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電動階段のぼれる台車

電動階段のぼれる台車
ハンドル可変タイプ

電動階段のぼれる台車

電動階段のぼれる台車
型番：�ELECTRL3

電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ
型番：�ELECTRL4

￥328,000( 税込 )

￥348,000( 税込 )

サイズ ELECTRL3: 幅 515×奥行780×高さ1170(mm)
ELECTRL4: 幅 515×奥行780×高さ1340(mm)

重量 ELECTRL3:29kg��ELECTRL4:29.8kg�

最大積載量 160kg

荷台サイズ 幅460×奥行き600×高さ900(mm)

ハンドルポール ELECTRL3:4 段階調節（最大548mm延長）

ELECTRL4: 伸縮：4段階調節（最大805mm延長）

角度：最大180度調整

推奨階段角度 ～35度

昇降速度 上昇時：約28段 /分　下降時：約28段�/ 分

モーター出力 24V�120W

バッテリー 24V�15.6Ah

充電時間 約3～4時間

連続使用時間 約80分（80kgの荷物を載せた場合）

内容品 本体、ナイロンベルト2本（194cm/400cm）、バックル、

充電ケーブル、ナイロンバッグ、日本語取扱説明書

保証期間 12ヶ月

スペック

人手不足にお悩みの現場で活躍します。『階段』をボタン 1 つで昇り降
りできる【電動階段のぼれる台車】。中型サイズの手押し台車の背面に、
階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮する
ハンドルがついています。平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階
段を楽々昇っていける台車です。
最大積載量 160kg。バッテリー式のコードレスで使用時間は、約 80
分※と長時間の利用が可能です。
※ 80kg の荷物を載せた場合

最大積載量
160kg

昇降速度
28段 /分

推奨階段角度
～35度

連続使用時間
80分

台車の背面にある走行ベルトは、キャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、階
段の段差でも昇り降りすることを可能にします。使用するときは、走行ベルトを倒
して角度をつけて、階段に走行ベルト全体が接するように倒しながら進みます。

ハンドル可変タイプはハンドルが前後に最大 180 度曲げることができます。
またハンドルは、4 段階で伸縮することができるので、腰への負担を軽減。安定した運搬をおこなうこ
とができます。

使用できる階段の推奨角度は 35 度程
度で、走行スピードは、昇降どちらも 
1 分間に約 28 段進めます。コンパク
トサイズの台車ですが、最大積載量は
160kg とパワフル。冷蔵庫や洗濯機
などの大型家電に、タンスや机などの
家具、ビール瓶ケースやペットボトル
飲料など、重い荷物を載せても階段を
昇り降りできます。

180度調整可能

4段階
最大805mm
延長

オプション品

バッテリー
型番：ELEBATSBK
64,800 円 ( 税込）

スロープアタッチメント
型番：KNDSATSBK
59,800 円 ( 税込） 建具、畳、建材用アタッチメント

型番：ELECTOPTG
64,800 円 ( 税込）

充電ケーブル一式
型番：ELECTRLOPAC
9,800 円 ( 税込）

プレート
型番：ELECTRL3BD
33,800 円 ( 税込）

交換用のキャタピラー等も
取り揃えております。お気
軽にお問合せください。

※ハンドル可変タイプ

詳しい商品詳細はこちら

ELECTRL3

ELECTRL4
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台車の背面にある走行ベルトは、キャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、階
段の段差でも昇り降りすることを可能にします。使用するときは、走行ベルトを倒
して角度をつけて、階段に走行ベルト全体が接するように倒しながら進みます。

ハンドル可変タイプはハンドルが前後に最大 180 度曲げることができます。
またハンドルは、4 段階で伸縮することができるので、腰への負担を軽減。安定した運搬をおこなうこ
とができます。

使用できる階段の推奨角度は 35 度程
度で、走行スピードは、昇降どちらも 
1 分間に約 28 段進めます。コンパク
トサイズの台車ですが、最大積載量は
160kg とパワフル。冷蔵庫や洗濯機
などの大型家電に、タンスや机などの
家具、ビール瓶ケースやペットボトル
飲料など、重い荷物を載せても階段を
昇り降りできます。

180度調整可能

4段階
最大805mm
延長

オプション品

バッテリー
型番：ELEBATSBK
64,800 円 ( 税込）

スロープアタッチメント
型番：KNDSATSBK
59,800 円 ( 税込） 建具、畳、建材用アタッチメント

型番：ELECTOPTG
64,800 円 ( 税込）

充電ケーブル一式
型番：ELECTRLOPAC
9,800 円 ( 税込）

プレート
型番：ELECTRL3BD
33,800 円 ( 税込）

交換用のキャタピラー等も
取り揃えております。お気
軽にお問合せください。

※ハンドル可変タイプ
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最大
540mm

軽量電動階段台車 60
軽量電動階段台車60
型番：�ELECTRSL

￥178,000( 税込 )

最大積載量
60kg

昇降速度
30段 /分

推奨階段角度
～35度

連続使用時間
40分

サイズ 幅480×奥行295×高さ930～ 1520(mm)

重量 15kg�

最大積載量 60kg

荷台サイズ 幅480×奥行340(mm)

ハンドルポール 伸縮：4段階調節（最大540mm延長）

推奨階段角度 ～35度

昇降速度 上昇時：30段 /分　下降時：30段 /分

モーター出力 24V�80W

バッテリー 24V�6400mAh

充電時間 約3時間

連続使用時間 約40分（60kgの荷物を載せた場合）

内容品 台車、荷締めベルト（194cm/400cm）、充電ケーブル、日

本語取扱説明書

保証期間 12ヶ月

スペック

階段をボタン 1 つで昇り降りできる【電動階段のぼれる台車】のライト版です。
平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていけます。台車自
体は軽量なので、持ち運びも簡単。最大60kgまでの荷物を運ぶことができます。
バッテリー式のコードレスで使用時間は、約 40 分※の利用が可能です。

【電動階段のぼれる台車】よりも一回り小さいコンパクトサイズで、重量は約半
分。中型の手押し台車サイズより小さく、小回りがきいてなおかつ階段も昇り
降りできるので、マンションなどの細い階段でも運搬することが可能です。
※ 60kg の荷物を載せた場合

詳しい商品詳細はこちら
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最大
524mm

折り畳み電動階段のぼれる台車
折り畳み電動階段のぼれる台車
型番：�ELEFLDSBK

最大積載量
150kg

昇降速度
約20段～/分

推奨階段角度
～35度

連続使用時間
80分

サイズ 幅524�x�高さ 1050～ 1580�x 奥行�655(mm)

重量 30kg

最大積載量 150kg

荷台サイズ 幅483×奥行515(mm)

ハンドルポール 伸縮：4段階調節（最大524mm延長）

推奨階段角度 ～35度

昇降速度 約20～36段 /毎分（スピード3段階）

モーター出力 24V�200W

バッテリー 24V�13Ah

充電時間 約3～4時間

連続使用時間 約80分（80kgの荷物を載せた場合）

内容品 台車、荷締めベルト（194cm/400cm）、充電ケーブル、

日本語取扱説明書

保証期間 12ヶ月

スペック

￥298,000( 税込 )

『階段』をボタン 1 つで昇り降りできる【電動階段のぼれる台車】の荷
台部分が折りたためるタイプが登場です。平地走行は手押しでスムーズ
に、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。最大 150kg までの荷
物を運ぶことができます。バッテリー式のコードレスで使用時間は、約
80 分※と長時間の利用が可能です。使用しない時は折りたたんでおけ
るので、場所をとりません。
※ 80kg の荷物を載せた場合

使わない時は、台をた
たむことができます。
自立します。

暗い倉庫などでも足元を照らすライトで安
全に使うことができます。

詳しい商品詳細はこちら
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電動アシスト台車

サイズ 折りたたみ時：幅600×奥行き1000×高さ450(mm)

使用時：幅600×奥行き1000×高さ1100(mm)

重量 58kg

最大積載量 300kg

荷台サイズ 幅600×奥行き1000×高さ55(mm)

荷台までの高さ 295mm

速度 1～8km/h（調節可能）

電動モーター 200W

バッテリー 電圧24V�電流 14000mAh

充電時間 約8～10時間

連続使用時間 約4時間（200kgの荷物をのせた場合）

内容品 本体、カギ×2、充電ケーブル、日本語取扱説明書

保証期間 12ヶ月

スペック

電動アシスト台車
型番：�ELASSDOL

￥218,000( 税込 )

最大積載量
300kg

速度
1～8km/h

連続使用時間
約4時間

重い荷物を載せても、アシストの力で安定して楽に運ぶことができる台車で
す。重量物運搬作業による体への負担軽減。安定した運搬で荷くずれ軽減、
倉庫内での運搬作業効率化アップ。電源を入れて、台車のハンドルバーを持
ちながら手元で電動アシストモーターを動かす簡単操作。スピード調整機能
に、前進、後退もでき、万が一の緊急停止ボタンもあります。約 8 ～ 10 時
間ほどでフル充電して、約 4 時間可動。折りたたみ式だから、使用しないと
きはハンドルバーを倒しコンパクトに。最大積載量は、300kg で、電源を
入れない時は通常の台車としてもお使い頂けます。

詳しい商品詳細はこちら

前進

後退
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電動アシスト折りたたみ台車

サイズ 幅600×高さ960×奥行900(mm)

重量 44kg

最大積載量 300kg

荷台サイズ 800× 600(mm)

