




特別
特価

特別
特価

特別
特価

特別
特価63,400円63,400円63,400円63,400円

2,980円2,980円2,980円2,980円

［ＰＴ-Ａ２００セット］

1,570円1,570円

アラウンド
工具ホルダーＡ型
アラウンド
工具ホルダーＡ型

アラウンド
工具ホルダーB型
アラウンド
工具ホルダーB型
［ＡＷ-ＫＨB-ＢＵ／青］

1,570円1,570円
［ＡＷ-ＫＨＡ-ＢＵ／青］

［ＣＷＭ３Ｓ２５５５］

セフＧ３ゴールドダブルマグ２５

19,500円19,500円19,500円19,500円

SEGハーネスZA
軽量アルミ製
［各種］

特別
特価

特別
特価

12,600円12,600円12,600円12,600円

13,350円13,350円13,350円13,350円

SEGハーネスZS
スチール製
［各種］

［VR150FL2］

SEGハーネス用
ランヤード

7,980円7,980円7,980円7,980円

安全帯胴当てベルト空圧

［ACRX700］

4,740円4,740円4,740円4,740円

ビット交換ソケットダブル
１７×２１落下防止付き
［ＢＳ１７２１ＲＢ-１２Ｋ］

900円900円900円900円

脱落防止アダプター

［ＡＤ-Ｍ／AD-H］各種 1,300円1,300円1,300円1,300円

5,900円5,900円
なかじま 立衿オープンシャツ <Ｍ>

［1056-602／カーキ］

17×19・17×21・19×21 各種

マキタ用 日立用

ニックス

ニックス

ニックス

特別
特価9,680円9,680円9,680円9,680円

［ER150UL2］

SEGハーネス用
ランヤード

安全ロック付
き

軽量小型

5,600円5,600円
本革携帯ケース

［ｉ６－Ｂ／ｉＰｈｏｎｅ６用／青］

7,500円7,500円
なかじま 三ツ釦超ロング細身仕立て

［1064-60／カーキ］

7,610円7,610円
チェーン式ラチェットホルダ
［ＫＢＬ－１００ＲＤＸ／青］

ニックス

9,200円9,200円
チェーン式２段ＬＬホルダー
［ＫＢＬ－２０１ＰＬＤＸ／青］

ニックス

36,000円36,000円

16,500円16,500円

ニックス チェーン式腰袋３段 ブルー

［ＫＧＢＬ－３０１ＤＤＸ］
［受注生産品］

２丁掛 ワンタッチベルトセット

［ＴＲ１５０Ｌ２Ｗ-ＷＢ］
［Ｌ２･フック］

3,570円3,570円

安全キャッチ ダブル

［ＡＺＣ-Ｗ］

3,840円3,840円

携帯灰皿ケース

［ＳＡ－ＢＬ／青］

3,930円3,930円

スケール 安全セフ
Ｇロックマグ２５

［ＣＡＺ４Ｍ２５５５／5.5m］

390円390円
すみつけシャープ１.３＜HB＞

［ＳＳ１３-ＨＢ ］

3,570円3,570円

モバイルレベル １２０mm

［ＭＬ-１２０Ｂ／青 ］

1,690円1,690円

アルミニスト オートロックＬ

［ＡＣ-Ｌ５００Ｂ］
［メタリックブルー］

3,740円3,740円
パーフェクトキャッチ

［ＰＣＧ３-Ｂ４００Ｂ／青 クイックブラ付］

2,950円2,950円
アルミボルトクリッパー 曲 250㎜
［ＳＢＣ-Ｂ２５０ＢＵ／青］

7,410円7,410円
ステンレス製 ラチェットレンチ
［ＳＲＭ-１７×２１Ｓ］

122,540円122,540円魂セレクト合計
展示会特別価格
魂セレクト合計
展示会特別価格 がが

※表示価格は全て税別となっております

他にもありますオススメ商品！

太軸インパクト足場２００

曲シノ付ショートラチェットレンチ

［SRB1719／SRB1721／SRB1921］

110,000円110,000円110,000円110,000円
［ＴＤ１６０ＤＲＧＸ］ ［ＳＫ３０８ＰＨＺ］

特別
特価44,500円44,500円44,500円44,500円

１４.４Ｖ
６Ａｈ

充電式インパクトドライバ レーザー墨出し器（受光器・三脚別売り本体のみ）
★自動変速で操作性UP! ★壁際さげふり5cm投射可能

鳶職人さん必見！

むらっさん！さすがっす！！

99,800円なりなり

むらっさん！
！

これイイじ
ゃない！

★自動静止構造で素早く止まる

★できる男はマナーを守る！

★作業に合わせて巻取り方式を選べるロック&フリー2ウェイ機構

★使い込むほどに味が出るアルミダイカストボディ

★パイプに密着V字溝測定面・大型通し孔付

★特殊バネ構造により万一、工具を落下させても
　ガクンというショックを吸収、工具がバウンドしません

★アルミ合金の鍛造加工ハンドルで、強靭・軽量

★脱着が片手ラクラク！

★10㎜太軸ソケットで軸折れ強度15倍 ★高耐久エアクッションが腰に密着

★18Vインパクト
　ドライバー対応

★ソケットの軸が
　折れても落下を防ぐ！

★仮設足場・住宅施工等に
　最適なショートタイプ

★細身がGOOD！

★天然素材ゆえのシワやキズが一つの個性

★立衿でキリッとキマる！

★使い込む程、味が出る！
★人気NO.1

★本体、ソケット・爪は、鍛造成形により耐久性抜群！

ポイントは

ってこと

めっちゃく
ちゃ

スタイリッ
シュじゃん！

！

即ゲットだ
ぜ！

私たちも一式
揃えるわよ！！
よしっ！

えっ！？なに
コレ？

カネマツ村田が
スタイリッシュ！に
キメる！！！！

かっこいい・・

実際手に取り、

身に着けセレクトしました！

このセットに魂込めてます！！
！

　　　　　　　　・・・b
yむらっさん

う、うらやましい・・

チラ
ッ
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999 999
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逃げられるまえに商品ゲット！

