Working Tools

Working Tools

作業工具

Impact Wrenchs

Emergency Tools & Fuel Tanks

インパクトレンチ

応急工具&燃料タンク

Cordless Impact
Wrench

20Volt
NEW

■コードレスインパクトツール
キット内容：2 BL2022バッテリー・
本体
（W7152）
・チャージャー・バッグ
電圧：20DC

アンビル1/2

IQV20 電力制御システム
4つのモードを含む
モード

Nm

ハンドタイト
（手締め）

レンチ
タイト

5-14

50-150

1360

1360

ミッド
パワー

作業工具

W7152-K22-JP

販売価格（税抜）

写真のセット
専用ハードケース
マニュアル付

Emergency Tools
■エマージェンシーエアーツールセット

大型トラックには必ず採用されているエマージェンシーブレーキシステムが、
近年では中型トラックにも採用されています。スプリングブレーキは、
エアーが無くなると自動的にブレーキが作動するシステムで、事故や
故障でエアーが無くなると必然的に作動します。このような状態になると
けん引は不可となり、ブレーキを解除する必要があります。ブレーキ
チャンバーを手動で解除することも可能ですが、時間と労力が必要です。
しかし、このツールセットを使えば安全で簡単に、
しかも短時間でブレーキを
解除することが可能です。基本的な作業方法を記載したマニュアルも同梱
されており、他では手に入らないツールセットです。トラックのレッカー
作業には欠かせないツールセットです。
※ツールを使用するには別途エアー供給装置が必要です。
対象車種：国産4メーカーの中型トラック、大型トラックベンツ、ボルボ
等の輸入車にも対応

￥85,000

マックス
パワー

135-720 135-1360
1360

1360

ボルト
サイズ M6-M12 M10-M16 M12-M32 M16-M32
シャット
オフ

LED 照明付きで
手元が見やすい！

オススメ！

AN-01 販売価格（税抜）

￥33,600

◎バッテリー BL2022

エアインパクトレンチのパワーをコードレスで！！

・電圧：20DC、最大逆転トルク/1,360Nm
ナット破壊トルク 最大トルク/1,360Nm
※モードによってトルク数が変わります。
・重量：2.34kg
・長さ：170mm
TZ-B

■コードレスインパクトツール

（ボルボ・スカニア用）

TZ-C

￥85,000

◎バッテリー BL2022

■コードレスラチェットレンチ
販売価格（税抜）

■ステンレスポータブル燃料タンク

「鉄のタンクを使用して錆びを混入させてしまい燃料ポンプが破損した。
」
といったトラブルはありませんか?
ステンレスタンクは内部が錆びないので、誤って錆びを混入させることも
なく安心です。突起部が少なく収納に便利です。

◎横型

サイズ：385 245 200
（mm）容量：10ℓ
AT-10 販売価格（税抜）

◎縦型

￥10,000

Working Tools

◎バッテリー BL2012

・電圧：20DC、最大逆転トルク/400Nm
ナット破壊トルク/540Nm
・重量：2.05kg
・長さ：170mm

R1130JP-K1

￥7,140
エアータンクまたはチェックバルブ 写真は、
いすゞ FSR-34GVW 11t増
にツールを使用して、エアーを供給 トン車ターンバックル式チャンバー
し解除します。

・電圧：20DC、最大逆転トルク/495Nm
ナット破壊トルク/745Nm
・重量：2.34kg
・長さ：170mm

キット内容：
BL1203バッテリー・本体
（R1130）
・バッグ

販売価格（税抜）

10㍑

サイズ：175 350 280
（mm）容量：10ℓ
CS-10 販売価格（税抜）

￥10,000

◎バッテリー BL1203

￥54,000
アンビル3/8角形

・電圧：12DC
・無負荷速度：0-260rpm
・最大トルク：40Nm
・重量：1kg ・長さ：260mm
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Impact Wrenchs インパクトレンチ