速度 最大前進速度：8km/h　後進速度：4km/h

駆動方式 ブラシレスモーター

モーター出力 350W

バッテリー 36V�13000mAh

充電時間 約5時間

連続使用時間 約80分

内容品 本体、六角レンチ、充電ケーブル、充電器、カギ2本、日本

語説明書

保証期間 12ヶ月

スペック

電動アシスト折りたたみ台車
型番：�S-EFC21B

￥138,000( 税込 )

最大積載量
300kg

速度
8km/h

連続使用時間
約80分

重い荷物でもラクに運べるアシスト機能が付いた電動台車です。電動アシス
トがついた台車により、重量物運搬作業による体への負担軽減。安定した運
搬で荷くずれ軽減、倉庫内での運搬作業効率化アップが期待できます。最大
積載量は 300kg、電源を入れずに通常の台車としての使用も可能です。従
来タイプよりも軽量でスマートなタイプの電動アシスト台車になります。

詳しい商品詳細はこちら

前進

後退
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95cm

昇降リフト付電動アシスト台車

サイズ 幅625×奥行き1345×高さ1050(mm)

重量 約175kg

最大積載量 400kg

荷台サイズ 幅600×奥行き1100(mm)

昇降リフト 油圧足踏み式

高さ：最大950mm/最小420mm

最大高まで37回足踏み（約30～35秒）

電動モーター 400W

バッテリー 電圧12V× 2�33Ah

充電時間 約8～10時間

連続使用時間 約4～6時間

内容品 本体、鍵×2、ACアダプター（電源ケーブル）、日本語取扱

説明書

保証期間 12ヶ月

スペック

昇降リフト付電動アシスト台車
型番：�EPLFTUP4

￥398,000( 税込 )

最大積載量
400kg

高さ
最大950mm

連続使用時間
約4～6時間

重い荷物を載せても、電動の力で楽に運搬できる電動アシスト台車。その電
動台車に、油圧式の昇降リフトがつきました。腰を曲げずに楽に安全に高い
位置への荷揚げや荷下ろしができます。
●つらい荷揚げ荷下ろしも安全に楽に行える昇降リフト
●重い荷物の運搬も電動の力で楽々進める
●バッテリー充電式約 4 ～ 6 時間駆動
※【受発注商品】のためご注文からお届けまで【2-3 ヶ月】かかります。

詳しい商品詳細はこちら

10

電
動
台
車



最大
90cm上昇

荷幅調整機能付き油圧リフト

サイズ 幅710×高さ1260×奥行820(mm)

重量 27.5kg

耐荷重 80kg

荷物幅 300～ 620mm

最低位 /最高位 3mm/900mm

フォーク寸法 515mm

内容品 台枠、キャッチフォーク2本、リフトユニット、ホイール脚

２本、六角レンチ大/小、足ふみペダル、グリップ2本、ナッ

ト8個、ネジ小8個、ネジ大2個、ワッシャー8個、キャッ

プ2個、日本語説明書

保証期間 12ヶ月

スペック

荷物の持ち上げ、移動、上下作業を合理化する油圧式のフォーク式リフター
です。足ふみペダルで荷物の持ち上げも簡単。約 80kg までの荷物を挟んだ
り、上にのせて移動し、棚やトラックなどの高さにあげることができます。
階段台車との組み合わせにより、重い荷物を台車へ移動する作業がラクに行
えます。
※本製品は組立式となります。

荷幅調整機能付き油圧リフト
型番：�SHFLWWA6

￥89,800( 税込 )

最大積載量
300kg

速度
8km/h

連続使用時間
約80分

詳しい商品詳細はこちら
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配管用内視鏡スコープ premier

サイズ 幅500×高さ430×奥行き180�(mm)

重量 10.2 ～ 11kg

カメラ先端径 23Φ

ケーブル長 20/30/40/50m�

ピントが合う範囲 20mm～（パンフォーカス）

視野角 120度

カメラガラス素材 サファイヤガラス

動作温度 温度：10℃～50℃�湿度：30％ RH～90％ RH

光源 白色 LED12灯

防水性 IP68�20m防水（カメラおよびケーブル部）

※深さ20mの場合最大使用可能時間15分

表示部 7インチカラー液晶ディスプレイ

電源 モニター部（本体ケース）：AC100�50～ 60Hz（入力）

/DC12V�1000mA（出力）

ケーブル部：DC12V（本体ケースより供給）

バッテリー リチウムイオンバッテリー

連続駆動時間 5時間

充電時間 5時間

解像度 静止画 :720× 576/ 動画：720× 576�30fps

対応 SDカード SDカードまたはUSBフラッシュメモリ（32GB）

内容品 羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、リモコン、

ACアダプター、カメラ先端ガイド40φ/80φ、マイク付

きイヤフォン、カメラOリング×2、T型六角レンチ（先端

ガイド固定用）、ボックスドライバー（使用しません）、SDカー

ド（8GB)

保証期間 12ヶ月

スペック

20メートル�型番：�CARPSCA2

20メートル：�CARPSCA21�

30メートル�型番：�CARPSCA3

30メートル：�CARPSCA31

40メートル�型番：�CARPSCA4

40メートル：�CARPSCA41

50M�メートル：�CARPSCA5

50メートル：�CARPSCA51

￥198,000( 税込 )

￥218,000( 税込 )

￥218,000( 税込 )

￥238,000( 税込 )

￥238,000( 税込 )

￥258,000( 税込 )

￥261,000( 税込 )

￥289,000( 税込 )

メーターカウンター付き

管内にカメラを挿入、配管内部の状態を確認する管内
検査カメラ。低価格ながら高性能、さらに万全のアフ
ターサポートで安心してお使いいただけます。先端カ
メラやアタッチメントなどオプションパーツも充実し
ており、 様々な場面に対応します。

各種OEM承ります
ケーブルの長さ40m以上でご希望の長さ
承ります。またモニターサイズも7インチ
の他に9インチもお選びいただけます。お
気軽にご相談ください。

詳しい商品詳細はこちら
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配管用内視鏡スコープ premier

カメラ先端部はバネが入っており、50Φのエルボ2箇
所まで入れる事が可能です。カメラ径23mmで12個
の LEDライトが付いています。

メーターカウンター付きモデルは、ケーブルがどれぐらい進ん
だかをモニターに表示します。

ベアリング入りホイールでスムーズに出し入
れ可能。片手で簡単に巻き取りができます。
柔軟なケーブルなので90度のエルボを2
か所通過することが可能です。

オプション品

オプションカメラ

オプションアタッチメント

③オートレベリングカメラ
型番：HANDOPREV
￥99,800(税込)

①カメラ部
型番：HANDPPCAM
￥44,800(税込)

④オートレベリングカメラ23mm径 235㎜長
型番：HANDOOP6
￥94,800(税込)

②42LEDカメラヘッド40φ
型番：CARPCA42LED
￥54,800 (税込)

①先端カバーアタッチメント 220mm
型番：HANDOOP2
￥4,680(税込)

③先端カバーアタッチメント 140mm
型番：HANDOOP1
￥3,480(税込)

②ローラー付き先端カバーアタッチメント 90mm
型番：HANDOOP3
￥5,780(税込)

④先端カバーアタッチメント 40mm
型番：HANDOOP4
￥3,480(税込)

①

③

②

④

① ② ③
④

標準付属アタッチメント

サファイヤガラス仕様

（28Φオートレベリングカメラ用）

155mm

45mm

23
mm

50mmまで可能

白色LEDライト12灯
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管内カメラ特注

360度先端可動式配管内視鏡60メートル
型番：�HAIKANCAM60

配管用工業内視鏡カメラシステム120メートル
型番：�PIP120HK

配管内視鏡カメラ300メートル
型番：�CAP300SP

80メートル配管内視鏡
型番：�PIPNSP8K

￥998,000( 税込 )

￥748,000( 税込 )

￥1,240,000( 税込 )

￥578,000( 税込 )

ケーブルの長さ、太さ等お問合せください。
最長300mまでオーダー作成いたします。
ご用命の際はお打ち合わせをさせていただく
必要があります。
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内視鏡比較表

商品名 360度先端可動式極細工業
内視鏡2.0mm

360度先端可動式極細工業
内視鏡2.8mm

先端可動360度工業内視鏡
１M高温対応モデル

先端可動式360度ジョイス
ティック工業内視鏡

型番
CC4020H1M
CC4020H2M

CC4028H1M
CC4028H2M
CC4028H3M　　　

MDRCTBR3CS
MDRCTBR3
MDRCTBR32
MDRCTBR33

先端カメラ径 2.0 Φ 2.8 Φ 6.6 Φ 6Φ

ケーブル長 1m/2m 1m/2m/3m 1m 1m/2m/3m

液晶サイズ 3.5 インチ 3.5 インチ 3.5 インチ 3.5 インチ

アタッチメント ー ー ー ー

特徴
2.0 Φの細さで
先端部が360度可動

2.8 Φの細さで
先端部が360度可動

ケーブル部120℃
高温対応

6Φの先端部が
360度可動

価格
898,000 円
998,000 円

798,000 円
898,000 円
948,000 円

448,000 円
298,000 円
358,000 円
428,000 円

商品名 液晶付内視鏡ファインス
コープ　3.9mm径

液晶付内視鏡ファインス
コープ　5.5mm径

ポータブルスコープ
3.9 φ

ポータブルスコープ
8.5 φ

テレスコピックカメラ

型番
LC391FTU
LC393FTU

LC551FTU
LC553FTU

S-PSC39121R
S-PSC39321R

S-PSC85121
S-PSC85321

TELESC4G

先端カメラ径 3.9 Φ 5.5 Φ 3.9 Φ 8.5 Φ 23Φ

ケーブル長 1m/3m 1m/2m 1m/3m 1m 3.6m

液晶サイズ 4.3 インチ 4.3 インチ 2.7 インチ 2.7 インチ 4.3 インチ

アタッチメント ー
フック�側視鏡�
磁石

フック�側視鏡�
磁石

フック�側視鏡�
磁石

ー

その他 内蔵メモリ32GB 内蔵メモリ32GB 白色 LED2灯 白色 LED6灯 ポールの延長可能

価格
71,400 円
94,800 円

69,800 円
82,800 円

34,400 円
41,800 円

17,800 円
21,800 円

168,000 円
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360 度先端可動式極細工業内視鏡
詳しい商品詳細はこちら