特別
特価

モツレン水糸

スーパーレッド（オフセット砥石）

220円220円
★騒音・振動・使用感が大幅UP

特別
特価

板金デンマル１２５mm

3,900円3,900円

★ガルバ鋼板がスイスイ切れる！

★黒い水糸知ってます？明るい場所で発揮する、常識を覆す視認性！

エア釘抜き機

まとめて12枚の

特別価格！

［ＡＫＮ１０］

［ＤＭＧ-１２５５０］

47,600円47,600円47,600円47,600円
★型枠作業でも釘抜きがスピーディ！

Ｇ-ＳＡＷ ２１０・２4０（各１２枚入り）

［Ｇ-ＳＡＷ２１０］

［Ｇ-ＳＡＷ２4０］

★仮枠・剪定用に！

刃長210mm

刃長240mm

［80892］

Hitachi Koki

特別
特価

脚部伸縮式スタビライザー付き
３連はしご

最大
22
cm

高
さ
調
整

132,800円132,800円［ＬＳＳ３-９０］

特別
特価 450円450円［極太１３５ｍ・黒／太270ｍ・黒］

常圧シングルネイル釘打ち機

47,600円47,600円
★アスファルトシングル施工に対応！

［ＣＮ-５４５Ｒ］

脚部伸縮式スタビライザー付き
２連はしご

71,800円71,800円［ＬＳＳ２-５４］

コードレスインパクトドライバ
（１４.４Ｖ-３Ａｈ）

37,600円37,600円
★急速充電約20分！！！！！

［ＷＨ14ＤＫＬ］

Hitachi Koki

Hitachi Koki

１００mm電気ディスクグラインダー

9,500円9,500円
★ハイパワー960W高性能モーター搭載

［Ｇ１０ＳＰ４］

トカゲ ハイパー105mm（10枚入）

切断砥石
まとめ買いの
大チャンス到来！

段差のある
場所でも
まっすぐ使える
脚部伸縮！

★ステンレス・金属の切断に！
［2.2mm／1.5mm／1.0mm］

３２mmワイヤ連結釘（シージングネイル）

11,375円11,375円
★アスファルトシングル施工用
　1巻き（120本）×30巻き

［Ｌ－ＮＲ３２Ｗ１］

エアコンプレッサー（高圧2口一般2口））

149,000円149,000円
★耐久力が従来品の約240％UP

［ＥＣ１４４５Ｈ２（B）］

［105×6×15］

ＺＡＴ無縫製バッグ

2,950円2,950円

★カバンごと水でカンタン丸洗い

［レッド・ブラッグ・ブルー各色］

安全ベルト極帯

8,500円8,500円

★各種ツールホルダーとの組み合わせにも対応

［黒×黒・黒×赤・黒×青・黒×グレー］

PROGEAR

ライトウォームベスト

4,084円4,084円［メタリックシルバー・ブラック各色］

折りたたみ式作業台
★レバー操作で間単に折りたたみ可能

［ＷＤ-７５］

ＢＸハッカー
MIKI

［ＢＸ２－Ａ］

MIKI

［ＢＸ２－Ｄ］

★お出かけ用でも
　使えちゃう程オシャレさん

ミュウツー（松本則夫） ／ CP99999

