2021年3月31日期間 月 水

202103_3101_703_CP-3

お問い合わせは、キャンペーン対象営業所の担当まで▶▶

●このチラシは、2021年3月現在のものです。 
●予告なくチラシ内容に変更が出る場合がございます。

営業担当：

【Vネックベスト仕様】
●素材：表地 / ポリエステル 100% 脇身頃 / ポリエステル 81% ポリウレタン 19% 
　　　　裏地 / ポリエステル 100%ヒーター部 / HOTOPIA ヒーター
●丸洗い可能（バッテリーは、不可）　●収納袋付き　 ●温度調節・遠隔操作可能
【バッテリー仕様】
●定格容量：充電式リチウムイオン電池 DC7.4V/2500mAh
●定格入力：DC5V/2Aまで ●定格出力：19W ●外形寸法：W88 × D63 × H8（mm）　
●質量：約 120g ・充電時間：2Aフル充電の場合　2H  1A フル充電の場合　4H
●温度調節機能：押しボタン式 4段階Bluetooth(BLE4.0)●充電回数：約 500回
※本セットにはUSBコード、AC充電アダプターは付属しておりません。

【ベスト仕様】
●素材：表地 / ポリエステル 100% 脇身頃 / ポリエステル 81% ポリウレタン 19% 
　　　　裏地 / ポリエステル 100%ヒーター部 / HOTOPIA ヒーター
●丸洗い可能（バッテリーは、不可） ●収納袋付き ●温度調節・遠隔操作可能　
【バッテリー仕様】
●定格容量：充電式リチウムイオン電池 DC7.4V/2500mAh
●定格入力：DC5V/2Aまで ●定格出力：19W ●外形寸法：W88 × D63 × H8（mm）　
●質量：約 120g ・充電時間：2Aフル充電の場合　2H  1A フル充電の場合　4H
●温度調節機能：押しボタン式 4段階Bluetooth(BLE4.0)●充電回数：約 500回
※本セットにはUSBコード、AC充電アダプターは付属しておりません。

遠隔操作

通気性 ストレッチ

温度調節丸洗い

®

®

®

® ®

AZ-8301S 税
抜18,000円

バッテリー付フルセット
UN1-AZ2-000068

AZ-8301 税
抜15,000円

バッテリーなし単品
N1-AZ2-000072

AZ-8302S 税
抜

＋消費税

＋消費税

＋消費税

18,000円

バッテリー付フルセット
UN1-AZ2-000069

AZ-8302 税
抜15,000円

バッテリーなし単品
N1-AZ2-000073

AZ-8303S 税
抜16,500円

バッテリー付フルセットUN1-AZ2-000070

AZ-8305 税
抜 5,000円

ﾎｯﾄﾋﾟｱ専用ﾊﾞｯﾃﾘｰ UN1-AZ2-000076

AZ-8303 税
抜13,000円

バッテリーなし単品N1-AZ2-000074

AZ-8304S 税
抜16,500円

バッテリー付フルセットUN1-AZ2-000075

AZ-8304 税
抜13,000円

バッテリーなし単品N1-AZ2-000071

front

back

内側

外側

バッテリー

発熱箇所

バッテリー
front

back
発熱箇所

発熱箇所

発熱箇所

●サイズ　S サイズ 106cm/ フリーサイズ 126cm
●素材：表地 :/ ポリエステル 94% ・ ポリウレタン 6%　ヒーター部 /HOTOPIA ヒーター
●丸洗い可能（バッテリーは、不可）●収納袋付き

●素材：表地 / ポリエステル 100% 中綿 / ポリエステル 100% ヒーター部 / HOTOPIA ヒーター
●丸洗い可能（バッテリーは、不可）●収納袋付き