サイズ 幅102×高さ126×奥行240(mm)

重量 約550g

カメラ先端径 2.0/2.8 Φ

ケーブル長 1/2/3m�

ピントが合う範囲 5～50mm

視野角 120度

湾曲角 150度±10度 (1m）/90度±10度 (2/3m）

動作温度 本体：-10～ 50℃　ケーブル：-20～ 60℃

動作相対湿度 15～90%

防水性 カメラケーブル部防水あり IP67

表示部 3.5 インチ TFTディスプレイ

光源 4個　8000lux

デジタルズーム 最大4倍

電源 USB(5V�1A)

バッテリー 18650�リチウムバッテリー�3200mAh�3.7V

連続駆動時間 4時間

充電時間 4時間

解像度 動画：640× 480�25fps�静止画：640× 480

対応SDカード microSDカード（～32GBまで）

内容品 本体（microSDカード8GBセット済）、HDMI ケーブル

(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カー

ドリーダー、クリーナークロス、USB-ACアダプタ、

日本語取扱説明書

保証期間 12ヶ月

スペック

360度先端可動式極細工業内視鏡2.0mm径1ｍモデル
型番：�CC4020H1M

360度先端可動式極細工業内視鏡2.8mm径2ｍモデル
型番：�CC4028H2M

360度先端可動式極細工業内視鏡2.8mm径1ｍモデル
型番：�CC4028H1M

360度先端可動式極細工業内視鏡2.0mm径2ｍモデル
型番：�CC4020H2M

360度先端可動式極細工業内視鏡2.8mm径3ｍモデル
型番：�CC4028H3M

￥898,000( 税込 )

￥898,000( 税込 )

￥798,000( 税込 )

￥998,000( 税込 )

￥948,000( 税込 )

極細のカメラ径ながらジョイスティックで先端を自由に動か
し、管内を確認、撮影することができます。ケーブルは IP67
防水機能搭載。また 7 段階の明るさ調整が可能な LED ライト
でお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。付属の HDMI ケー
ブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり撮影
した動画・静止画を確認することも可能です。

1mモデル 2/3mモデル
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先端可動 360 度工業内視鏡１M 高温対応モデル
詳しい商品詳細はこちら先端可動360度工業内視鏡１M高温対応モデル

型番：�MDRCTBR3CS

￥448,000( 税込 )

サイズ 本体 : 幅 105×高さ245×奥行90(mm)

コンプレッサー : 幅 90×高さ90×奥行165(mm)

重量 本体：392g( ケーブル含む )　コンプレッサー：1742g

カメラ先端径 6.6 Φ

ケーブル長 1m�

ピントが合う範囲 10～100mm

視野角 85度

湾曲角 最大160度±10度

動作温度 本体：-10～ 50℃　ケーブル：-20～ 120℃

動作相対湿度 90％ ( ※結露しないこと )

防水性 カメラケーブル部防水あり IP67

最高使用圧力 0.4Mpa

表示部 3.5 インチ TFTディスプレイ

光源 6灯�6段階調光機能付

電源 本体 :USB(5V�1A) コンプレッサー :AC100V�50/60Hz

バッテリー 18650�リチウムバッテリー�3200mAh�3.7V

連続駆動時間 4時間

充電時間 4時間

解像度 動画：960× 720�25fps�静止画：960× 720

対応SDカード microSDカード（～32GBまで）

内容品 本体 (ケーブル一体型 )、コンプレッサー、エアホース

(120cm)、電源ケーブル(85cm)、HMDIケーブル(145cm）、

USBケーブル(95cm)、USB-ACアダプタ、カードリーダー、

プラスドライバー、日本語説明書

保証期間 12ヶ月

スペック

先端カメラ径 6.6 Φ、120 度までの高温に対応する 360 度可動式工業
内視鏡です。コンプレッサーにケーブルを接続すると先端カメラ脇から
エアが排出することにより、最大 120 度の高温でも使用可能です。先端
カメラはスティック操作でスムーズに動き、思いのままに確認したい場
所にカメラを合わせることが可能です。ケーブル長 1M のフレキシブル
ケーブルは IP67 防水機能搭載。また 6 段階の明るさ調整が可能な LED
ライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。
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先端可動式 360 度ジョイスティック工業内視鏡
詳しい商品詳細はこちら先端可動式360度ジョイスティック工業内視鏡1M

型番：MDRCTBR3

先端可動式360度ジョイスティック工業内視鏡�2M
型番：�MDRCTBR32

先端可動式360度ジョイスティック工業内視鏡�3M
型番：�MDRCTBR33

￥298,000( 税込 )

￥358,000( 税込 )

￥428,000( 税込 )

サイズ 幅105×高さ245×奥行90(mm)

重量 392g

カメラ先端径 6Φ

ケーブル長 1/2/3m�

ピントが合う範囲 10～100mm

視野角 1m:120度　2/3m:85度

湾曲角 150度±10度

動作温度 -20～ 60℃

動作相対湿度 90％

防水性 カメラケーブル部防水あり IP67

表示部 3.5 インチ TFTディスプレイ

光源 6灯�6段階調光機能付

電源 USB(5V�1A)

バッテリー リチウムバッテリー�3300mAh�3.7V

連続駆動時間 6時間

充電時間 6時間

解像度 動画：960× 720�25fps�静止画：960× 720

対応SDカード microSDカード（～32GBまで）

内容品 本体 ( ケ ーブル一体型 )、HDMI ケ ー ブル (145cm）、

microUSBケーブル (95cm)、miroSDカード (8GB)、カー

ドリーダー、プラスドライバー、USB-ACアダプタ、

日本語説明書

保証期間 12ヶ月

スペック

先端カメラ径 6 Φ・360 度可動式工業内視鏡です。先端カメラはスティック操作でスムーズに動き、思いのままに確認したい場所に
カメラを合わせることが可能です。フレキシブルケーブルは IP67 防水機能搭載。また 6 段階の明るさ調整が可能な LED ライトでお
好みの明るさで観覧・撮影が可能です。付属の HDMI ケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり撮影した動画・
静止画を確認することも可能です。

18

工
業
用
内
視
鏡



液晶付内視鏡ファインスコープ
詳しい商品詳細はこちら液晶付内視鏡ファインスコープ3.9mm径1Mモデル

型番：�LC391FTU

3.9mm 径 1M チューブ単体　型番： LC391O21

3.9mm 径 3M チューブ単体　型番： LC393O21

5.5mm 径 1M チューブ単体　型番： LC551T21

5.5mm 径 3M チューブ単体　型番： LC553T21

液晶付内視鏡ファインスコープ3.9mm径3Mモデル
型番：�LC393FTU

液晶付内視鏡ファインスコープ5.5mm径1Mモデル
型番：�LC551FTU

液晶付内視鏡ファインスコープ5.5mm径3Mモデル
型番：�LC553FTU

￥71,400( 税込 )

￥31,280(税込 )

￥45,800(税込 )
￥31,000(税込 )
￥44,980(税込 )

￥94,800( 税込 )

￥69,800( 税込 )

￥82,800( 税込 )

サイズ 幅114×奥行き240×高さ195�(mm)

重量 395g（ケーブル部含まず）

カメラ先端径 3.9 Φ /5.5 Φ

ケーブル長 1m/3m�（形状記憶型）

ピントが合う範囲 5～60mm

動作温度 /湿度 -10℃～60℃ /15%-85%�RH

防水性 カメラケーブル部防水あり IP67

表示部 4.3 インチカラー液晶ディスプレイ

光源 高輝度白色 LED6灯�調光機能付き

電源 単三電池4本（別売）

連続駆動時間 約3時間

解像度 1280× 720　25fps

内蔵メモリ 32GB

内容品 本体、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメ

ント3種（※LC551FTU/LC553FTUのみ）、日本語取扱

説明書

保証期間 12ヶ月

スペック

4.3 インチ

33mm

3.9mm

オプション

3 種類のアタッチメント付属
※ 5.5mm 径のみ
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ポータブルスコープ
詳しい商品詳細はこちらポータブルスコープ3.9 φ 1M

型番：�S-PSC39121R

ポータブルスコープ3.9 φ 3M
型番：�S-PSC39321R

ポータブルスコープ8.5 φ 1M
型番：�S-PSC85121

ポータブルスコープ8.5 φ 3M
型番：�S-PSC85321

￥34,400( 税込 )

￥41,800( 税込 )

￥17,800( 税込 )

￥21,800( 税込 )

サイズ 幅92×高さ264×奥行30(mm)

