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先行手摺ユニット　手摺 FH-15N
　　　　　　　  　手摺 FH-18N
先行手摺枠パラペッター　AP-06幅木付
　　　　　　　　　　　　AP-09幅木付
　　　　　　　　　　　　AP-12幅木付
　　　　　　　　　　　　AP-15幅木付
　　　　　　　　　　　　AP-18幅木付

騒音測定器デジタル　NL-20
　　　　　　　　　　NL-42
送風機　200ｍｍ
　　　　300ｍｍ
測量機器用アイピース　AG型
　　　　　　　　　 　 2型
　　　　　　　　　 　 13型

ダイカ防炎メッシュ　06青吋
　　　　　　　　 　 09青吋
　　　　　　　　  　12青吋 
　　　　　　　　  　15青吋
　　　　　　　　  　18青吋
ダイヘッド AT　2吋半-3吋
　　　　 　　  4分-2吋
　　　　 　　  5吋-6吋
　　　　  手動　2分-3分
　　　　  　　   4分-6分
　　　　  　　   1吋-1吋半　
　　　　  　　   1吋半-2吋
　　　　  　　   2吋-3吋
　　　　  　　   3吋半-4吋
ダクト　200ｍｍ 5ｍ　　
　　  　300ｍｍ 5ｍ
打撃スパナ　36ｍｍ　
　　　　　　46ｍｍ
　　　　　　50ｍｍ
　　　　　　55ｍｍ
　　　　　　60ｍｍ
　　　　　　65ｍｍ
打撃メガネ　36ｍｍ
　　　　　　46ｍｍ
　　　　　　55ｍｍ
竪吊クランプ　SL型 2t
　　　　　  　SL型 3t
建枠減幅金具BU-205
多目的台車 S1 旋回ストッパー付
タラップボード ALTK518S
タラップボード用伸縮梯子
タワー内階段用　エンド手摺
　　　　　　　　階段
　　　　　　　　回転踏板
　　　　　　　　回転踏板フレーム
　　　　　　　　最下段枠
　　　　　　　　中折式手摺枠
タワー用昇降梯子
タワー用調整枠アームレス
タワー用　巾木A
　　　　　巾木B
タワー枠A2アームレス
単管打込キャップ座金（販売）
単管打込先端ミサイル（販売）　
単管パイプ　0.5ｍ　
　　　　　　1.0ｍ

　　　　　　1.5ｍ
　　　　　　2.0ｍ
　　　　　　2.5ｍ 
　　　　　　3.0ｍ 
　　　　　　3.5ｍ
　　　　　　4.0ｍ
　　　　　　4.5ｍ
　　　　　　5.0ｍ
　　　　　　5.5ｍ
　　　　　　6.0ｍ
単管パイプ　1.0ｍ ピン付
　　　　　　1.5ｍ ピン付
　　　　　　2.0ｍ ピン付
　　　　　　2.5ｍ ピン付
　　　　　　3.0ｍ ピン付
　　　　　　3.5ｍ ピン付
　　　　　　4.0ｍ ピン付
　　　　　　4.5ｍ ピン付
　　　　　　5.0ｍ ピン付
　　　　　　5.5ｍ ピン付
　　　　　　6.0ｍ ピン付
炭酸ガス350A統合延長線20ｍ
炭酸ガス500A統合延長線20ｍ
炭酸ガス自動溶接機　350Aオリフィス（販売）
　　　　　　　　　　350Aチップ （販売）
　　　　　　　　　　350A統合
　　　　　　　　　　350Aノズル（販売）
　　　　　　　　　　350A標準トーチ3ｍ
　　　　　　　　　　350Aフレキトーチ3ｍ
炭酸ガス自動溶接機　500Aオリフィス（販売）
　　　　　　　　　　500Aチップ（販売）
　　　　　　　　　　500A統合
　　　　　　　　　　500Aノズル（販売）
　　　　　　　　　　500A標準トーチ3m
炭酸ガスボンベ
炭酸ガス 7kg（販売）

チェーンクランプ
チェーンブロック　0.5t 2.5ｍ
　　　　　　　 　0.5t 6ｍ
　　　　　　　 　1t 2.5ｍ
　　　　　　　 　1t 6ｍ
　　　　　　　 　1t 10ｍ
　　　　　　　 　1.5t 2.5ｍ
　　　　　　　 　1.5t 6ｍ
　　　　　　　 　2t 3ｍ
　　　　　　　　 2t 6ｍ
　　　　　　　 　2t 11ｍ
　　　　　　　 　3t 3ｍ
　　　　　　　 　3t 6ｍ
　　　　　　　 　5t 3ｍ
　　　　　　　 　5t 6ｍ
　　　　　　　　10t 3.5ｍ
　　　　　　　　10t 6ｍ
調節枠　A317アームレス
　　　　A317（S）アームレス
　　　　A417アームレス
　　　　A6104Sアームレス
チルタンク　4t
　　　　  　12t
チルホール　1.5t
　　　　　　1.5t ワイヤー 20ｍ　
　　　　　　3t　
　　　　　　3t ワイヤー 20m
チルホール用バー
チルローラー　2t
　　　　　　　2t アルミ製
　　　　　　　3t　

