Automobile Accessories

Utilities Accessories

車載アクセサリー

便利ツール

Tierod Coupler, Car goods

Mobile Equipment Cradles

タイロッドカプラー、カー用品

モバイル機器クレードル

タブレット用マウント＆ケース
MagConnect™（マグコネクト）
とは

MagConnect™タブレットアームマウントソリューションは、平面だけでなく曲面など目的に応じた設置が可能。
すべてのアームマウントにはマグネット式アダプターが備え付けられており、対応ケースを近づけるだけで簡単装着。
取り外しも簡単なためシームレスに待ち出せます。
ネジを回せば、
タブレットを
しっかり固定することも可能

■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。

簡単装着を可能にした
マグネット式アダプター

タイロッド折れ！
！

高品質
カーボンファイバー

TRC1 販売価格（税抜）

￥9,500

360 自由に調節可能な
ボールジョイント
様々なシチュエーションに合わせてデザイン
された15種類のアームマウントタイプ。
最適なソリューションが必ず見つかります。

■HDシートボルトマウント

トラック、バン、商業車用シートボルトマウントです。
揺れる車内でも最適な位置にタブレットを固定する
ことができ、使わない場合はスムーズに折りたみも
できます。
MMU205

販売価格（税抜）

機能性・
耐久性・
高級感

長さ約52〜73cm

MagConnect™

アーム素材：アルミ

1ランク上の

■商用車・トラック用シートカバー

PVCレザー
（塩化ビニル樹脂）
を使用。
耐久性が高く汚れに強いので、水や中性洗剤で拭く事ができ、メンテナンス性に非常に優れています。
また、背中や座面等、着席時に密着度が高い部分は通気性の高いパンチング加工となっています。
運転席･助手席セット
車種別での設定となっております
適合の可否はお問い合わせ下さい

伸び縮み可能

￥25,080

販売価格（税抜）

■タブレットケース

MagConnectTMアダプター
マウントに対応

iPad Air,iPad 第5世代
MMA200

販売価格（税抜）

￥4,470

販売価格（税抜）

￥4,470

販売価格（税抜）

￥4,470

平面になっている
背面へ貼り付けるだけ

iPad Pro9.7,iPad Air 2
MMA500
iPad mini 4
MME300-K

MagConnect™

■粘着式タブレットモジュール

背面が工業用の3Mテープで、
どんなケースや器具にも装着が可能です。
すでにお持ちのケースをMagConnect™対応に変えることができます。
MMX107

販売価格（税抜）

￥3,140

FL-250WE

ディスポーザブルフロアマット
サイズ：530 420
（mm）250枚入り

ロードサービスの
絶対必需品！
！
シートカバーとハンドルカバーは、外国車ディーラー
お客様のお車を大切に で採用され品質最良です。
取り扱いましょう！
！ 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

S-150YP

SW-500S

Utilities Accessories

耐衝撃・生活防水・防塵ケースです。
MagConnectTMマウントへ対応して
います。

（税抜）

品 番

品

名

販売価格

FL-250WE

ディスポーザブルフロアマット

￥6,500

S-150YP

シートメイト/シートカバー

￥12,300

SW-500S

クリーンキーパー /ハンドルカバー

￥10,600
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Mobile Equipment Cradles モバイル機器クレードル

Tierod Coupler, Car goods タイロッドカプラー、カー用品

便利ツール

Automobile Accessories

車載アクセサリー

MagConnect™

￥19,800

Utilities Accessories

Utilities Accessories

便利ツール

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

便利ツール

Business Bag
ビジネスバッグ

■ビジネスPro

50φ

サイズ：H30 W37 D13
（cm）
本体素材／表：PVCレザー
（エンボス加工）
裏：ポリエステル
重量：約810g

※ペンやボールペンは
付属しておりません。

034-164-029-AK

販売価格（税抜）

￥7,000

各50本入りも
あります。

A4サイズの書類も収まる収納力

■万能フッカー

脱落したバンパーの固定に！

品

名

販売価格

BH-300LH

50φ 300ｍｍ 10本組

￥2,800

BH-400LH

50φ 400ｍｍ 10本組

￥3,300

BH-500LH

50φ 500ｍｍ 10本組

￥3,800

BH-B

連結ベルト 305ｍｍ

￥200

ホースやコードの整理に、
ツールボックスの収納に。

車内に！
道具箱に！

角度調整可能！
！
高照度LED

■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）

高さ：30cm

品 番

（税抜）

鍵などが掛けられるキーホルダー付き

奥
行
き
：
13
cm

マジックテープ台座

￥6,000

m
37c
幅：
前面ループ
ボールペンやマジックなど
必要な時にすぐ取り出しや
すい設計で便利

軽量で耐水性に優れ、傷や汚れがつきにくい
高強度のビジネスバッグ。

￥3,500

￥3,200

■伸縮式高さ測定スティック

・収納時サイズ：1.35M、収納や運送に
場所は取りません。
・蛍光色のため、視認性が高いです。

・足はゴムカバーが付いてるため、
地面との接触により傷から守られ、
計測時にも滑りにくいです。
アブソネット散布

Utilities Accessories

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。
（スクラブ72枚入り）
SCLB-72 販売価格（税抜）

1袋17ℓ／ 10kg入り
ABN 販売価格（税抜）

長さ：約457cm
クロスアーム長：約122cm
計測範囲：1.43-4.57M
収納時サイズ：1.35m
伸縮：4段
BA-MS15

販売価格（税抜）

￥36,000

時間をおいてブラシやほうきで回収します。
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MultiHook, Interior Lamp, Cleaning Towel & Oil Absorber 万能フッカー、インテリアランプ、クリーニングタオル&オイルアブソーバー

Business Bag ビジネスバッグ

便利ツール

Utilities Accessories

便利ツール

■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。

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。

ペットボトルを差し込める便利な
サイドポケット

バッグの両サイドにはペットボトル
がすっぽりと収まるサイズのポケッ
トがあり、意外と場所をとる折り畳み
傘や水筒なども収納可能です。

■アブソネット オイル処理剤

After

開口部の広い手前のポケットには収
納力のあるポケットが多数あり、鍵な
どが掛けられるDリングも2つ付属
され、
キーホルダー付きです。

マジックテープ仕様でワッペンや
シールなどを貼ることができる台座

Before

あかつき商品
紹介チャンネル

最大15.6インチのノートPCやタブ
レット端末も問題なく入り、バッグの
マチも13cmあるので、荷物がたくさ
んあってもたっぷりと収納できます。