重量 210g

カメラ先端径 3.9 Φ /8.5 Φ

ケーブル長 1/3m�（形状記憶型）

ピントが合う範囲 30～80mm

視野角 60度

動作温度 本体：-10～ 50℃　ケーブル：-20～ 60℃

動作相対湿度 90％

防水性 カメラケーブル部防水あり IP67

表示部 2.7 インチカラー液晶ディスプレイ

光源 2灯（3.9 Φ）6灯�(8.5 Φ )3段階調光機能付

電源 単3乾電池×4本（別売）

解像度 動画：640× 480�20fps��静止画：640× 480

対応SDカード microSDカード（～32GBまで）

内容品 USBケーブル（95cm）、アタッチメント3種（側視ミラー、

フック、磁石）、日本語説明書

保証期間 12ヶ月

スペック

3.9 Φ付属アタッチメント

8.5 Φ付属アタッチメント

先端径は 3.9 Φ。基本機能を備えた工業用内視鏡です。先端のカ
メラ部 3.9 Φには 2 灯、8.5 Φには 6 灯の LED ライトを搭載。
microSD カード（別売）への動画・静止画の保存が可能で、後か
ら録画映像をチェックすることもできるので、便利に活用できま
す。その他、側視ミラー・磁石・フックのアタッチメントが付属
しています。
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全長最大
3.6m

テレスコピックカメラ
詳しい商品詳細はこちら

サイズ 幅70×高さ3600×奥行75(mm)

重量 1400g

カメラ先端径 23Φ

全長 約3.6m（形状記憶チューブ付きカメラ＋伸縮ロングポー

ル＋コントロールハンドル）

ピントが合う範囲 60mm～200mm

動作温度 温度：-10℃～50℃

防水性 カメラチューブ部防水あり（50cm）IP68

表示部 4.3 インチカラー液晶ディスプレイ

光源 高輝度白色 LED12灯�調光機能付き

電源 AC100V�50/60Hz

バッテリー リチウムイオンバッテリー

連続駆動時間 約4.5 時間

充電時間 約3.5 時間

解像度 720× 576、720× 480、640× 480

対応SDカード microSDカード（～32GBまで）

内容品 コントロールハンドル、3連伸縮ポール、形状記憶フレキ

シブルチューブ付きカメラ、日よけ、モニター、SDカード

（8GB）、充電池×2、充電器、充電器用ケーブル、充電アダ

プター、アタッチメント2種、SDカードリーダー、ケース

鍵×2、ゴムリング×2、マイク、六角レンチ、精密ドライバー、

日本語取扱説明書

保証期間 12ヶ月

スペック

テレスコピックカメラ
型番：�TELESC4G

テレスコピック内視鏡延長ポール1M
型番：�TELSCPOP1

￥168,000( 税込 )

￥24,800( 税込 )

「3 連伸縮ロングポール」の先端に「形状記憶チューブ付きカ
メラ」が搭載。さらに、撮影した映像を手元で確認できる「ラ
イブモニタ」と「操作ボタン」で録画が可能。全長約 3.6 メー
トルのモニター付きロングポール検査カメラです。屋根裏、
天井裏、空調ダクト、上下水道、橋梁、など、足場組み立て
や脚立を使わずに高所や深い所を検査できます。

サファイヤガラス仕様

専用ハードケース

2種類のアタッチメント
付属
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ご購入いただいた製品を長くお使いいただくための、アフターサポートサー
ビスを整えております。
社内で修理を行うため、お預かりする期間も短く高額な工賃もかかりません。
※電動台車・管内カメラ・工業用内視鏡以外の商品は社内修理を行っておりません。

電動台車・管内カメラ・工業用内視鏡

アフターサポート

保証期間について

管内カメラ、工業用内視鏡、電動台車については1年間の保証がついています。
※一部オプションパーツなどは除く

修理にかかる時間

パーツの取り寄せ等がない場合、最短1週間で修理が可能です。
（一部の故障や修理はメーカーによる修理になる場合があります）

修理費用

工賃は5000円～＋パーツ代、送料

保証期間について

管内カメラ、工業用内視鏡、電動台車については1年間の保証がついています。
※一部オプションパーツなどは除く



ドライブレコーダー比較表

商品名
死角モニターにもなる業務用
6カメラドライブレコーダー

トラック�トレーラー�バス
用リアカメラ付きドライブレ
コーダー

フォークリフト / 建機用ドラ
イブレコーダー

衝撃感知&完全防水！バイク
用前後ドライブレコーダー

型番 SLT6CDVR SDRFTWRC DVRFCONS SGPMCWDR

電源 12～ 48V 12/24V 12/24V 12V/24V

液晶サイズ 10インチ 7インチ 2.7 インチ 3インチ

画角
左右約 140 度　/�上下約
80度

140度 120度 150度

撮影時間
(64GB時）

約9～17時間 約5時間 約6時間 約18時間

赤外線ライト ー ー ー ー

特徴 6カメラ搭載 2カメラ�ロングケーブル カメラ部 IP68
モニター、ケーブル、
カメラ部 IP67

価格 59,800 円 19,800 円 34,800 円 21,800 円

商品名
前後車内 3カメラ高画質ドラ
イブレコーダーPRO

前方 + 車内撮影ドライブレ
コーダー

前後カメラとリアカメラ付き
ドライブレコーダー

高画質&パーキングモード付
ドライブレコーダー

型番 TRLECASBK FRREDRSBK THCADVSNA AKWDRCAR

電源 12/24V 12/24V 12/24V 12V/24V

液晶サイズ 2インチ 1.58インチ 4インチ 2.4 インチ

画角
前方 :135度　車内：110
度　後方：120度

前方 :125度　
車内：125度

前方 :150度　車内：120度

後方：90度　
170度

撮影時間
(64GB時）

約18時間 約10時間 約7時間 約16時間～

赤外線ライト ー 赤外線ライト4灯 ー ー

特徴 3カメラ搭載 2カメラ搭載 3カメラ�低価格 高画質�駐車監視モード

価格 19,800 円 12,800 円 9,680 円 14,800 円
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死角モニターにもなる業務用6カメラドライブレコーダー

サイズ モニター：幅255×高さ167×奥行65(mm)
カメラ：：幅65×高さ30×奥行38(mm)

重量 モニター：1020g　カメラ：100g

電源 DC12～ 48V

液晶サイズ 10インチ

レンズ画角 左右約140度　/�上下約80度

記録メディア microSDカード（～64GB）

記録ファイル MP4形式�1280× 720�25fps

撮影時間 64GBのmicroSDカード使用時約9～17時間

画素数 200万画素

コーデック HEVC

防水性能 6カメラ IPX5

耐用温度 -20～ 75度

カメラ最大延長可能距離 45m×6カメラ

マイク /スピーカー 内蔵

Gショックセンサー なし

赤外線 LED なし

内容品 モニター、カメラ（カメラ�シール�ネジ）6�セッ
ト、モニター台、アーム部、アームネジ4�本、アー
ム取付ネジ、台固定ネジ、台用固定シール、バック
ミラー取付金具2�個、バックミラー取付ネジ2�本、
ワッシャー2�個、延長ケーブル15m、延長ケーブ
ル3m、延長ケーブル5m4�本

保証期間 12ヶ月

スペック

死角モニターにもなる業務用6カメラドライブレコーダー
型番：�SLT6CDVR
￥59,800( 税込 )

6 つのカメラで、死角のできやすい大型トラックや建設機械の周りをくまなくモニタリング・撮影できるドライブレコーダーです。
10 インチの大型モニターで 6 カメラを同時に映すことが可能。目視だけではカバーできない重機の死角をなくし、接触事故を未然
に防ぐサポートをします。15 ｍ、5 ｍ、3 ｍの延長ケーブルが付属しているので、大型車両の後方にもカメラを取り付けることが
できます。タッチパネルで直感的に操作が可能です。

詳しい商品詳細はこちら

直接ヒューズボックスに
接続して使用します。

ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー
ダ
ー

24

ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー
ダ
ー



トラック・トレーラー・バス用リアカメラ付きドライブレコーダー

ド
ラ
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ー

約 15m あるロングケーブルのリアカメラ付属で、大型のトラックやトレーラーでも 2 カ
メラで使えるドライブレコーダーです。本製品の特徴はケーブルの長さが約 15m あるリ
アカメラが付属していることです。これだけ長さがあれば、大型トラックやトレーラーで
もリアカメラを設置する事ができます。また 7 インチの大型モニターなので、広い画面で
全体をしっかりと確認する事ができます。

詳しい商品詳細はこちらトラック�トレーラー�バス用リアカメラ付きドライブレコーダー型番：
SDRFTWRC

￥19,800( 税込 )

サイズ モニター：幅190×高さ105×奥行35(mm)

重量 240g

電源 DC12/24V

液晶サイズ 7インチカラー LED

レンズ画角 140度

記録メディア microSD�カード（8～�64GB�Class10�推奨�)

記録ファイル MOV形式�1920× 1080�25pfs

撮影時間 microSDカード64GB使用時約5時間

画素数 200万画素

コーデック MPEG-4�AVC

防水 バックカメラ IP67

パーキングモード 衝撃検知後30秒間録画動作したあと自動電源OFF

マイク /スピーカー 内蔵

Gショックセンサー 内蔵

赤外線 LED なし

バックカメラ 幅50×高さ55×奥行40(mm)　105g

解像度：736× 480　25fps　画角：120度

内容品 本体、シガーケーブル（325cm)、吸盤アタッチメント、

ダッシュボード取り付け具、粘着テープ、日本語説明

書

保証期間 12ヶ月

スペック



フォークリフト / 建機用ドライブレコーダー
フォークリフト /建機用ドライブレコーダー
型番：�DVRFCONS
￥34,800( 税込 )

