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‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　　

　　　　　　　　　 3ｍ
　　　　　   階段手摺　1.2ｍ
　　　　　  　　　　　 2ｍ
　　　　　  　　　　　 3ｍ

パーソナルリフト　7.5
　　　　　　　  　9
パイセット　2インチ　
                3インチ
                4インチ
                6インチ
パイプ・サポート  2.0尺
　　　　　　　　3.0尺
　　　　　　　　4.0尺
　　　　　　　　5.5尺
　　　　　　　　7.0尺
　　　　　　　　9.0尺
パイプ台車 1200×800
               アルミ製 1221×771
パイプベース
　　　　　　自在
パイプベンダー
パイプ用キャップ　A カバー型（販売）
　　　　　　　　  B 挿入型（販売）
バイブレーター ハンド式
ハイプレッシャーM式
　　　　　　　  　　　延長ホース10ｍ　
バキューム　LSP1.4S
　　　　　  吸水ホース 5ｍ
　　　　　  排水ホース 10ｍ
　　　　　  排水ホース 20ｍ
梯子枠　A303Lアームレス
　　　　A304Lアームレス
　　　　A403Lアームレス
　　　　A404Lアームレス
　　　　AFB0615LAアームレス
　　　　AFB0915Lアームレス
　　　　AFB1215LEアームレス
バタ角　2ｍ 木製
　　　　4ｍ 木製
発電機　900W インバーター ガソリン
　　　　2KVA防音 ガソリン
　　　　2KVA防音インバーター ガソリン
　　　　2.3KVA ガソリン
　　　　2.4KVA防音 ガソリン
　　　　3.8KVA防音 インバーター ガソリン
　　　　4KVA防音 ガソリン
　　　　4KVA防音 インバーター ガソリン
　　　　4.5KVA ガソリン
　　　　10KVA防音 ディーゼル
　　　　13KVA防音 ディーゼル　
　　　　25KVA防音 ディーゼル
　　　　25KVA極超低騒音 ディーゼル
　　　　25KVA極超低騒音 ディーゼル2電
　　　　25KVA極超低騒音 ディーゼル3電
　　　　25KVA極超低騒音3電 防油堤付
　　　　45KVA極超低騒音 ディーゼル
　　　　45KVA極超低騒音 ディーゼル2電
　　　　45KVA極超低騒音3電 防油堤付
　　　　60KVA防音 ディーゼル
　　　　60KVA防音 ディーゼル2電
　　　　60KVA極超低騒音 ディーゼル2電
　　　　60KVA極超低騒音3電 防油堤付
　　　　100KVA極超低騒音 3電
　　　　150KVA防音 ディーゼル2電
梁枠　A146
　　　A147
　　　A148

　　　Ｆ-2
梁渡　A150　
　　　A152
　　　A153
バルーンライトE式　ガソリン
　　　　　　　　　 800Wディーゼル
　　　　　　　　　 1000Wディーゼル
番線（販売）　
ハンドスイーパー
　　　　　　　　 サイドブラシ付
バンドソー　帯ノコ携帯No.7（販売）
　　　　　  帯ノコ携帯No.8（販売）　　  
　　　　　  帯ノコNo.9（販売）
　　　　　  帯ノコNo.13（販売）　
ハンドランプ耐圧防爆 室内用 30ｍ　

ＰＰヒモ メッシュ用グレー （販売）
　　　　メッシュ用青 （販売）
飛散防止ネット 1K×3K
ビティ用昇降梯子
　　　　　　　  　手摺　
ピボット・ジャッキ

風速計 デジタル 警報付
フェンス　1200 メッキ　
　　　  　1800 メッキ
　　　  　1800 全面鉄板 メッキ
フェンス用鋳物ブロック メッキ
フェンス用ドア　900 メッキ
　　　　　　　  900 全面鉄板 メッキ
フェンス用ドア　1800 メッキ　
　　　　　　    1800 全面鉄板 メッキ
フェンス用Ｈ型スタンド ＦＳ－２
フェンス用ブロック
フェンス1200用Ｈ鋼取付サポート
　　　  1800用Ｈ鋼取付サポート
フェンス用連結ジョイント（販売）
ブラケット　NKB500
　　　　   　NKB750
　　　　   　NKB1000
　　　　   　先端クランプ
ブラケット枠　A6117アームレス
　　　　     　A9117アームレス
　　　　     　SFB0917DAアームレス
ブルーシート 2K×3K（販売）
ブレード 8インチ（販売）
プレート・コンパクター 3.5
プレフィルター（販売）
プレントロリ   0.5t
　　　　　　  1ｔ
　　　　　　  2ｔ
　　　　　　  3ｔ
ブロアー
分電盤　N225A-60A
　　　　N225A-150A
分電盤用一次線　10m
分電盤用　3Pコード コネクター付

