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Door Unlock Tools
ドア解錠工具

LED Safety Lights
LEDセーフティーライト

Door Pick Tools
ドアピックツール

Safety Goods
安全用品

Door Pick Tools　ドアピックツール LED Safety Lights　LEDセーフティーライト

暗闇でもロックアウトポイントを照らし出し、作業が楽に行えます。
約1,370mmのロッドの先にはLEDランプが装備され、ロックボタンや
ドアノブを暗闇でも照らしてくれます。ロッドはプラスチック
コーティングでキズを防止します。
ACT-55 販売価格（税抜）　￥9,860

WB-2, 12-1A：解錠工具の定番のサシガネです。今回は長さが違う物を
２種類ご用意しました。使い分けてみて下さい。

AT-70：夜間のインロック作業に力を発揮！LEDランプが6個ついている
のでとても明るく、寿命が長い！吸盤式だから、フロントガラスなどにくっつ
いて両手が空くから、解錠作業時間の短縮に・・・

■ライティングロッドドアーツール

少し硬めのゴムを素材とした、
エアーウェッジです。しっかり
使えるのでお勧めです。

■エアーウェッジ

■パスポートツール

■リモートコントロール マスタードアツール

■パスポートツール&エアーウェッジ（セット）
TM-53 販売価格（税抜）　￥11,500

■ピンクツール（約740mm）
AT-31 販売価格（税抜）　￥4,900

・LED16個
・2AAバッテリー使用
・IP67
・12～24V併用シガーソケット、100～240V充電アダプター付属
HL7502SY 販売価格（税抜）　￥30,000

■New同期LED Warning Light System

・約800m先から視認できる高照度LED。
・強力マグネット付きでけん引時にも有効に使用可能です。
・堅牢なハウジングはトラックの重量にも耐える強化プラス
チックを採用。
・完全防水仕様、水にも浮かびます。
・フラッシュパターンは8種類
バッテリー3VX 1個  CR123 型　
サイズ: 直径110mm×厚さ35mm
100%防水
HL-7501 販売価格（税抜）　￥5,600

■電池式コンパクトワーニングライト

外枠は高強度でトラックの重量にも耐えうる強化プラスチックを使用
しています。1つのライト操作により全てのライトのOn/Off操作を
はじめ、パターン切替可能です。
ケースに収納することにより充電可能です。
・日中視認距離300メートル
・９つのフラッシュパターン
・マグネット付き
・充電式リチウムイオンバッテリー 充電時間約6時間
・12～24V併用シガーソケット、100～240V充電アダプター付属
HL7502A 販売価格（税抜）　￥36,800

■同期LED Warning Light System

品　　　名

ピートツール/約800mm

ピートツール/約600mm

ナイトライト

品　番

WB-2

12-1A

AT-70

販売価格

￥3,600
￥2,900
￥14,200

（税抜）

ケースに収
納すると

自動的に充
電！！

使用例1 使用例2

使用例

使用例

とても人気がある解錠工具です。先端にスベリを軽減してくれる
ゴムが付いているので、解錠が容易にできます。
ACT-65 販売価格（税抜）　￥7,900

2分割になっており、繋げて使用します。
TM-52 販売価格（税抜）　￥5,500

AT-70

WB-2

12-1A

マルチ
充電式

マグネット付 高照度LED

頑丈なボディはトラックの重量にも耐える耐久性！

フラッシュ
同期

電池式

12-275 販売価格（税抜）　￥6,400
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Traffic Safety Goods
トラフィックセーフティーグッズ

LED Safety Lights
LEDセーフティーライト
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安全用品

Safety Goods
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LED Safety Lights　LEDセーフティーライト Traffic Safety Goods　トラフィックセーフティーグッズ

車の故障や事故など、レッカー作業を後続車にいち早く
知らせます。優れた発光力で夜間作業の安全を守ります。
耐衝撃構造、防雨構造、20個のLEDが高速点滅、視認距離は
200m以上、底部に強力マグネット付レッカー車やけん引
中の事故車等に簡単に設置できます。
サイズ：幅204×高さ96（mm）
重量：900g 単三電池3個
メーカー希望価格¥20,500-
JSM-MTM 販売価格（税抜）　￥17,000

■スパークマーカー マグネット付

バトン(本体)とスタンドが分離します。
グリップ底部にマグネット付収納ケース付
フラッシュパターン4種
赤点滅、青点滅、赤青交互点滅／Lo Hi
サイズ：長さ365mm スタンド使用時520mm
直径：35mm 単三乾電池３本使用
TRA-1 販売価格（税抜）　￥4,400