遠隔操作

通気性 ストレッチ

温度調節丸洗い

Sサイズ 106cm/ フリーサイズ 126cm

洗える布ヒーター搭載

遠隔操作

通気性 ストレッチ

温度調節丸洗い

洗える布ヒーター搭載

ヒーター付防寒
ホットピア  Vネックベスト

ヒーター付防寒 
ホットピア ネックベスト

バッテリー

バッテリー

ヒーター付防寒 ホットピアV膝掛けシートヒーター付防寒 ホットピアV腰ベルト

※3L以上は追加料金が発生します。料金表を
ご確認ください。

※3L以上は追加料金が発生します。料金表を
ご確認ください。

SIZE S M L LL 3L 4L 5L
胸囲 88 96 104 112 120 128 136
肩幅 34 37 40 43 46 49 52
着丈 67 69 71 73 75 77 77

SIZE S M L LL 3L 4L 5L
胸囲 88 96 104 112 120 128 136
着丈 63 65 67 69 71 73 73
肩幅 34 37 40 43 46 49 52

3L サイズアップ追加料金

4Lサイズアップ追加料金

5Lサイズアップ追加料金

ホットピア専用バッテリー

¥500 
¥800 
¥1,000 

●定格容量：充電式リチウムイオン電池 DC7.4V/2500mAh
●定格入力：DC5V/2Aまで ●定格出力：19W 
●外形寸法：W88 × D63 × H8（mm）●質量：約 120g 
●充電時間：2Aフル充電の場合　2H  1A フル充電の場合　4H
●温度調節機能：押しボタン式 4段階Bluetooth(BLE4.0)●充電回数：約 500回
※

ホットピア  Vネックベスト/ネックベスト共通
サイズアップ時追加料金表

特許取得済
特許番号

6018600号

特許取得済
特許番号

6018600号

特許取得済
特許番号

6018600号

遠隔操作

通気性 ストレッチ

温度調節丸洗い

特許取得済
特許番号

6018600号

アシックス JSAA
A種
認定品

A種
先芯入

9090 
ブラック×ブラック

4901
ダークブルー×ホワイト

0433
ゴールドフュージョン
×アストラルオーラ

0190
ホワイト×ブラック

安全靴 ウィンジョブ

FCP201

●質量：約 360g(26.5cm)
●アッパー素材：人工皮革＋合成繊維
●アウター素材 ：ゴム底
●規格：SAA規格A種　認定番号 1474
●先芯：ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
●サイズ：21.5~28.0,29.0,30.0cmワイド (3E 相当 )

安全靴

税
抜7,500円希望小売価格

税抜￥8,300

アシックス JSAA
A種
認定品

A種
先芯入

αGEL

衝撃吸収
0126
ホワイト
×バーガンディ

9093 
ブラック
×シルバー

4201  
ブルー
×ホワイト

安全靴 ウィンジョブ

FCP102

●質量：約 390g(26.5cm)
●アッパー素材：人工皮革＋合成繊維
●アウター素材 ：ゴム底
●規格：JSAA規格A種　認定番号 1323
●先芯：ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
●サイズ：22.5~28.0,29.0,30.0cmワイド (3E 相当 )

安全靴

税
抜8,800円希望小売価格

税抜￥9,800

先芯入
セーフティブーツ

税
抜2,700 円MPB-7700

●製法＝Ｃ式●先芯＝鋼製●甲被＝合成ゴム●靴底＝合成ゴム
●サイズ目安
Ｍ（２４．５～２５．０ｃｍ）
Ｌ（２５．５～２６．０ｃｍ）
ＬＬ（２６．５～２７．０ｃｍ）
ＸＬ（２７．５～２８．０ｃｍ）
●標準高さ＝４００ｍｍ（フード含む）
●標準重量＝2000ｇ/1 足

安全長靴

フード付で、長靴内部への
水や塵の侵入を防ぎます。
安全性や機能性はもとより、
デザイン性でワークシーンを
演出します。

ミドリ安全

超軽量セーフティシューズ

税
抜2,980円AZ-51649

●素材 ・甲被：合成皮革 +ナイロンメッシュ　・靴底：EVA+合成
ゴム　・先芯：樹脂先芯（JIS L 級相当）
重量：約 270g（26.0cm片足計測）
●サイズ靴幅：22.5～27.0cm,28.0cm 3E（EEE） 