詳しい商品詳細はこちら

サイズ モニター：幅74×高さ55×奥行21(mm)

重量 80g

電源 DC12/24V�/�48V(DVRFCONS48)

液晶サイズ 2.7 インチ�液晶カラー

レンズ画角 120度

記録メディア microSDカード（～64GB）

記録ファイル 2880× 2160�24fps/2560× 1440�30fps/1920

× 1080�60fps/1920 × 1080�30fps/1280 ×

720�120fps/1280 × 720�60fps/1280 × 720�

30fps/1920× 1080�30fps/1280× 720�60fps

撮影時間 64GBのmicroSDカード使用時約6時間

画素数 620万画素

コーデック H.264

防水性能 カメラ IP68

バッテリー 3.7V�/�500ｍ Ah

マイク /スピーカー 内蔵

Gショックセンサー なし

赤外線 LED なし

内容品 本 体（ モ ニ タ ー）、 カ メ ラ × 2（ ケ ー ブ ル 長
245cm）、SD カード 32GB、ACC 電源（ケーブ
ル長390cm）、カメラ取り付け用器具×2、日本語
取扱説明書

保証期間 12ヶ月

スペック

48V対応フォークリフト建機用前後ドライブレコーダー
型番：�DVRFCONS48

48V→ 24V5A変換コンバーター
型番：�RFCDCV48

￥39,800( 税込 )

￥3,980( 税込 )

フル HD のクリアな映像で 2 つの
カメラがしっかり撮影。事故の検
証や防犯対策、コンプライアンス
の確認にも役に立ちます。カメラ
は広角 120 度、フル HD で音声
も同時に録音。自動ループ録画、
ロック機能、動作検知機能などを
備えています。

※48V→ 24V5A変換コンバーターセットモデル

最大 48V の電圧を 24V に変換するコンバーター
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衝撃感知&完全防水！バイク用前後ドライブレコーダー
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サイズ モニター：幅180×高さ58×奥行20(mm)

重量 140g

電源 DC12/24V

液晶サイズ 3インチ

レンズ画角 150度

記録メディア microSD�カード（8～�64GB�Class10�推奨�)

記録ファイル 1920× 1080�30fps

撮影時間 microSDカード64GB使用時約18時間

画素数 300万画素

コーデック H264

防水 モニター、ケーブル、カメラ IP67

動作 /保存温度 -10～ 60℃ /-20～ 70℃

マイク /スピーカー 内蔵

Gショックセンサー 内蔵

赤外線 LED なし

内容品 モニター、リモコン延長ケーブル (黄 )、カメラ延長ケー

ブル (緑 )、カメラ延長ケーブル (青 )、電源ケーブル、

USB電源ケーブル、前後カメラ、リモコン、面ファス

ナー、結束バンド、モニタークランプ、カメラステー、

カメラクランプ、なべネジ×2、ネジ×4、日本語取

扱説明書

保証期間 12ヶ月

スペック

衝撃感知&完全防水！バイク用前後ドライブレコーダー
型番：SGPMCWDR

￥21,800( 税込 )

詳しい商品詳細はこちら

モニター、カメラ、ケーブルすべてが IP67 の完全防水タイプド
ライブレコーダーです。2 カメラで前後撮影が可能。フル HD で
G ショックセンサー付き。リモコンが付属しているので、手元で
操作することができます。

完全防水・衝撃感知・日中でも夜間でも視認性抜群の
高画質ドライブレコーダー



前後車内 3 カメラ高画質ドライブレコーダー PRO
前後車内3カメラ高画質ドライブレコーダーPRO
型番：�TRLECASBK
￥19,800( 税込 )

詳しい商品詳細はこちら

サイズ モニター：幅122×高さ42×奥行33(mm))

重量 97g

電源 DC12/24V�

液晶サイズ 2インチ�液晶カラー

レンズ画角 前方 :135度、車内：110度、後方：120度　　　

記録メディア microSD�カード（8～�64GB�Class10�推奨�)

記録ファイル 前方カメラ：1920× 1080�27.5fps

車内 /後方カメラ：1280× 720�27.5fps

撮影時間 microSDカード64GB使用時約18時間

画素数 前方カメラ：200万画素　

車内 /後方カメラ：100万画素

コーデック H.264

防水性能 後方カメラ防水機能あり

マイク /スピーカー 内蔵

Gショックセンサー 内蔵

赤外線 LED なし

内容品 本体、後方カメラ ( 約 7.3m)、マグネットアタッチ
メント、シガーケーブル ( 約 3.5m)、クリアフィル
ム、後方カメラ用両面テープ、後方カメラ用ネジ×2、
日本語取扱説明書

保証期間 12ヶ月

スペック

合計 3 個のカメラを搭載し、同時に撮影します。1 個は従来どおり車の
前方を撮影するカメラ、もう 1 個は車の後方を撮影するバックカメラ、
そして最後の 1 個はドライバーを撮影する車内カメラになります。
きちんと 3 カメラ分の映像を撮影。その他 G センサーなどの機能搭載。
本体とアタッチメントはマグネットで簡単脱着が可能です。
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前方 + 車内撮影ドライブレコーダー

サイズ モニター：幅106×高さ46×奥行40(mm)

重量 70g

電源 DC12/24V

液晶サイズ 1.58インチ

レンズ画角 前方 :125度、車内：125度

記録メディア microSD�カード（8～�64GB�Class10�推奨�)

記録ファイル 1280× 720　27.5fps

撮影時間 64GBのmicroSDカード使用時約10時間

画素数 200万画素

コーデック H264

防水 なし

マイク /スピーカー 内蔵

Gショックセンサー 内蔵

赤外線 LED 4灯

内容品 本体、取り付け用吸盤、シガーケーブル ( 約 3.5m)、

日本語取扱説明書

保証期間 12ヶ月

スペック

前方+車内撮影ドライブレコーダー
型番：FRREDRSBK

￥12,800( 税込 )

詳しい商品詳細はこちら

前方と車内用デュアルカメラ搭載のドライブレコーダーです。
車内用カメラには 4 灯の赤外線ライトを搭載。暗い場所や夜で
もしっかりと撮影することが可能です。その他 G センサー、パー
キングモードなどの機能あり。コンパクトサイズで視界を遮ら
ないドライブレコーダーです。

4 灯の赤外線 LED ライトで暗い場所でもハッキリと撮影
することが可能です。
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前後カメラとリアカメラ付きドライブレコーダー

サイズ モニター：幅136×高さ78×奥行40(mm)

重量 105g

電源 DC12/24V�

液晶サイズ 4インチ�液晶カラー

レンズ画角 前方 :150度、車内：120度、後方：90度　　　

記録メディア microSD�カード（8～�64GB�Class10�推奨�)

記録ファイル 前方カメラ：1920× 1080�25fps

車内 /後方カメラ：640× 480�25fps/30fps

撮影時間 64GBのmicroSDカード使用時約7時間

画素数 前方カメラ：300万画素　車内 /後方カメラ：30万画素

コーデック H.264

防水性能 後方カメラ防水機能あり

マイク /スピーカー 内蔵

Gショックセンサー 内蔵

赤外線 LED なし

内容品 本体、後方カメラ (約 7.3m)、アタッチメント、シガー
ケーブル ( 約 3m)、後方カメラ用両面テープ、後方
カメラ用ネジ×2、日本語取扱説明書

保証期間 12ヶ月

スペック

前後カメラとリアカメラ付きドライブレコーダー
型番：�THCADVSNA
￥9,680( 税込 )

前方、車内、後方の 3 カメラ搭載ドライブレコーダーです。広範囲を 1
つのドライブレコーダーでサポートします。タッチパネル操作で設定も
簡単。駐車している時でも、衝撃を感知して自動的に撮影をするパーキ
ングモード。決定的瞬間を捕らえた映像を、削除しないようにする G セ
ンサー機能と必要な機能を網羅した使いやすいドライブレコーダーです。

詳しい商品詳細はこちら

ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー
ダ
ー

30

ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー
ダ
ー



高画質 & パーキングモード付ドライブレコーダー

サイズ モニター：幅60×高さ65×奥行30�(mm)

重量 58g

電源 DC12/24V

液晶サイズ 2.4 インチカラー LED

レンズ画角 170度

記録メディア microSD�カード（8～�64GB�Class10�推奨�)

記録ファイル 1920× 1080,1280× 720,848× 480,640×

480

ファイルサイズ 64GBのmicroSDカード使用の場合

1920× 1080で撮影した場合約16時間

画素数 300万画素

コーデック H264

防水 なし

マイク /スピーカー 内蔵

Gショックセンサー 内蔵

赤外線 LED なし

パーキングモード あり

内容品 本体、吸盤アタッチメント、USBケーブル（75cm）、

シガーケーブル（350cm）、日本語説明書

保証期間 12ヶ月

スペック

高画質&パーキングモード付ドライブレコーダー
型番：AKWDRCAR

￥14,800( 税込 )

詳しい商品詳細はこちら

パーキングモード、ワイドダイナミックレンジ搭載、1080p のフ
ル HD 高画質で録画できるドライブレコーダーです。高画質ではっ
きりくっきりした映像が撮影できるだけでなく、駐車している時で
も、衝撃を感知して自動的に撮影をするパーキングモード。決定的
瞬間を捕らえた映像を、削除しないようにする G センサー機能。撮
影データの再生や写真撮影もできます。必要な機能を全て搭載した
上、高画質で使い方や設置も簡単な ドライブレコーダーです。