■トラフィックバトン

・伸縮式でコンパクト工具箱のスペースを有効に
活用できます。
・風圧にも耐えうるウエイト内臓
重量：約1.7kg
サイズ：縦300×横300×高さ600（mm） ※伸長時
サイズ：縦300×横300×高さ70（mm） ※収納時
TRA-2 販売価格（税抜）　￥3,400

■伸縮式セーフティーコーン

夜間のロードサービス現場に必須アイテム
高照度リフレクターが後続車に道路規制を知らせます。
サイズ：幅720×高さ360（mm） スチール　
重量：約6.0kg
DW-DX02 販売価格（税抜）　￥19,800

■赤白矢印リフレクター

光源：赤LED16個
発光方法：一斉点灯／流動
電源：単三電池4個
点灯時間：60時間
サイズ：幅830×高さ400（mm）
重量：約4.8kg
JLE-10 販売価格（税抜）　￥27,000

■LED矢印板

ウインチケーブルに反射タグを取り付ける事により、誤操作を防止します。
ウインチケーブルを目立たせることで、歩行者をはじめ他の交通に注意を
促します。ウインチケーブルにはもちろん、エアーバッグのホースにも
使用可能です。
カラーは６色、3本組
※注文時にカラーをご指定ください。
4-LER／赤
4-LEW／白
4-LEB／青
4-LEG／緑
4-LEO／オレンジ
4-LEY／黄

販売価格（税抜）　￥1,800

■ラインアイズ（反射タグ）

車の故障や事故など、緊急の際に作業を知らせるために使用するものです。
優れた発光力なので、夜間の作業も安全！光度（cd）300cd以上 赤・黄・緑。
360°からの視認が可能なため、設置作業を迅速に行なえます。防雨構造なので
雨でも安心。IP54規格防塵・防滴。加えて耐衝撃設計。
・小型・軽量・防滴仕様で、底部に強力マグネット付き。
・三面発光・パワーLED採用　明るい!!
視認距離：約1km　点灯時間：連続8時間
サイズ：幅155×奥行109×高さ 70（mm）
単三アルカリ電池3本　カラー：赤、青、黄、緑
VK16H-004H3 販売価格（税抜）　￥14,500

■ニコハザード

・小型・軽量・防滴仕様
・底部に強力マグネット付き
・回転・点滅切り替え式
点灯時間連続400時間
サイズ76φ×75mm
単三アルカリ電池２本（付属）
カラー：赤、青、黄
NU-AR 販売価格（税抜）　￥7,800

■電池式LED回転灯 NICO-UFO

耐衝撃設計 IP54

落下に対し破損しにくい耐衝撃設計
ポリカーボネート樹脂にシリコンゴム
プロテクター装備の耐衝撃設計。

使用環境に十分対応できる
耐衝撃&IP54の防塵･防滴設計。

安全性抜群！！

レッカー車
搭載用に最適！！

作業の安全性を高める
高照度

リフレクター
底部に強力
マグネット！！

・道路上に設置して!!
・けん引中の事故車に取付けて!!
・レッカー車に取付て!!
・強力マグネット付
・多用途、乾電池式

そのまま使用

コーンにかぶせる

作業中に

セーフティーライトとして
接近車両へ注意を促します。

強力マグネットつき交通
整理用バトンとして

収納バッグ付属

ドーリー使用時に

けん引時にも コンパクトサイズ

1. 交通整理用バトンとして
2. ワークライトとしてマグネットつき
3. 路上に設置してセーフティーライトにも

2本でも
このサイズ！安

全
用
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Scene Safety Sets
安全対策機器セット

Scene Safety Sets
安全対策機器セット
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Scene Safety Sets　安全対策機器セット Scene Safety Sets　安全対策機器セット

赤白リフレクター 1台
伸縮式コーン 4本
LEDトラフィックバトン 1本
SS-NO1
販売価格（税抜）　￥34,000

■No.1

車載車・サービスカー
搭載用の基本セット！！

赤白リフレクター 1台
伸縮式コーン 4本
同期LEDライトシステム 1台
LEDトラフィックバトン 1本
SS-NO2
販売価格（税抜）　￥54,900

■No.2

赤白リフレクター 2台
伸縮式コーン 6本
同期LEDライトシステム 2台
SS-NO3
販売価格（税抜）　￥95,760

■No.3

小型レッカー車・
車載車搭載用に最適！！

中型レッカー車・
大型レッカー車
搭載用に最適！！

ロードサービス業務において最も優先すべきことは安全対策です。お客様をはじめ、現場に対応するすべての
人々の命を守る必須アイテムです。あかつきではロードサービス業務における路上安全対策必需品をセットに
しました。小型レッカー車や車載車への搭載に便利な、コンパクトなアイテムを中心にセット価格にて販売
致します。セットにない商品もアレンジ致しますので、お気軽にご相談ください。