超軽量メッシュ作業靴 TULTEX

希望小売価格
税抜￥4,800

001ホワイト

009レッド

063オレンジ

010ブラック

003ライトグレー 006ブルー

008ネイビー

セーフティシューズ（男女兼用）

●素材 ・甲被：ポリエステルニット +合成皮革 (カモフラのみポリ
エステルメッシュ +合成皮革 )　・靴底：EVA+合成ゴム　・先芯：
樹脂先芯（JIS L 級相当 ) ●重量：約 330g(26.0cm片足計測）
●サイズ靴幅：22.5 ～ 27.0,28.0cm 3E（EEE） 

超軽量メッシュ作業靴 TULTEX

AZ-51652

114
シャドーカモフラ

010
ブラック

003
ライトグレー

063
オレンジ

008ネイビー

税
抜3,980円

JSAA
B種
認定品

先芯入セーフティブーツ

●素材 ・甲被：合成皮革 +ナイロンメッシュ　・靴底：EVA+合成
ゴム　・先芯：樹脂先芯（JIS L 級相当）
重量：約 330g(26.0cm片足計測 )
●サイズ靴幅：24.5 ～ 27.0、28.0cm 3E（EEE） 

超軽量メッシュ作業靴 TULTEX

AZ-51653

軽い クッション性◎通気性◎

軽い クッション性◎通気性◎

超軽量

希望小売価格
税抜￥6,600

   
発熱段階 使用可能時間 発熱温度 ご使用外部温度

4 段階 (100%) 約 2時間 約 60℃
3段階 (75%) 約 2.5 時間 約 52℃
2段階 (50%) 約 4時間 約 47℃
1段階 (25％) 約 8時間 約 42℃

希望小売価格
税抜￥4,800

114
シャドーカモフラ

010
ブラック

019
イエロー

008
ネイビー

通気性◎

男女兼用

男女兼用 耐油ラバー 耐油ラバー

注）こちらの商品はJIS T8101相当の性能を有していますが
JIIS規格に合格している安全靴ではございません。
JIS規格の安全靴が義務付けられている現場ではご使用いただけません。

注）こちらの商品はJIS T8101相当の性能を有していますが
JIIS規格に合格している安全靴ではございません。
JIS規格の安全靴が義務付けられている現場ではご使用いただけません。

注）こちらの商品はJIS T8101相当の性能を有していますが
JIIS規格に合格している安全靴ではございません。
JIS規格の安全靴が義務付けられている現場ではご使用いただけません。

税
抜 2,980円

(!) USB コード、AC充電器は付属しません

(!) USBコード、AC充電器は付属しません(!) USBコード、AC充電器は付属しません

3/31 まで (税込 16,500 円 )

3/31 まで (税込 19,800 円 )

3/31 まで (税込 16,500 円 )

3/31 まで (税込 19,800 円 )

3/31 まで (税込 5,500 円 )

3/31 まで (税込 3,278 円 ) 3/31 まで (税込 4,378 円 ) 3/31 まで (税込 3,278 円 )

3/31 まで (税込 2,970 円 )

3/31 まで (税込 8,250 円 ) 3/31 まで (税込 9,680 円 )

3/31 まで (税込 14,300 円 )

3/31 まで (税込 18,150 円 )

3/31 まで (税込 14,300 円 )

3/31 まで (税込 18,150 円 )

50cm

30cm

-20℃～0℃

-0℃～15℃

HOTPIA

アプリで簡単操作
電源　バッテリー残
天気情報　温度調整
予想使用時間の確認
　

HOTPIA

アプリで簡単操作
電源　バッテリー残
天気情報　温度調整
予想使用時間の確認
　



期間限定特別販売決算SALE　 期間：2021/03/01( 月 )～2021/03/31( 水 ) ※納期にお時間かかる場合がございます。担当営業所にご確認下さい。※価格は全て税抜（外税）、送料別で表示しています。予告なくチラシ内容に変更が出る場合がございます。ご了承ください。