マツモッティ率いる
ミュウツー

軍団を見つけたぞ！

こんなの探してた！！が、きっと見つかる！

新商品型枠・板金屋さん注目！ 発見！オススメ商品

ゼニガメ（茂古沼 晃典） ／ CP59

カメックス（長根浩路） ／ CP3000

コードレスインパクトドライバ
（１４.４Ｖ-6Ａｈ）

［ＷＨ１４ＤＤＬ２］44,000円44,000円44,000円44,000円
★新打撃機構トリプルハンマ！

Hitachi Koki

コードレス１２５mm丸ノコ
（１４.４Ｖ-５Ａｈフルセット）

［Ｃ１４ＤＢＬ（ＬＪＣＫ）］41,700円41,700円41,700円41,700円
★クラス最小・最軽量！

Hitachi Koki

4,980円4,980円4,980円4,980円

11,000円11,000円11,000円11,000円 11,000円11,000円11,000円11,000円

6,600円6,600円6,600円6,600円
特別
特価6,000円6,000円6,000円6,000円

9,900円9,900円9,900円9,900円

大特価スマートギア １９mm-５.５ｍ
１２個セット（限定色）

取り混ぜ

50枚で
この価格

従来品と比べ脚幅が
最大 倍2.44

捕まえるなら
今がチャンス！

ポケモン見つけたと思ったら・・・なんと ボスキャラ見つけたと思ったら・・・なんと

軽自動車にも積
めるから

これなら大丈夫
！

やべぇ！！
見つかっちゃった・・・（汗

フフフ・・・
見つかってしまっては
しょうがない。

ねえねえ
これ買ってよぉ～

ＢＸハッカー
MIKI

［ＢＸ２－Ｄ－RD・ＢＵ各色］

11,500円11,500円11,500円11,500円

結束線締めるならコレ！

捕まえるなら
今がチャンス！

今年の新商品も
便利アイテムが
いっぱいだぜ！

手のひらにピタッと吸い付くグリップ力！
MIKIのハッカーがカネマツに新登場！

ＢＸハッカー

プッシュアップ式２連はしご
★騒音・振動・使用感が大幅UP

［ＬＱ２-４０］

ハセガワ脚立・ハシゴの

9,600円均一9,600円均一9,600円均一9,600円均一
取手を持って
踏ざんを上下するだけの
超カンタン操作の
はしごだよ！

はしご兼用脚立
★両面ツバ付き幅広設計でハシゴでも安心！

［ＲＳ-１８］

●全長8.89～9.11m
●縮長3.90m●重量25.1kg

●全長5.18～5.39m
●縮長3.20m●重量13.6kg

幅広ステップで
　　　足が疲れにくい！

「あったらいいな！」の
オススメ商品！

カネマツ201611.11（金）秋冬展示会開催！ カネマツ201611.11（金）秋冬展示会開催！

●天板高さ1.70m●はしご時長さ3.56m
●重量13.6kg

●天板高さ0.76m●天板寸法47×30cm
●重量5.2kg

●全長4.02m●縮長2.29m
●重量7.6kg