　4Pコード コネクター付
分離式ジャッキ用手動ポンプ
分離式油圧ジャッキ　20t
　　　　　　　　　　30t
　　　　　　　　　　50tＨ
プラスチック敷板　13×1220×2440
プラスチック敷板用手持ち金具
プラスチック敷板用門型ピン打込金具（販売）

ベース A15
ペコ内ビーム　P5
　　　　　　  P9
ペコ外ビーム　L5
　　　　　　  L7
　　　　　　  L9
ベビーウインチ 150kg 40ｍ
ベビー・エアーサンダー
ベビーサンダー 100mm
ベビータッカ Ｎ2510Ａ
ベビーホイスト　130kg 30ｍ
　　　　　　　  200kg 30ｍ
　　　　　　　  400kg 15ｍ
ベビーホイスト用スライドアーム 250kg

方杖　A1471
　　   A1475
　　   KC-18 クランプ式 F-2用
ポケット型ガスモニター 　4成分GX2009
　　　　　　　　　　　  吸引ポンプRP-6
補助ステップ HP2445
ポリローリタンク 100L
　　　　　　　　200L バルブ付　
　　　　　　　　500L
ホルダー 1m
　　　　 25m

マグボール 単相100
　　　　　

ミニテラスター

面(溶接用)

油圧杭打機 KH-150 単管用
油圧パワーユニット U-070　　　　　
油圧ジャッキ　10t
　　　　　　　20t
　　　　　　　30t
　　　　　　　50t
油圧爪付ジャッキ　2.5t 
　　　　　　　　　5t
　　　　　　　　　10t 
　　　　　　　　　15t
油圧パンチャー　16Ｃ 手動式
　　　　　　　　RF-A3 電動式
勇馬　ESK-7
　　　ESK-11
　　　ESK-14
　　　ESK-18
勇馬コーナーステージ ＣＳＥ
勇馬褄側バー　右 一体式
　　　　　 　  左 一体式　
勇馬補助手摺り HE-900
勇馬連結ブリッジ HAE

4P引掛プラグ
養生ゴムマット 1m×2m×10mm
養生枠860・1814
　　　　　　　　　段付
養生枠用クランプ
溶接煙フィルター ケムトリくん
溶接棒ドライヤー 550mm用
横吊クランプ　AMS型 1t
　　　　　　　AMS型 2t

ライトステップ　6尺
　　　　　　    6尺折りたたみ
　　　　　　　  7尺
　　　　　　    7尺折りたたみ
ライトピック　ノミ（販売）
　　　　　　  ハンマー
ラッセルネット　0.5×6.0
　　　　　　　  1.0×3.0
　　　　　　　  1.0×6.0
　　　　　　　  2.0×6.0
　　　　　　　  3.0×6.0
　　　　　　　  5.0×5.0
　　　　　　　  5.0×10.0
　　　　　　　  6.0×6.0
ラッセルネット　7.0×7.0
　　　　　　　  8.0×8.0

リード線 アース付　10m
　　　　　　　　　防雨 10ｍ

 

レーザー墨出し器 ZERON-KJC
レーザー墨出し器用三脚 ELV-150
レバーブロック　0.75t
　　　　　　  　1.5t
　　　　　　 　 3t
レベルアーム
連結ピン アームレス

漏電遮断器付コードリール
 　防雨
 　50m
 　4P三相200V

ロータリーバンドソー　携帯式
　　　　　　　　　　　18Ｆ
ローテーティングレーザーレベル（三脚付）
ローラー・コンベアー 3m
ロックカプラー
ロックマン H1型
ロックマンミニ

ワイヤー専用クリップ　1.5ｔ
　　　　　　　　　　  3ｔ
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