税
抜 2,450,000円CB-600-NE

■寸法（全長×全幅×全高）：1185×455×595mm　
■重量：125kg
■適合油圧ショベル(新JIS)：0.04㎥ ～0.11㎥ 
※ご発注時は、取付けるベースマシンのメーカー・型式が必要です。
※作業能力は、条件によって異なります

草刈り剪定アタッチメント
高速道路仕様機　CB600-NE
草刈り剪定アタッチメント
高速道路仕様機　CB600-NE

油圧ショベル装着式 草刈剪定機
高速道路仕様・チルトブラケット採用で、カッターが

　左右0～90°チルト可能、縦切り剪定を実現
・0.04㎥クラスの小型油圧ショベルから装着可能
・小型油圧ショベルに装着するので低燃費
・新形状の刃で、挟んで切る方式を採用
・挟んで切るので低回転で飛散が少ない安全設計
・シンプルな構造でメンテナスが容易

チルト
左右90°
チルト
左右90° 最大作業量最大作業量

600㎡
/1h縦切り

剪定
縦切り
剪定

挟んで切る

縦切り剪定

飛散が少ない安全設計

小型油圧ショベルに装着可能

安全性と驚異的な作業能力を両立。

漏洩物処理オイルパン
PACTEC ロール式
漏洩物処理オイルパン
PACTEC ロール式

着る、筋肉
マッスルスーツ Every
着る、筋肉
マッスルスーツ Every

税
抜 各136,000円

サイズ M-L（適合身長目安：160cm ～ 185cm）
 ※痩せ型の方はS-Mサイズが合う場合もあります。
付属コンポーネント 取扱説明書 , 保証書
保証の説明 購入後1ヶ月以内の製品登録にて1年に延長可能

ソフトフィット
タイトフィット

Mサイズ/LサイズIP56
防水
防塵

省エネ
電気不要

軽量
3.8kg

簡単
10秒装着

パワフル
25.5kg

タイプ ソフトフィット / タイトフィット
サイズ：適用身長（推奨） S-Mサイズ： 150cm ～165cm 
 M-Lサイズ： 160cm ～ 185cm
本体重量 3.8 ㎏ ※カバー含まず
駆動源 圧縮空気
アクチュエータ McKibben型人工筋肉
圧縮空気供給方法 手動式空気入れ
補助力 25.5kgf（100Nm）
使用環境温度 -30℃～ 50℃
防塵・防水性能（保護等級） IP56
本体寸法：高さ× 幅 × 奥行 S-Mサイズ：805mm/465mm/170mm 
 M-Lサイズ：840mm/465mm/170mm
メーカー保証期間 6 ヶ月 
 ※購入後１ヶ月以内の製品登録にて 1年に延長

PTV226-CB

PTV336-CB

環境対策 コンパクト

簡単設置 高い耐久性
軽量コスト削減

税
抜20,000円
税
抜25,000円

●自立式オイルパン
●ロール収納タイプで省スペース保管を実現しました。

【ビームパック】ロール収納式

▲ポンプ、ホース、機械からのオイル漏れを逃しません

■主な材質：PCV(ポリ塩化ビニール)、PP(ポリプロピレン)、他
■使用可能温度上限：82℃

▲
ロール収納タイプで
省スペース保管

▼

型式 サイズ 重量
PTV226-CB W610xL610xH152(mm) 0.9kg
PTV336-CB W914xL914xH152(mm) 1.8kg

OILEX 50L
税
抜25,000円

油脂および潤滑剤 重油、石油、原油、暖房用石油、ハイドロリックオイル、
 エンジンオイル、潤滑剤、調理用油、動物性油脂、
 液体パラフィン、および灯油
燃料 ガソリン、ディーゼル燃料、灯油、
 航空機用ガソリン100/300、JP-7-燃料
化学物質および アルコール性物質、有機溶剤、農薬、
エマルジョン ポリ塩化ビフェニル(PCB類)、重金属、
 スチロール、テレピン油、および洗浄用ベンジン
血液、その他 血液、油性色素、色素、化学除草剤、雑草駆除剤、
 ブレーキオイル、融雪剤、および冷媒