Emergency Tools & Fuel Tanks 応急工具&燃料タンク

作業工具

Working Tools

作業工具

20Volt

エアー機器類にマルチ対応！
！

■イヤークランプ付きホース

アンビル1/2
キット内容：
BL2012バッテリー・BL2022バッテリー・本体
（W5152）
・
チャージャー・収納ケース
W5152-K22-JP 販売価格（税抜）

アンビル1/2

TZ-A

■いすゞ用プラグアタッチメント
TZ-A 販売価格（税抜） ￥3,000
TZ-B 販売価格（税抜） ￥4,800

Working Tools

Automobile Accessories

作業工具

EV Hand Tools

車載アクセサリー

Body Cameras

絶縁工具

ボディカメラ

あかつき商品紹介チャンネル

ット！

セ
27点フル

セキュリティ機能搭載ボディーカメラ

ボディカム
DrivePro Body 52P
紹介

ロードサービスをはじめ、お客様の車を預かるあらゆるオートアフター業務に最適なアイテムです。
高画質な映像に加え音声も記録することによりお客様とのトラブルを未然に防止。車体のキズを
チェックする際にはスナップショット撮影機能が便利。

作業性能、安全性能に優れた
信頼の絶縁工具！

■DrivePro Body 10

IPX4に対応し、軍事規格の耐衝撃性を備え、最大
5時間録画を可能にする大容量バッテリーを搭載。
Sony製高感度イメージセンサと赤外線照明によ
り夜間でもノイズの少ない映像記録が可能。