WDR 機能搭載
WDR（ワイドダイナミックレンジ）とは…
例えば逆光の時など極端な明暗差がある画面で、暗
い箇所がほとんど認識できなくなってしまう時自動
的に明るすぎる所は明るさを抑え、暗い所は明るさ
を上げて見やすい画面を作り出す機能の事です。
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リーチフォークリフトセーフティアラーム
リーチフォークリフトセーフティアラーム
型番：�21GAPARKSB
￥5,280( 税込 )

詳しい商品詳細はこちら

サイズ インジケーター：幅55×高さ182×奥行20(mm)

センサー：幅58×高さ80×奥行28(mm)

重量 180g

電源 9V電池1本（別売）

防水性能 なし

内容品 インジケーター、センサー、モジュラーケーブル
（35cm）、日本語説明書

保証期間 6ヶ月

スペック

事故を未然に防ぐための接近センサーアラームです。対象
物に接近すると、光と音で警告を発します。3 段階のライ
トとビープ音の強弱で距離感を知ることが可能です。9V
乾電池で動作し、様々な車両に対応します。

電源は 9V 角型乾電池を使用します。特別な電
源や、外部電源を使用しないため、様々な車両
に対応します。
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フォークリフトセーフティライト

フォークリフトセーフティサークルライト高輝度20Wモデル
型番：FRKLEDSBK

フォークリフトセーフティ LEDレーザー
型番：SFLSLEDL

フォークリフトセーフティ LEDレーザー2個セット
型番：SFLSLEDSP

フォークリフトセーフティ LEDレーザー3個セット
型番：SFLSLEDSP3

￥12,800( 税込 )

￥9,800( 税込 )

￥17,400( 税込 )

￥24,800( 税込 )

詳しい商品詳細はこちら

SFLSLEDL

サイズ 幅65×高さ85×奥行100(mm)、454g

電源 DC�10V～ 80V

消費電力 6W（LEDライト1個あたり3W)

ライト 2個　211lm　赤色　直線

ライト寿命 約50,000時間

防水防塵 IP67

動作環境 -40℃～80℃

内容品 ライト本体、磁石付きアダプタ、結束バンド2本、台座、

スペーサー、六角穴ボルト、六角穴ボルト用（スプリ

ングワッシャ2個、座金2個、ナット1個）、六角ボ

ルト、六角ボルト用（スプリングワッシャ1個、座金

1個、ナット1個）、日本語説明書

保証期間 12ヶ月

FRKLEDSBK

サイズ 幅140×高さ63×奥行58(mm)、660g

電源 DC12～ 110V

消費電力 約20W（LEDライト1個あたり5W)

ライト 4個　580m　赤色　曲線

ライト寿命 約10,000時間

防水防塵 生活防水

動作環境 -25℃ +75℃

内容品 本体、スタンド2個、マグネット台2個、六角レンチ、

六角穴ボルト（短）2個、六角穴ボルト（長）2個、ワッ

シャー4個、ナット4個、日本語説明書

保証期間 12ヶ月

スペック

事故を未然に防ぐための警告灯です。進入禁止の範囲を赤の光のラインで表
示します。ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です。また明
るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます。磁石で簡単に取り付け
でき、防水防塵性能 IP67 に丈夫なボディで作業環境に対応します。

FRKLEDSBK

SFLSLEDL

FRKLEDSBK
曲線ライト

SFLSLEDL
直線ライト
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バックセンサー＆モニターセット

サイズ モニター：幅114×高さ86×奥行き42(mm)

カメラ＆センサー：幅65×高さ24×奥行き30(mm)

スピーカー：幅53×高さ24×奥行き39(mm)

重量 モニター :110g��カメラ＆センサー：94ｇ

スピーカー：22g

電源 ACC（アクセサリー電源）より給電　12/24/48V対応

モニター 4.3 インチ�解像度480× 272

カメラ 720×576、画角 :170度（水平 :125度）、IP67、正像

ガイドライン表示 あり

ケーブル長 電源ケーブル :125cm/ センサーケーブル :50cm/

スピーカーケーブル :240cm/ スピーカー延長ケー

ブル :400cm/ モニターケーブル :50cm/A ケーブ

ル :660cm/Aケーブル延長ケーブル :400cm

内容品 モニター、バックカメラ＆センサー、ケーブル (AB
各 1本）、延長ケーブル（AB各1本）、電源ケーブル、
ステー、プレート、ネジ2個、ナット2個、ワッシャ
2個、固定シート、日本語取扱説明書

保証期間 12ヶ月

スペック

24V対応版
型番：�BACKSN24
￥16,093( 税込 )

詳しい商品詳細はこちら

自分で取り付けできるクルマ用バックセンサー＆バッ
クモニターカメラのセットです。バックセンサー＆カ
メラを取りつければ、運転席からモニターで車の後を
うつし、距離によって警告音でお知らせします。より
安全に、ドライバーをサポートしてくれる商品です。

モニター

センサー＆カメラ

スピーカー
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トラック＆建機、フォークリフト用セーフティセンサー

サイズ コントロールボックス：幅166×高さ48×奥行100�(mm)

ディスプレイ：幅74×高さ70×奥行50�(mm)

重量 912g

電源 DC12/24V

動作アンペア数 1.8A

センサー 超音波式

反応時間 0.05秒 /センサー

感知角度 上下左右約70度

検知距離 0～3m

カメラケーブル 最大15m（延長ケーブル使用時）

防水性能 IP67（センサー�ケーブル部のみ）

耐温度 -30～ 70℃

内容品 コントロールボックス、ディスプレイ、シガーケーブ

ル(2m)、5mディスプレイケーブル、センサー4個(3m

× 2本 ,6m× 2本ケーブル接続済 )、センサーアタッ

チメント4個、ネジ12セット、ハトメ8セット、日

本語説明書

保証期間 12ヶ月

※トヨタ L&F 製の 48V AC 制御フォークリフトシリーズには使えない場合があります。

スペック

トラック＆建機、フォークリフト用セーフティセンサー
型番：PARKSEN1

￥24,800( 税込 )

詳しい商品詳細はこちら

このバックセンサーは標準で 4 個のセンサーが付属してお
り、センサーを車の後ろに設置してケーブルを繋ぐだけの
簡単設置でご使用いただけます。 ディスプレイモニター
には後ろまでの距離～ 3m までが数値の図で表示されるの
で、視覚的に分かりやすく、またアラーム音でも警告しま
す。普通車のみならず大型トラックやフォークリフトなど
の 24V にも対応しています。このバックセンサーを安全
運転、事故防止に役立てて下さい。

センサーケーブル３Ｍ　型番： PARKSENPC3M

センサーケーブル６Ｍ　型番： PARKSENPC6M

オプションセンサー　型番： PARKSENOP

￥500(税込 )

￥800(税込 )

￥3,280(税込 )

オプション
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居眠り＆脇見運転警告システムアイキャッチャー

サイズ 幅70×高さ40×奥行15�(mm)

重量 37g

電源 DC12/24V�

検出距離 45cm～65cm( ± 5cm）

視野角 60度　　

警告開始時間 目を閉じてから1～2秒後

稼働可能温度 -20～ 60℃

保管可能温度 -20～ 80℃

内容品 本体（GPSアンテナ付）、吸盤アタッチメント、シガー
ケーブル（約3m50cm）、日本語説明書

保証期間 12ヶ月

スペック

詳しい商品詳細はこちら居眠り＆脇見運転警告システムアイキャッチャー
型番：�DRVARM02
￥22,800( 税込 )

この【居眠り＆脇見運転警告システムアイキャッチャー】は、高度な
顔認識と瞳孔検出により、 あなたの瞳を監視しアラームによって注意
を促してくれます。 検知時間はわずか 1 秒。目を閉じてからのタイ
ムラグもありません。 あくびやスマートフォンを見ながらのわき見
運転にも注意を促します。居眠り運転、よそ見運転、わき見運転、事
故を未然に防ぐ 1 つの対策として有効な装置となります。

本製品は GPS 機能を搭載していま
す。徐行運転、駐車のための運転中、
停止中など時速約 20km 以下の場
合は 自動的に警告を行わないように
なっています。
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12/24V 対応ワイヤレス死角カメラ録画機能付

12/24V対応ワイヤレス死角カメラ録画機能付
型番：S-WTB21B

￥39,800( 税込 )

詳しい商品詳細はこちら

サイズ モニター：幅222×高さ120×奥行25(mm)

カメラ：幅80×高さ65×奥行65(mm)

重量 モニター：250g　カメラ：352g

電源 DC12/24V

液晶サイズ 7インチ

レンズ画角 150度

記録メディア SD�カード（8～�64GB�Class10�推奨�)

記録ファイル 1024× 608�30fps

ファイルサイズ 64GBの SD�カード使用約55時間

使用可能距離 約100m/見通し距離

画素数 62万画素

コーデック H.264/MPEG-4�AVC

防水 IPX7（カメラ�ケーブルのみ）

マイク /スピーカー なし

Gショックセンサー なし

赤外線 LED 18灯

内容品 モニター、カメラ、アンテナ 2�本、モニター日よけ、

モニター台金具、モニター台、固定シール�シガーケー

ブル (140cm)、電源ケーブル (90cm)2�本、プラスド

ライバー、モニター固定ネジ4�本　�ネジ大6�本、ネジ

小�4�本日本語説明書

保証期間 12ヶ月

スペック

モニターとカメラの接続はワイヤレス。使用可能距離は
100m までなので、大型トラックや重機でも取り付け可能
な録画機能付きカメラです。目視だけではカバーできない
重機の死角をなくし、接触事故を未然に防ぐサポートをし
ます。赤外線ライトを 18 灯搭載しているので、夜でもしっ
かりモニタリングができます。