吸着可能物質
吸収率は最高100%、自重の最高3倍までを吸収。

50ℓ入り
重量　約7.8kg

オールマイティーに使用可能

有機吸着剤 OILEX
迅速かつ効率的に油を吸収できる

有機吸着剤物質

汚染・環境破壊対策

有機吸着剤 OILEX
迅速かつ効率的に油を吸収できる

有機吸着剤物質

汚染・環境破壊対策

水中
アスファルト
コンクリート

土壌

( 税込 22,000 円 )

( 税込 27,500 円 )■付属品
　充電/ PC接続クレードル(1個) , PC通信ケーブル(1個) , ACアダプター(1個) ,
　校正用アダプター(1個) ,センサー取外し用工具(1個) ,
　クイックスタートガイド（英文・和文 各1部) ,
　マニュアル（英文・和文 各1部) ,校正カード　1部

税
抜206,800円
3/31 まで (税込 227,480 円 )

3/31 まで (税込 2,695,000 円 )

トキシレイプロ PID　スタンダード

VOC検知器
トキシレイプロ PID

タイプ スタンダードタイプ　G02-J000-000
寸法 118(長さ)×60(幅)×30(高さ)mm
重量 235g
センサー 10.6eVランプ(標準)
 9.8eVランプ(オプション)
 応答時間(T90)15秒以下
測定レンジ 0-2000ppm
 分解能:
 0-999.9ppm, 0.1ppm
 1000-2000ppm, 1ppm
バッテリー リチウムイオン充電池
 稼働時間:12時間以上(通常使用時)
 充電時間:4時間以下
ディスプレイ 白色LEDバックライト付液晶(LCD)
表示項目 VOCガス濃度の瞬時値、ピーク値、STEL、TWA
 バッテリー状態、CF値(補正係数)、
 データロギングon/off
サンプリング 内蔵ファンを使用
データロギング 1分間隔で3ヵ月間連続データロギング
 間隔設定:1-3600秒
アラーム 95dbブザー(@30cm)、バイブレーション
 赤色LEDの点滅
動作温度/湿度 -20～55℃/0～95%RH(結露なし)
防塵・防水規格 IP-54

ToxiRAE Pro PIDは、
ポケットサイズでデータログ機能を
搭載可能にした光イオン化検知器（PID)です。
この小型サイズで、
揮発性有機化合物（VOC)の最大12時間の
連続および瞬時モニタリングが可能になります。

最大12時間連続
モニタリング

300種類以上のVOCガスを迅速に検出

データロガー有

※注意事項※
【送料・消費税】消費税は別途頂戴いたします。お確かめください。送料は別途となります。商品によって配送方法が異なりますので、各営業所または担当にご確認ください。
【返品について】お客様の都合による返品、交換はできませんので予めご了承ください。品質チェックには万全を期して出荷していますが、万が一発送ミスや配送上の破損などで不良品が届いた場合、
良品と交換しますので速やかにご連絡ください。
【商品について】商品は、在庫状況により予告なく販売終了することがございます。ご了承下さい。写真は商品イメージです。印刷の関係上、実際の色と異なる場合がございます。
【ご注文方法について】ご注文の際、お客様情報とご注文商品名・商品数を担当営業へお伝えください。注文内容をお確かめの上、お間違えのないようご注意ください。
【納期について】※予告なく、品薄・欠品・配送状況の変化により、商品の納期が遅れる場合がございます。ご容赦下さい。

販売

決算SALE
20212021 3月1日

3月31日
期間 月

水

2021年

( 税込 149,600 円 )

( 税込 27,500 円 )