抜群の ！
ト感
フィッ

サイズ

幅88.4 奥行19.6 高さ52.2
（mm）

重 量

88g

レンズ

F/2.8, 130 ワイドアングル

TS64GDPB60A

TS32GDPB10B

販売価格（税抜）

解像度/フレームレート
動画フォーマット
ストレージ容量
接続インタ−フェース

■絶縁工具セット（バラ売り可）

バッテリー

TEV-SETFULL
（定価：¥160,704）販売価格（税抜）

品 名

OLC630107A

ボックスレンチ 7mm

OLC630108A

（税抜）

販売価格

販売価格

フルHD（1,920 1,080）/ 30fps

サイズ

幅95.9 奥行24.9 高さ52.2
（mm）

H.264（MP4）

重 量

167g

32GBメモリカード付属

レンズ

F/2.8, 130 ワイドアングル

USB 2.0

解像度/フレームレート

入力: AC100V-240V 出力：DC5V 2A USB端子

フルHD（1,920 1,080）/ 30fps

動画フォーマット

H.264（MP4）

ストレージ容量

64GB内蔵メモリ

（定価：¥4,074）¥3,463

OLC652007A

ディープ ソケット 7mm

（定価：¥1,680）¥1,428

ボックスレンチ 8mm

（定価：¥4,074）¥3,463

OLC652008A

ディープ ソケット 8mm

（定価：¥1,680）¥1,428

OLC630110A

ボックスレンチ 10mm

（定価：¥4,074）¥3,463

OLC652010A

ディープ ソケット 10mm

（定価：¥1,680）¥1,428

OLC630112A

ボックスレンチ 12mm

（定価：¥4,074）¥3,463

OLC652012A

ディープ ソケット 12mm

（定価：¥1,680）¥1,428

OLC630114A

ボックスレンチ 14mm

（定価：¥4,074）¥3,463

OLC652014A

ディープ ソケット 14mm

（定価：¥1,680）¥1,428

OLC635107A

オープンレンチ 7mm

（定価：¥3,780）¥3,213

OLCB3LL-10A

ロング ディープ ソケット 10mm

（定価：¥5,019）¥4,266

OLC635108A

オープンレンチ 8mm

（定価：¥3,780）¥3,213

OLC652050A

エクステンションバー 50mm

（定価：¥2,835）¥2,410

OLC635110A

オープンレンチ 10mm

（定価：¥3,780）¥3,213

OLC652100A

エクステンションバー 100mm

（定価：¥3,948）¥3,356

OLC635112A

オープンレンチ 12mm

（定価：¥3,780）¥3,213

OLC656072A

オープンレンチ 14mm

（定価：¥3,780）¥3,213

（定価：¥43,260）¥36,771

レンズ

F/1.8, 130 ワイドアングル

OLC636055A

マイナスドライバー
（1.0 X 5.5 X 125） （定価：¥1,008）¥857

OLCEP212LX

ケース
（フルセット）

（定価：¥23,625）¥19,775

OLC636066A

マイナスドライバー
（1.2 X 6.5 X 150） （定価：¥1,008）¥857

OLCFOAMFORFU

フォーム（フルセット）

（定価：¥7,088）¥6,025

OLC636087A

マイナスドライバー
（1.2 X 8.0 X 175） （定価：¥1,281）¥1,089

TEVCAULABELN コーションラベルシール（注意書き）
取扱説明書（日本語）

OLC636220A

プラスドライバー
（#2）

（定価：¥1,281）¥1,089

SKGLOVELRM

絶縁グローブM

OLC636230A

プラスドライバー
（#3）

（定価：¥1,470）¥1,250

OLC652080SA

ラチェットハンドル

OLCDR300

プラスドライバー 300

（定価：¥1,670）¥1,420

動画フォーマット

（定価：¥0）¥0

ストレージ容量

（定価：¥10,820）¥9,197

リチウムポリマー最大10時間駆動 充電式

電源ACアダプター

入力: AC100V-240V 出力：DC5V 2A USB端子

◎オプション

複数のDrivePro Bodyを利用する場合の充電ドック。
6つのポートで、
同時に充電とデータのアップロードが可能。

■DrivePro Body52
専用充電ドック（別売り）
TS-DPD6P

販売価格（税抜）

￥35,000

TS-DPD6N

解像度/フレームレート フルHD（1,920 1,080）/ 30fps

（定価：¥210）¥178
（定価：¥3,200）¥3,200

バッテリー

￥30,860

本体：84g カメラユニット：64g

トルクレンチ 25Nm

T-MANU/JFUN

販売価格（税抜）

重 量

OLCTQW25A

（定価：¥1,197）¥1,017

TS32GDPB52A

本体／幅88.4 奥行17.4 高さ52.2
（mm）
カメラユニット／幅40 奥行20.35 高さ40
（mm）

（定価：¥4,095）¥3,480

プラスドライバー
（#1）

カメラユニットをケーブルで本体と接
続するDrivePro Body52は装着方法
の自由度を高めたウェアラブルカメラ。
服装によってはカメラ一体型のウェア
ラブルカメラよりも装着位置や角度な
どの調節が容易です。耐久性や防水性
に優れており、Sonyセンサ搭載で暗い
場所でも高解像度の映像を記録しま
す。Wi-Fi 機 能 を 利 用 す る こ と で
iOS/Android機器でストリーミング再
生も行えます。

サイズ

Tハンドル

OLC636210A

■DrivePro Body 52

USB 2.0

Automobile Accessories

品 名

￥60,000

接続インタ−フェース
バッテリー
電源ACアダプター

H.264（MOV）
32GB 内蔵メモリ
USB 2.0
リチウムポリマー最大3.5時間駆動 充電式
入力: AC100V-240V 出力：DC5V 2A USB端子

■DrivePro Body30・60
専用充電ドック（別売り）
TS-DPD6N

販売価格（税抜）

￥62,640

TS-DPD6P

91

92
EV Hand Tools 絶縁工具

Body Cameras ボディカメラ

車載アクセサリー

Working Tools

作業工具

品 番

OLC635114A

販売価格（税抜）

接続インタ−フェース

◎絶縁工具セット内容一覧
品 番

￥23,000

リチウムポリマー最大5時間駆動 充電式

電源ACアダプター

￥136,600

■DrivePro Body 60

カメラユニットと本体がケーブルで
つながれているDrivePro Body 60
は様々な箇所に装着可能なウェアラ
ブルカメラです。
耐久性や防水性に優れており、高解
像度の映像を記録します。
また、ワイヤレスで映像を確認したり、
データを転送することができます。

