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Tierod Coupler, Anti-Slip Sheet & Car goods
タイロッドカプラー、アンチスリップシート＆カー用品

Voice Packet Transceiver
ボイスパケットトランシーバー

Utilities Accessories
便利ツール

Voice Packet Transceiver　ボイスパケットトランシーバー Tierod Coupler, Anti-Slip Sheet & Car goods　タイロッドカプラー、アンチスリップシート＆カー用品

ナビのタッチパネル画面を業務に活用ナビと連携して目的地やメッセージを送信日本全国で音声通話+車両位置確認
NTTドコモのFOMAと同等のエリアで通話や車両位置確認が可能です。
事務所とドライバー間のコミュニケーションを強力にサポートします。

ナビ連携により、ナビに直接目的地やメッセージの送信が可能です。
音声だけではなく、遠隔でのナビ誘導や文字で確実な業務指示が可能です。

ナビ画面に「到着」「休憩」「食事」等の動態ボタンを設定し、運行管理に活用可能。
ドライバーの動態を事務所側でも把握できます。

■ボイスパケット：ハンディタイプ

■ボイスパケット無線機 「モバロケ」

従来の携帯電話のように、スタンドに立てて充電ができるクレイドル式です。AC100Vの
コンセントから充電できます。USBでの充電にも対応しているので、長時間の通話でも、
充電をしながら通話ができて便利です。電池パックは大容量のリチウム電池を搭載して
いるので、通話時間が長く、停電時でも安心です。 MPT-H1専用イヤホンマイク

（PPTラージサイズ）
充電クレイドル

ACアダプター

電源ケーブル

ベルトクリップ

固定ネジ本体背面カバー

電池パック

3Gアンテナ
電源電圧

消費電流

使用可能時間

充電時間
寸法
重量

周囲環境

防塵防水仕様
GPS

充電クレイドルからの電源供給
USBからの電源供給
付属電池パック
送信時／受信時
待受時
通常モード
エコモード
約180分（電源オフ、クレイドル使用時）
幅54×奥行30×高さ123（mm）※突起物含まず
約240g（電池パック装着時）
動作温度
充電時
IP67相当
あり

DC5.5V （最大電流：2A）
DC5.0V （最大電流：500mA）
3.8V 2,420mAh
350mA （最大500mA以下）
260mA
約9時間 （受信1：送信1：待機8の使用状態にて）
約13時間 （同上）

-20℃～60℃
0℃～45℃

■応急用 タイロッドカプラー
タイロッドが折損しただけの事故車を積載車に積み込む
時に苦労した経験はありませんか？折損したタイロッド
を応急的に繋ぎ合せることができるアイテム！アイ
ボルトを手で締め込むだけでＯＫ！このカプラーを
使えば簡単に積み込み、積み下ろしが可能です。さらに
工場内の移動も楽に行えます。この商品は応急使用に
限ります。
TRC1 販売価格（税抜）　￥9,500

■“CAUTION”アンチスリップシート
滑りやすいデッキやサイドの上等に工場や
事務所の滑りやすいところに!
希望のサイズにカットして使用することも
できます。
粘着テープ付　※反射素材ではありません。
カットタイプ : 幅600×150（mm）
AS-301 販売価格（税抜）　￥1,100
ロールタイプ：幅50mm×長さ18m
AS-301R 販売価格（税抜）　￥20,000 キャリアカーのサイドあおり、大型レッカー車のステップ、事務所や工場の階段部分等の