　　　　　　　 5t
　　　　　　　10t アルミ製
チルローラー ハンドル　2t アルミ製用　
　　　　　　　　　　　2t-5t用
　　　　　　　　　　　10t用

つま先板L型アルミ製　FBAL-06　
　　　　　　　　　 　FBAL-09
　　　　　　　　　 　FBAL-12　
　　　　　　　　　 　FBAL-15
　　　　　　　　　 　FBAL-18
　　　　L型行止りアルミ製　FBAL06E
　　　　　　　　　　　　 　FBAL09E
　　　　　　　　　　　　 　FBAL12E
　　　　L型行止りスチール製　SBH06E
　　　　　  　　　　　　　  　SBH09E
　　　　　  　　　　　　　  　SBH12E
　　　　L型直線連結アルミ製RFAL11
　　　　L型角連結アルミ製RFAL-01
つま先板L型用固定金具FLF-01
吊揚クランプ　SBN型 0.5t 1穴
　　　　　　　SBN型 1t 1穴
　　　　　　　SBN型 2t 1穴
　　　　　　　SBN型 3t 1穴
　　　　　　　SBN型 5t 1穴
　　　　　　　SBB型 0.5t 2穴
　　　　　　　SBB型 1t 2穴
　　　　　　　SBB型 2t 2穴

手摺　A27
　　　A28
　　　A29
　　　A31
　　　A31S
　　　A32
手摺RT4NK タワー枠用
手摺柱Ｎ25冠型アームレス
　　　　　　　　　　　　 タワー枠用
鉄筋カッター　13ｍｍ
                 　19ｍｍ
鉄骨金物60用　自在1型
　　　　　　 　自在2型
　　　　　　 　固定型
鉄製脚立ステップ付　3尺
　　　　　　　  　　4尺
　　　　　　　  　　4.5尺
　　　　　　　  　　6尺
電気チェンソー　単相100
　　　　　　　　刃（販売）
電気ハンマー　Ｈ50
　　　　　　　Ｈ50用ノミ（販売）
　　　　　　　Ｈ50用平型ノミ（販売）
　　　　　　　PH65
　　　　　　　PH65用スコップ型ノミ
　　　　　　　PH65用ノミ（販売）
電光標示板 SDX-C120　
電子サンダー 180ｍｍ
電子セーバソー
電動チェーンブロック　0.45ｔ 6ｍ
　　　　　　　　　 　0.45t 12ｍ
　　　　　　　　　 　0.49t 45ｍ　　　　
　　　　　　　　　 　1t 10ｍ
　　　　　　　　　 　1t 12ｍ 100V
　　　　　　　　　 　1t 15ｍ
　　　　　　　　　 　2t 8ｍ

　　　　　　　　　 　2t 15ｍ
　　　　　　　　　 　2t 20ｍ
　　　　　　　　　 　2.8t 10ｍ
　　　　　　　　　　 2.8t 25ｍ
　　　　　　　　　 　5t 10ｍ
　　　　　　　　　　 5t 25ｍ　
　　　　　　　　　 　10t 15ｍ
点滅灯LED　エイトマン（電池別）
　　　　　　ソーラータイプ
　　　　　   ソーラー用 筒・バイス金具
点滅灯LED用　カラーコーントップ　
　　　　　   　ベース
　　　　　   　ポール

砥石　100ｍｍ（販売）
　　　180ｍｍ（販売）
　　　305ｍｍ（販売）
投光器 LEDエコナイター 20W
投光器 LED 50W
投光器 LED　パイプライト 23W
　　　 　　　パノラマスタンド 100W　
投光器 アース付 300W
　　　 　　　   500W
投光器 充電式 LED スタンドライト
　　　　　　　　　 ワークライト
投光器 LEDバルーン 300W スタンド付
投光器 バルーンライト 400W スタンド付
　　　 　　　　　　   1000W スタンド付
投光器 ハロゲン 300W
投光器 ハロゲン用三脚スタンド
トラックロープ9ｍｍ×15ｍ （販売）
ドラムジャッキ 6t 1組
ドラム・ジャッキ用リール棒
トランシット （三脚付）
トランス　3KVA
　　　　  5KVA
　　　　  5KVA 単三

鳥居枠　A3055Aアームレス
　　　　A4055Bアームレス
ドリルスリーブ　1×3
　　　　　　 　2×3

長ベース・ジャッキ
縄梯子 9ｍ
          10ｍ

ネット吊り金具　横付フック アライ
　　　　　　  　下付フック
ネット用クイックブラケット
熱風発生機 TSK-23
　　　　　 TSK-33

ノミ　CB-20用 （販売）
　　　CB-30用 （販売）
乗入スロープ 特殊プラ製 Ｈ15
　　　　　　　　　　　　　　　コーナー
法面用アルミ階段　1.2ｍ
　　　　　　　　 　2ｍ
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