2 ステージ充電式真空ポンプ(ルーム AC 用) RP-225
2 ステージ充電式真空ポンプ(ルーム～パッケージ AC 対応) RP-225L
●業界初のツーステージ充電真空ポンプ
●RP-225 は一回の充電で約 50 分の連続運転
●RP-225L は一回の充電で約 120 分の連続運転
●排気量 50L/min ●到達度 22.5 ミクロン

18V/5A バッテリー仕様
RP-225 定価：95,000 円

大特価

●リチウムイオン電池 18V5Ah（RP-225）･18V9Ah（RP-225L）

●RP-225L は、3/8、5/8 配管長 40ｍまでのパッケージ AC 使用可能！！
●重量（電池込み）3.8kg(RP-225)・4.2kg（RP-225L）
●充電器、専用ケース、ポンプオイル付
●超小型の充電式でパッケージ AC まで
対応できる唯一の高真空ポンプです。

18V/9A バッテリー仕様
RP-225L 定価：104,500 円

大特価

デジタルマニホールドセット
DM-80SE

R-32 R-410A ＥＣＯバルブチャージホース
超ミニマニホールドセット EV-HMS

●飽和温度計測機能付マニホールド ●計測圧力-0.001～5.000Mpa

●ミニマニホールドはボールバルブ式で超小型設計

●デジタル表示で真空圧力も正確に計測可能 ●電源：単 4 電池 3 本

●ECO バルブチャージホース（青・赤）標準ホース（黄）の 3 本セット

●付属品：エコバルブホース、

●ECO バルブチャージホースは、ホースを

スタンダートホース、ケース

動かしても接続部が緩みません

新定価：37,500 円

新定価：26,500 円

大特価

大特価

フロン回収装置 RM330
●R-32 冷媒対応 ●インバーター強力モーター ●デジタル表示

防塵防水型チャージングスケール
BS-502

●軽量設計の 10.5kg ●回収能力：270g/分（R-410A）

●IP65 取得の防塵防水機能搭載 ●計量範囲：0～50kg

●ブラシレスモーターを採用により低電圧でも起動する

●最小計量単位：5g・10g ●重量：2.7kg ●電源：単 4 電池 2 本

ツインコンプレッサー(1HP)

●付属品：キャリング用ハードケース 電池交換用工具

定価：37,500 円

新定価：180,000 円

大特価

大特価
超軽量フレアツール 700-DPC

超軽量フレアツール 700-RPA

●新たに装備されたシリンダーガイドは異物混入と横ブレを防止

●超軽量フレア第 5 弾 待望の内蔵ラチェット仕様

●プランジャー式位置決め構造で正確な位置でヨーク本体が停止

●プランジャー式位置決め構造で正確な位置でヨーク本体が停止

●重量：860ｇと超軽量 ●電ドル、プラスビットで使用可能

●重量：995g と超軽量

●面出しガイド付ゲージバー

●面出しガイド付ゲージバー

●適合サイズ：1/4、3/8、1/2、5/8（※）

●適合サイズ：1/4、3/8、1/2、5/8（※）

新定価：30,000 円

新定価：28,000 円

大特価

大特価
※1/4、3/8、1/2、5/8、3/4 ゲージバー仕様もございます。

ラチェットトルクレンチ

フィックスレンチ（ルーム AC 用） FW-2479-N10
フィックスレンチ（パッケージ AC 用） FW-1234P

大特価
RTQ-380(3/8) 定価：9,500 円
大特価
RTQ-550(1/2) 定価：13,200 円 大特価
RTQ-750（5/8） 定価：13,600 円 大特価
RTQ-180(1/4) 定価：8,800 円

●業界初 室内機配管ユニオン部六角固定用レンチ
●12、14、17、21ｍｍの固定が可能（FW-2479-N10）
●12、17、21、22、23、24ｍｍの固定が可能（FW-1234P）
●トルクレンチとの 2 丁掛けに最適

ラチェットトルクレンチ
フィックスレンチセット

FW-2479-N10 定価：5,800 円

大特価

●ラチェットトルクレンチ 4 本と
フィックスレンチ 2 本のフルセット

RTQS-61 定価：49,800 円

FW-1234P 定価：7,800 円

大特価

大特価

ラチェットベンダーセット RB-147W

R-32・410A ECO バルブ EV-C

●スライド式シューバー採用 シューバーの組み換え無しで

●従来品のコントロールバルブからの進化系

5 サイズの曲げ加工が可能となりました

●ローレット元締めからムシ押しまで先端のハンドルを回すだけ

●アルミ製ホイール採用で圧迫損傷を解消

で操作が可能

●逆曲げアタッチメント標準装備

●ホースが絡まないスイブル機能（ホースの緩みを防止します）

●サイズ：1/4、3/8、1/2、5/8、3/4

●高耐圧仕様（常用圧力 5.5Mpa)

●なまし銅管用

●サイズ：5/16 フレア

新定価：39,800 円

新定価：4,980 円

大特価

大特価

電動ドリル装着型リーマー
BT-19 BT-34
●アシストドライバーにもピッタリ
●適合サイズ：1/4～3/4（BT-19）
1/4～1-3/8（BT-34）

油圧エキスパンダー VHE-42A

エキスパンダー 13100BBK

●油圧の力で簡単拡管
●日本人の手のひらサイズに合わせた
本体設計
●セット内容：3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、
1-1/8、1-1/4、1-1/2、1-5/8 (10 サイズ)

●業界定番となった 1/4 ヘッドサービス付の元祖
●セット内容：1/4、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8 (8 サイズ)
●なまし銅管用

●本体重量：875ｇ(ヘッド含まず)

●別売オプションも 1-5/8”までラインナップ

BT-19 定価：4,980 円

大特価
新定価：42, 000 円
BT-34 定価：7,500 円 新定価：105,000 円

大特価

大特価

片刃チューブカッター TC-327S

片刃ミニチューブカッター TC-232S

●切断能力：3/16～1-1/4(4～32 ㎜)

●切断能力：3/16～1-1/4（4～32mm）

新発想の片刃
チューブカッター

ELS-11１
●赤外線式センサー採用

DF-2800

ガス漏れ検知器

小型溶接機

●感度 4ｇ/年 充電式

●2800℃の火力で横倒し使用も可
●火口(♯100、200、300)3 本入り
●酸素レギュレーターは自動調圧

●連続約 8 時間(充電時間 4 時間)

●驚く程綺麗な切断面を
是非実感してください

大特価

大特価
● 対 応 冷 媒 ： R32 R410A R407C

●ホース長：3ｍ ●重量：9.8kg

R404A R22 等

大特価

定価：5,000 円

定価：4,500 円

R-32･410A コントロールバルブ

新定価：52,000 円

新定価：92,000 円

A44000S

大特価

大特価

大特価

定価：4,400 円

●上記以外でも特選工具を取り揃えております。価格は全て税抜価格となります。