赤外線ライト18灯搭載
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ビジネスホン対応「通話自動録音 BOX ２」
ビジネスホン対応「通話自動録音BOX２」
型番：ANDTREC2

￥18,900( 税込 )

詳しい商品詳細はこちら

サイズ 幅70×高さ40×奥行145(mm)

重量 141g

電源 AC100Vもしくは単4乾電池×3より給電

インターフェイス DC�Mini-USB ポート、マイクジャック、イヤフォン

ジャック、SDカードスロット、モジュラーケーブルポー

ト×４

記録メディア SDカード(～32GB)※付属品は8GBになります。

録音時間 1GBで約60時間/最大録音時間約1947時間(32GB

使用の場合 )

ループ録音 対応

内容品 本体、モジュラーケーブル× 2、電源用ケーブル、

Mini-USBケーブル、USB-ACチャージャー、SDカー

ド (8GB)、日本語説明書

保証期間 12ヶ月

スペック

お使いの電話機に接続するだけで、通話中の会話が録音
できる便利な録音機です。ご家庭の電話 (2 芯 ) にもビ
ジネスホン (4 芯 ) にも対応していますので、ビジネス
ホンで後付できる通話録音機がなかなか無くて困ってい
た方にもおすすめです。録音したデータは本体スピー
カーで簡単で聞くことができます。

録音データはSDカードに保存

ループ録音ON

ループ録音OFF

SD カードの容量が少なくなったら、古いデータを上書きして
録音します。

SD カードの容量が少なくなったら、録音を停止。録画可能な
時間はディスプレイに表示されます。

付属のSDカード（8GB)で約480時間録音が可能です。
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ネッククーラー Pro R4
ネッククーラーPro�R4
型番：�TKPNC22BK
￥8,980( 税込 )

詳しい商品詳細はこちら

サイズ 最小：幅約110×高さ約40×奥行約130(mm)

最大：幅約215×高さ約40×奥行約210(mm)

重量 本体：約300g　専用バッテリー：約140g

電源 専用バッテリー (3.7V/5,800mAh/ リチウムポリマー )、

USB給電

冷却プレート

温度目安

ハイパワー：外気温より -10～ -15℃

強モード：外気温より -8～ -13℃

弱モード：外気温より -4～ -9℃

※外気温35℃で測定時。使用環境により温度が上下しま

す。

駆動時間 専用バッテリー：弱�約 4時間 /強�約 3時間 /ハイパワー�

約 2時間

モバイルバッテリー (10,000mAh)：弱�約 7時間15分

/強�約 3時間30分

防水等級 IPX5

首周りサイズ 最小：約37cm　最大：約50cm

推奨使用環境 外気温35度以下

※36度以上の場合冷却プレートの冷えが悪くなっ

たり、本体が温かくなることがあります。

バッテリー容量 5,800mAh( リチウムポリマー )

充電時間 約4時間

耐落下衝撃 170cm※弊社規格にもとづいて実施

※無破損�無故障を保証するものではありません。

内容品 本体、専用バッテリー、TypeC-TypeC ケーブル、
USB-TypeC ケーブル、落下防止用ストラップ、六
角レンチ2個、日本語説明書

保証期間 12ヶ月

スペック

究極の暑さ対策。外気温から最大 -15 度。冷却ユニットが 4 つも
ついていて、首元広範囲を強力冷却。防水・防塵・耐衝撃という頑
丈ボディ。防塵防水等級は防塵カバー（別売）を装着することで
IP45 に。耐衝撃性に関しては、一般的な使用方法から想定される
状況下での落下テストを社内で行なっています。この夏の炎天下、
相棒になること間違いありません。

防塵カバー　型番： TKPNC22BKDO ￥980(税込 )
オプション

落下防止ストラップ付属

専用バッテリーで最長 4 時間使用可能。モバイルバッ
テリー（別売）使用で長時間継続使用ができます。
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ネッククーラー Slim 
ネッククーラーSlim
ホワイト：TKNNC22WH
ブラック：TKNNC22BK�

￥6,480( 税込 )

詳しい商品詳細はこちら

サイズ 最小：幅130×高さ45×奥行80(mm)

最大：幅160×高さ45×奥行160(mm)

重量 本体：約140ｇ　専用バッテリー：約80g

電源 専用バッテリー（3.7V�/�2000mAh�/�リチウムイオン）

冷却プレート

温度目安

強モード：外気温より -10～ -17℃�

弱モード：外気温より -4～ -8.5℃

※外気温35℃で測定時。使用環境により温度が前後し

ます。

駆動時間 専用バッテリー使用時：強モード�約1時間　弱モード�約

2時間

モバイルバッテリー (10,000mAh)：強モード�約5時

間15分　弱モード�約10時間30分

防塵防水等級 IP33

首回りサイズ 最小：約37cm�最大：約50cm

推奨使用環境 外気温35度以下

※36度以上の場合冷却プレートの冷えが悪くなった

り、本体が温かくなることがあります。

バッテリー容量 2000mAh( リチウムポリマー )

充電時間 約4時間（環境により変わります）

内容品 本体、専用バッテリー、USB�Type-C ケーブル、日本

語説明書

保証期間 12ヶ月

スペック

シリーズ累計販売数 80 万台以上。スイッチを入れたら２秒で冷却。
二つの冷却プレートで直接首を冷やして暑さを軽減するネッククー
ラー最新バージョンです。専用バッテリーでもモバイルバッテリーで
も使える 2WAY 仕様なので長時間冷やすことができます。室内から
炎天下の屋外まで、様々な環境で快適に過ごすための３つのモードを
搭載。ゆらぎモードは実用新案を取得した技術。強～弱を繰り返すこ
とで冷たさの感覚を保つことができます。
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運べるスポットクーラー「ワイルドクーラー」
運べるスポットクーラー「ワイルドクーラー」
型番：�SSPCACWL
￥29,800( 税込 )

詳しい商品詳細はこちら

サイズ 214× 525× 290(mm)

重量 9.8kg

電源 AC100V�50/60Hz

消費電力 50Hz：送風（強）13.5W�（弱）7.2W、冷風（強）

243W（弱）�234W

60Hz：送風（強）15W�（弱）8W、冷風（強）270W（弱）

260W

圧縮機 240W

冷房能力 293W(1000BTU)

冷媒 R-134a

冷媒封入量 85g

ドレンタンク容量 0.25L

使用環境温度 15℃～�40℃

使用環境湿度 0�～�90％

風量調節 2�段階

動作音 45.8 デシベルの環境下で作動させたとき、最大

72.7 デシベル

安全装置 ドレン満水検知、傾斜センサー

LED�ライト 強�5�～�7W　弱�2�～�4W

内容品 本体�排熱ダクト�ドレンホース�ドレンキャップ、
日本語取扱説明書

保証期間 12ヶ月

スペック

このクーラー、片手で持ち上げられるサイズの本格的なクーラーです。室外機と室内機を一体化し、コンパクトに凝縮しました。コ
ンプレッサー方式で熱交換を行いますので、コンセントに接続するだけで、涼しい風が送られてきます。
片手で持ち運べる小型サイズですので、どこでも持ち運び可能。作業場で、ガレージで、エアコンのない部屋で、車中泊など、様々
な場所でお使いいただけます。
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モニターアーム

3軸式くねくねモニターアーム
（ホワイト / ブラック）

ホワイト型番：MARMGUS1910W
ブラック型番：MARMGUS191B

4軸式くねくねモニターアーム
（ホワイト / ブラック）

ホワイト型番：MARMGUS1920W
ブラック型番：MARMGUS192B

￥6,800(税込 ) ￥7,800(税込 )

可動式ガスショック

モニターアーム
型番：MARM8530S

￥15,800(税込 )

4軸式スウィベル

モニターアーム２
型番：MARM7220S

￥9,300(税込 )

ガスショック式

スウィベルモニターアーム３
型番：MARMGUS24W

究極エクステンションアームDX
型番：MARMGUS6L

￥13,800(税込 ) ￥13,300(税込 )

収納スペース付きモニタースタンド
型番：MARMGUS136PB

￥8,800(税込 )

LCD モニタースタンド
型番：MARMGUS6410B

￥6,800(税込 )

8軸式ロングくねくねデュアル

モニターアーム
型番：MARMGUS11L

8軸式スウィベルデュアル

モニタアーム２
型番：MARM7260S

￥11,300(税込 ) ￥13,300(税込 )

4軸式デュアルモニタースタンド
型番：MARMGUS22V

￥8,800(税込 )

フレキシブル2面

モニタースタンド２
型番：MARMGUS62

￥13,380(税込 )

16軸式くねくね４モニタアーム
型番：MARMGUS12W

縦型３面ロングポール

モニターアーム
型番：MARM196FB

￥17,300(税込 ) ￥12,300(税込 )

４軸式クリップモニタアーム

ＳＬＩＭ（ホワイト）
型番：MARMGUS129AW

￥7,800(税込 )

4軸式クリップモニタアーム

（ホワイト）
型番：MARMGUS128W

￥6,900(税込 )

