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はつり用集塵システムのご案内

たくさんのお買い得商品をご用意してお待ちしています！

注目の機種を一挙掲載！

この夏だけのお買い得価格

円

（エンジン式）

エンジン発電機 2.6KVA

HP2600C-A1 ﾌﾚｰﾑ･ｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀｰ

エンジンコンプレッサ

20馬力 ｱﾌﾀｸｰﾗ仕様

エンジンコンプレッサ

15馬力 ｱﾌﾀｸｰﾗ仕様

ｵｲﾙﾌｪﾝｽ付

３台

エンジンコンプレッサ

25馬力 ｱﾌﾀｸｰﾗ仕様

３台
３台

電動ブレーカー（Sｼｬﾝｸ仕様）

TE2000-AVR 100V コード脱着式

10台プレートコンパクタ63kg 

PC6X 手元アクセルバー

10台

プレートコンパクタ

95kg PC81CAH

手元アクセルバー付

78,500円

手撒き

（手動ポンプ式）
コテ・大ゴテの

加熱用工具です。

アスファルトスプレイヤ

エア式 CSK10型
コテ用ツールヒーター

TH-M3型

アスファルトハンディ式

スプレイヤCSM-15H型（ｷﾞﾔ式）

舗装用大ゴテ四角

プロパンバーナー

PB-80LB 5mホース付

範多機械

北越工業
各種オープン価格にて販売中

メタルハイライド投光器

スリムバルーン400W

LB43CLB-4

※写真はイメージです。

スキトリバケット受注生産

各メーカー対応

0.1ミニクラス 600巾

スリム看板スタンド

外寸：335×50×1685mm看板スタンド

外寸612×50×1685mm

セイフティスタンド（トラ）

外寸：450×67×810mm

敷板0918

外寸：1820×910×28mm ツートンフェンス

外寸：1000×1000×59mm

ロードマット2号

外寸：551×524×42mm
出荷単位5枚

出荷単位5個

出荷単位10個
出荷単位5枚

出荷単位5枚

出荷単位5枚

12,500円 税込13,750円

1,500円税込1,650円

1,900円税込2,090円 7,500円税込8,250円1,200円税込1,320円

3,900円税込4,290円

税込86,350円

157,000円
税込172,700円 162,000円

税込178,200円

17,200 税込18,920円円

12,900 税込14,190円円

285,000円
税込313,500円

エアホース20M

両端ｶｼﾒ・ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付

16,500円
税込18150円

935,000
税込1,028,500円

円

税込1,155,000円
円1,050,000

1,250,000
税込1,375,000円

円

※ノズルセットは別売です。

83,000円
税込91,300円

5台

関東鉄工

107,000円
税込117,700円

156,000円
税込171,600円

ハンドガイドローラー

HV620G 640kg 超低騒音型

Hold to Run仕様
935,000円
税込1,028,500円

酒井重工業

ヤンマー建機

コアドリル

NRDCｰ2S mini

コア―ビット

アス・コン兼用

100×150NAC254,000
税込279,400円 17,500円

税込19,250円

17,500円
税込19,250円

コア―ビット

アスファルト専用

100×150NA
円

※写真はイメージです、実物とは異なります。

※出荷ロット数があります。※表示価格は1台の価格です。

※全て運賃込み価格です。

8,200 円
税込9,020円

18,500円
税込20,350円

23,500 円
税込25,850円

24,000円
税込26,400円

13,600円～
税込14,960円～

送料1,500円税込1,650円

インバーター防音

ガソリン発電機0.9KVA

G900iS2 89,000円
税込97,900円

円

スーパーアースガードT
高性能アスファルト付着防止剤 漏出油・油汚れに効果の

高い油処理剤

オイルムーバーT

18kg

14,800円
税込16,280円

12,800
税込14,080円

18L

円245,000
税込269,500円

円

重ねて収納出来ます

プラスティック製軽量

投光器 + 発電機

セット価格
334,000円

税込367,400円

理想的な重量とパワーのバランスを誇る

ヒルティ TE 2000-AVR電動ブレーカー

コンクリートのハツリを楽に簡単に！

税込477,950円

接続アダプター

TE DRS-B  ｹｰｽ入り

円
税込10,450円

円

9,500

ブレーカー+クリーナー+アダプター

セット価格 434,500

税込154,000円

円

乾湿両用バキュームクリーナー

VC40L-X 100V

140,000

税込96,100円

87,364円

インバーター発電機

GV-16i 16KVA

送料別途

インバーター発電機 0.9kva

G900i（100V50/60Hz)

52,000円
税込57,200円

北越工業

送料別途



特殊立体ハニカム構造エアスツールメッシュシート

カラットシートの

通気性・クッション性・透水性・耐久性抜群！！

着座時のストレスがなく快適な使用感です。

円

H600KS ハンドガイドローラー

転圧幅590mm 超低騒音型 NETIS登録

エンジン式クボタE75-E3-NB3

スーパードラム仕様 815,000円
税込896,500円

H600KS コンバインド式

ハンドガイドローラー

転圧幅590mm 超低騒音型 NETIS登録

エンジン式クボタE75-E3-NB3

後輪ゴム巻仕様機 1,050,000円
税込1,155,000円

関東鉄工

関東鉄工オリジナル カラットシート

破れたシートも厚さ10ﾐﾘのメッシュシートで

丸ごとカバー。新品同様に早変わり。

熱さジリジリ・汗のベタベタ

水濡れジトジト・寒さブルブル

振動ガタガタなど

夏はサラッと冬はあったか

軽減します。

13,500円
税込14,850円

折り畳み式扇風機

Folding Storage Fan(P30)

8,800円
税込9,680円

クリップ式扇風機

Folding Storage Fan(F8E)

送料 1,500円税込1,650円

展示品
日動 YNC-B160 ポータブルスポットクーラー

「カンゲキくん2」 29,000円
税込31,900円 送料別途

5台

電池で動く手のひらサイズのLED警告灯、携帯性に優れ、緊急時な

ど場所を選ばずすぐに利用出来ます。作業用車両や農作業トラクタ

ーでの警告灯として、遊戯施設やイベント時の装飾灯として

さまざまな用途に対応できます。

12,000円～ 税込13,200円～各種

出荷ロット数があります。表示価格は 台の価格です。

関東鉄工オリジナルカラットシート

MSｰⅡ（ボーマク及び日立建機。関東鉄工）

MSｰⅢ（SAKAI製TW/SW502S-1,TW352S-1)

iV (SAKAI製TS160-2,TW350,TW500W）

定価 22,800円

送料込・税込価格 11,330円

2,200円

送料 1,500円税込1,650円

送料込・税込価格 4,070円

税込2,420円

■リモコンの操作可能で

折り畳んでコンパクトに収納可能です。

無段階で高さ、角度調節可能。

■寸法：伸長時300×300×1060mm

格納事300×300×138mm

■稼働時間：約2～37時間

■付属品：リモコン、USBケーブル

■重量：2.43kg

■クリップタイプで色々な場所に

取付ける事が出来ます。

高さ、角度調整可能

■寸法：伸長時185×110×545mm

格納時185×110×210ｍｍ

■稼働時間：約1～7.5時間

■付属品：USBケーブル

■重量：約500ｇ

入替時期が延び収益性アップ！

外周機械加工により施工仕上がりも

格段にアップします！（旧型比+4ｍｍ肉厚）