赤白リフレクター 1台
伸縮式コーン 4本
電子発煙灯 1台
LEDトラフィックバトン 1本
SS-NO4
販売価格（税抜）　￥46,620

■No.4

車載車搭載用
基本セット！！

赤白リフレクター 1台
伸縮式コーン 4本
電子発煙灯 1台
LEDトラフィックバトン 1本
脱着式LED警光灯 1台
SS-NO5
販売価格（税抜）　￥97,560

■No.5

赤白リフレクター 2台
伸縮式コーン 8本
LED トラフィックバトン 2本
脱着式LED警光灯 2台
同期LEDライトシステム 2台
SS-NO6
販売価格（税抜）　￥211,680

■No.6

車載車搭載用
夜間セット！！

カーブや見通しの悪い場所
長い距離が必要な時に！！

安全対策
機器セット
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Bomber Jacket, Trousers, Vest & Jacket
ジャケット、トロージャー&ベスト

Towing Safety Goods
けん引時安全用品

Safety Working Wears /etc.
セーフティーワーキングウェア／他

Safety Goods
安全用品

Towing Safety Goods　けん引時安全用品 Bomber Jacket, Trousers, Vest & Jacket　ジャケット、トロージャー&ベスト

高照度反射材、ANSI ANSI class2 規格。
スリーブ取り外し可能、ポケットが多く便利。
サイズ：S-XXXXL
204-02T-N 販売価格（税抜）　￥29,400

■ボンバージャケット ADACスタイル

実用性に富んだポケット 取り外し式スリーブ

高照度反射材、ANSI ANSI class2 規格。ポケットが多く便利。
サイズ：S-XXXXL
770-69T 販売価格（税抜）　￥16,200
902-26T 反射材付つりバンド別売。 販売価格（税抜） ￥7,500

■ウエストバンドトロージャー ADACスタイル

強力マグネット付、ロープ固定用ハトメ加工
サイズ：横845×縦450（mm） 単三乾電池3本使用
BA-701-2 販売価格（税抜）　￥8,800

NEW LEDトライアングルバナーは15個のLEDを備え点灯/
点滅の発光ベース生地には高反射材を採用夜間作業の安全を
確保します。マグネット4個に加え取り付けにはハトメリングが
四隅に縫い付けられてロープやゴム等で固定可能です。
サイズ：横510×縦510（mm） 単三乾電池3本使用
AB5252 販売価格（税抜）　￥5,400

■LED自発光式アローバナー

■NEW LEDトライアングルバナー

リフレクサイト製 超高照度マイクロプリズム反射素材を採用
生地：白メッシュ製
サイズ：横750×縦300（mm）
周囲縫製、ロープ縫込、４箇所ハトメ加工、紐付き

販売価格（税抜）　￥8,800

■反射タイプリフレクティブバナー

◎リフレクティブバナーFST
注意 FST-1

◎リフレクティブバナーFST
追突注意 FST-2

◎リフレクティブバナーFST
牽引中 FST-3

■LED自発光式リフレクティブバナー

◎LEDリフレクティブバナー大 830×450（mm）
AB4685 販売価格（税抜）　￥9,200
◎LEDリフレクティブバナー小 450×250（mm）
AB2648 販売価格（税抜）　￥6,900
◎LEDトライアングルバナー 360mm
AB3636 販売価格（税抜）　￥3,100

視認性を追求した反射材と蓄光反射材を採用。
ELファイバーは断線しても断線箇所以外は光が
消えません。
ELファイバー点灯パターン、点灯・点滅Low・High
EL-1

■リフレクティブベスト

実用性に富んだ様々なポケット、携帯電話用 つりバンドオプション

ドイツ自動車クラブ
ADACスタイル

ドイツ自動車クラブ
ADACスタイル

ELファイバー点灯時

取付例

マグネット付
乾電池式

マグネット付
乾電池式

けん引時の
追突防止に

！

強力LED内蔵で
高視認性
乾電池式

けん引時の追突防止に！
夜間作業時に！
強力マグネット付

ロープ固定用ハトメ加工

けん引時の
追突防止に！
夜間作業時に！

防寒/防水に加え、ベストだけの使用もＯＫ！
防水ジャケットを取り外すと、フリースのインナー
ジャケットに。フリースの袖部分を外すとベスト
として使用できます。
サイズ：M L XL
B008 販売価格（税抜）　￥24,800

■反射板付防寒ジャケット
防寒/防水
＋

反射ベスト
受注生産品 貴社の仕様に合わせて

カスタマイズ可能です。
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