モ
ニ
タ
ー
ア
ー
ム
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モニターアーム

3軸式くねくねモニターアーム
（ホワイト / ブラック）

ホワイト型番：MARMGUS1910W
ブラック型番：MARMGUS191B

4軸式くねくねモニターアーム
（ホワイト / ブラック）

ホワイト型番：MARMGUS1920W
ブラック型番：MARMGUS192B

￥6,800(税込 ) ￥7,800(税込 )

可動式ガスショック

モニターアーム
型番：MARM8530S

￥15,800(税込 )

4軸式スウィベル

モニターアーム２
型番：MARM7220S

￥9,300(税込 )

ガスショック式

スウィベルモニターアーム３
型番：MARMGUS24W

究極エクステンションアームDX
型番：MARMGUS6L

￥13,800(税込 ) ￥13,300(税込 )

収納スペース付きモニタースタンド
型番：MARMGUS136PB

￥8,800(税込 )

LCD モニタースタンド
型番：MARMGUS6410B

￥6,800(税込 )

8軸式ロングくねくねデュアル

モニターアーム
型番：MARMGUS11L

8軸式スウィベルデュアル

モニタアーム２
型番：MARM7260S

￥11,300(税込 ) ￥13,300(税込 )

4軸式デュアルモニタースタンド
型番：MARMGUS22V

￥8,800(税込 )

フレキシブル2面

モニタースタンド２
型番：MARMGUS62

￥13,380(税込 )

16軸式くねくね４モニタアーム
型番：MARMGUS12W

縦型３面ロングポール

モニターアーム
型番：MARM196FB

￥17,300(税込 ) ￥12,300(税込 )

４軸式クリップモニタアーム

ＳＬＩＭ（ホワイト）
型番：MARMGUS129AW

￥7,800(税込 )

4軸式クリップモニタアーム

（ホワイト）
型番：MARMGUS128W

￥6,900(税込 )

4 軸式モニターアーム

ポールマウント
型番：MARM1120W

ノートパソコン用 4 軸式

アーム改
型番：MARMGUS10T

￥8,980(税込 ) ￥11,300(税込 )

ノートパソコン＆サブモニター

用ダブルアーム
型番：MARMGUS3360S

￥18,300(税込 )

電動昇降式大型テレビスタンド２
型番：THARMPD2

￥99,980(税込 )

大型ＴＶ移動式スタンド

（縦置き・横置き両対応）
型番：MARM862GA

PC CART
型番：PCCART01

￥44,800(税込 )

モニターアーム用ポール

(70cm)
型番：MARMP194E

￥4,200(税込 )

￥29,980(税込 )

メディカル PC カート
型番：MARM9010A

￥89,980(税込 )

超安定モバイルディスプレイ＆タブ

レットスプリングアームスタンド
型番：SSPTSASB

￥4,980(税込 )

モニターアーム用ロング

ポール (100cm)
型番：MARMP196F

￥4,780(税込 )

４軸式くねくねアーム

（ポール取り付け用部品）
型番：MARMP192B

￥4,800(税込 )

４軸式スウィベルアーム２

（ポール取り付け用部品）
型番：MARMP7220S

￥7,100(税込 )

ノートパソコン用４軸式アーム

( ポール取り付け用部品 )
型番：MARMP335B

￥7,900(税込 )

２軸式アーム

（ポール取り付け用部品）
型番：MARMP196A

￥3,080(税込 )

VESA 変換プレート

200x200
型番：MARMVESA200

￥3,380(税込 )

大型モニター用２軸式

アームポールマウント

(VESA400x200 対応 )
型番：MARM126CS

￥10,980(税込 )

大型 TV 壁掛け金具
型番：MARM9530B

￥3,580(税込 )

VESA200 変換プレート３
型番：MARM170EB81

￥2,380(税込 )

700
耐荷重

g
15.6
対応サイズ

inch

20
耐荷重

kg
20
耐荷重

kg
10
耐荷重

kg
27
対応サイズ

inch

10
耐荷重

kg

20
耐荷重

kg

30
耐荷重

kg

50
耐荷重

kg

10
耐荷重

kg
27
対応サイズ

inch
6
耐荷重

kg

6
耐荷重

kg

27
対応サイズ

inch
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電動オートコインカウンター

サイズ /重量 幅347×奥行き317×高さ273�(mm)�4.3kg

電源 AC100V�50/60Hz

ホッパー容量 500枚

各コイン引き出し 80～200枚（硬貨の種類による）

カウントスピード 最大340枚 /分

消費電力 20W未満

注意事項 2021 年 11月 1日に発行された新 500円硬貨に対

応しています。

保証期間 12カ月

スペック

電動オート紙幣カウンター紫外線偽札検知機能付

電動オートコインカウンター
型番：�CNCT82BT
￥23,800( 税込 )

大量の硬貨を入れるだけで自動的にカウント＆選別。選別しなが
ら、各硬貨の枚数・トータル金額を自動計算します。また各硬貨
の枚数をあらかじめ指定しておけば、硬貨がその枚数に到達する
度にカウントがストップ。必要な硬貨の枚数だけ取り出す事が出
来ます。

サイズ /重量 幅245×奥行き330×高さ190(mm)�5.4kg

電源 AC100V�50/60Hz

カウントスピード 最大1,000枚／分

最大計数枚数 1～999枚

機能 偽札検知機能（UV）、プリセット機能（任意指定枚数ス

トップ）、加算計算機能、自動スタート機能

保証期間 12カ月

スペック

電動オート紙幣カウンター紫外線偽札検知機能付
型番：�MPNYCT4T
￥19,800( 税込 )

数えたいお札の束を投入口に置くだけで、超スピードでらくらく
お札を計数。カウント数はデジタル表示で見やすく、指定した枚
数でとまるプリセット機能、お札を分けて入れても合計枚数を計
算してくれる加算機能、紫外線（UV）でお札をチェックする偽札
検知機能など便利な機能が搭載。
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工具

充電式電動ラチェットレンチ
型番：�S-ERW21B

充電式電動
ラチェットレンチ

研磨から切断作業まで！
充電式電動DIYマルチツール
型番：�S4IN1SPT

研磨から切断作業まで！
充電式電動DIYマルチツール

ホイール交換楽々、高トルク280Nm「充電
式電動インパクトレンチ」
型番：�SCEIW18V

ホイール交換楽々、高トルク280Nm「充電
式電動インパクトレンチ」

￥9,980( 税込 )

￥17,800( 税込 )

￥13,800( 税込 )

充電式でコンパクトサイズな電動ラチェットレンチです。
片手でも持ちやすいスリムなボディで、狭い場所でも非
常に使いやすいラチェットレンチ。10 ～ 17mm まで
の計 7 本のソケットが付属しています。

DIY にかかせないドリルドライバー、インパクトドライ
バー、サンダー、ジグソーが 1 台に集約、アタッチメン
トを付け替えるだけで使える充電式の電動工具です。

トルクは、280Nm。ハイパワーでありながらブラシレ
スモーターを搭載することにより精度の高さと静音性を
両立。バッテリーや充電器も標準で付属しています。
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30LED ライト付きスタンドルーペ

45LED ライト付きクランプ式フレキシブルアームルーペ

サイズ /重量 幅 30 ～ 200 × 高 さ 350 ～ 765 × 奥 行 670 ～

730�(mm)�2.5kg

電源 AC100V�50/60Hz

ライト数 45個

明るさ 照度2400lux/ 光束 650lm

ルーペサイズ 直径12cm

ルーペ倍率 1.75倍

保証期間 6カ月

スペック

45LEDライト付きクランプ式
フレキシブルアームルーペ
型番：�LEDCLAHWH
￥8,680( 税込 )

細かい作業をする時に使える、ライト付きのクランプ式ルーペで
す。45 個の高輝度 LED ライトで、手元を明るく照らします。アー
ム部は無段階調整可能でスムーズに高さ調整可能。クランプ式で
どこにでも取り付けることができます。

サイズ /重量 幅190×高さ250～400×奥行460�(mm)�1.8kg

電源 AC100V�50/60Hz

ライト数 30個

明るさ 照度1800lux/ 光束 450lm

ルーペサイズ 直径9cm

ルーペ倍率 1.75倍 /4倍

保証期間 6カ月

スペック

30LEDライト付きスタンドルーペ
型番：�LEDSTAHWH
￥5,480( 税込 )

細かい作業をする時に使える、ライト付きのスタンドルーペです。
30 個の高輝度 LED ライトで、手元を明るく照らします。アーム
部は無段階調整可能でスムーズに高さ調整可能。スタンド式でど
こでも使うことができます。
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USBで使えるLEDライト付ロングスタンドルーペ

サイズ /重量 直径300×高さ510～ 1980(mm)�5.3kg

電源 USB（5V�2A）

ライト数 72個

明るさ 800～ 1200lm

調光 明るさ：10段階　色：3種類（昼白色�昼光色�電球色）

ルーペサイズ 直径11cm

ルーペ倍率 5倍

保証期間 6カ月

スペック

USBで使える LEDライト付
ロングスタンドルーペ
型番：�C-LRS21W
￥7,480( 税込 )

細かい作業をする時に使える、ライト付きのスタンドルーペです。
72 個の LED ライトは 10 段階に明るさを調整可能で、3 種類の
カラーに変更できます。キャスター付きで移動が楽なスタンドは、
ポールの数を変えることで高さが変わり、立っていても使用する
ことができます。
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サンコー株式会社　営業部
〒 101-0023 東京千代田区神田松永町 19
秋葉原ビルディング 8 階
TEL 03-3526-4321
FAX 03-3526-4322
Eメール：sales2@thanko.jp
https://www.thanko.co.jp/