滑りやすい場所や危険な個所にご使用ください。

摩耗した状態 張替例（3分割にカット）

ロールタイプ

タイロッド折れ！！

カットタイプ

150mm

600mm

滑り止め粘着シート
受傷事故防止に！！

フロアーマットは、ポリコートされ耐水性に優れた
紙のマットです。
サイズ：530×420（mm） 250枚入り

シートカバーとハンドルカバーは、外国車ディーラー
で採用され品質最良です。
シートカバー150枚入り ハンドルカバー500枚入り 各箱入り

（税抜）

品　番

FL-250WE

S-150YP

SW-500S

品　　　名

ディスポーザブルフロアマット

シートメイト/シートカバー

クリーンキーパー/ハンドルカバー

販売価格

￥6,500
￥12,300
￥10,600

ロードサービスの
絶対必需品！！

お客様のお車を大切に
取り扱いましょう！！
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Automobile Accessories
車載アクセサリー
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Cleaning Towel & Oil Absorber
クリーニングタオル&オイルアブソーバー

MultiHook, Converter & Interior Lamp
万能フッカー、変換器＆インテリアランプ

Utilities Accessories
便利ツール

Utilities Accessories
便利ツール

MultiHook, Converter & Interior Lamp　万能フッカー、変換器＆インテリアランプ Cleaning Towel & Oil Absorber　クリーニングタオル&オイルアブソーバー

■万能フッカー

■LEDインテリアランプ
ライト本体が180°回転
DC12～24V 併用
LED：1W x 4Pcs 照射角：30°
出力：750Lux（1,000mm）
サイズ：195×30×33（mm）
C2-123CL4 販売価格（税抜）　￥6,000

■DC24V→DC12V変換コンバーター 20Aタイプ
24V車で12Ｖの電化製品を使用する際に必要となります。
高出力タイプ10Ａと20Ａをご用意いたしました。シガー
ソケットに加え出力端子、冷却用ファンを備えています。
20Ａタイプには入力用ワニクチケーブルとシガープラグ
ケーブルの両方が付属しています。
20Ａタイプ／
サイズ：幅200×奥行95×高さ50（mm）
CVT-20A 販売価格（税抜）　￥6,800
10Aタイプ／
サイズ：幅200×奥行95×高さ50（mm）
CVT-10A 販売価格（税抜）　￥4,800

各50本入りも
あります。

ホースやコードの整理に、ツールボックスの収納に。脱落したバンパーの固定に！

（税抜）

品　番

BH-300LH

BH-400LH

BH-500LH

BH-B

品　　　名

50φ×300ｍｍ 10本組

50φ×400ｍｍ 10本組

50φ×500ｍｍ 10本組

連結ベルト 305ｍｍ

販売価格

￥2,800
￥3,300
￥3,800
￥200

50φ

角度調整可能！！
高照度LED 

車内に！
道具箱に！

■アブソネット オイル処理剤
アブソネット1kgの吸着量は油・水ともに約1.3ℓと国内流通品の
中で最も高いもののひとつです。油や化学薬品を吸着しても化学
反応を起こしません。また、使用後路面に残っても路面を傷める
ことはありません。乾いた状態、湿った状態ともに摩擦抵抗が
高く、スリップの危険を抑制します。事故現場や工場などで安心
してご使用いただけます。
1袋17ℓ／10kg入り
ABN 販売価格（税抜）　￥3,200

■スクラブ
水も石鹸もいらない、頑固な汚れも拭くたけでOK！ウェットタイプの
ハンドクリーナータオル。手に付着した頑固な油汚れ、その他多くの
汚れを落とせます。ベトベトしたシリコンコーキングも簡単に落とせ
ます。
各種コーキング剤、泥汚れ、グリース、インク、各種潤滑油
各種オイル、接着剤（未硬化）、タール、塗料、油性マジック等
※ベンジンのような揮発性が高く危険性のある油の場合は使用しないで下さい。
ザラザラ面と滑らか面のダブルサーフェス加工で、汚れを擦り落とすことも
仕上げ拭きも1枚で済みます。 保湿効果あり。使用後に焼却処分しても有害
ガスの発生はありません。
SCLB-72 販売価格（税抜）　￥3,500 （スクラブ72枚入り）

アブソネット散布 時間をおいてブラシやほうきで回収します。


