セーフティラチェット
機構

セーフティロック
機構

セーフティラチエット機
構は最後の安全装置

コリンズは世界で初めてドーリーにアルミマグホイールを採用しました。これによりサイドフレーム
の重量は 21.7Kg となり他に類を見ない優れた作業性を実現しました。1975 年 5 月に開発された
安全装置ラチエットシステムは現在も受け継がれ、さらに第二、第三の安全装置を備えるコリン
ズハイスピードドーリーは安全で作業性に富みレッカー作業を強力にバックアップしてくれます。
アルミクロスレールは対象車種のトレッドに合わせて 5 段階に調整可能、
最大使用荷重 1300Kg タイヤは 4.80 ８インチ B range/2pr3c となります。
New SLX-480 Aluminum Dolly セット販売価格:

210.000-

(送料別途)

コンビネーションドーリーマウント

ドーリークロスレールホルダー

1 台のマウントブラケットにクロスレール
とサイドフレームが収納可能です。

ローラーによりクロスレールの出し
入れがスムーズに行えます。

ドーリークロスバーマウント
クロスレールとジャッキバー
が収納可能です。

DBH-1 縦置型 \40.340(税抜)
DBH-2 横置型 \40.340(税抜)

DM-CRL \13.410(税抜)

DM-DCR

販売価格\21.790(税抜)
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ドーリークレイドル

実際の商品はアルミ色

パンクやタイヤの欠落した車のドーリーへの積載時
に使用します。アルミ製 重量 2.2Kg
CD-TC 2 台セット
販売価格 ￥79.700

セルフローデングドーリーブラケット
高さのあるレッカー車のボディに取り付けて使用
します。強力ダンパー機構によりアームがスイングしド
ーリーを取り出し易い位置まで下げられます。
DM-SL 2 個セット 販売価格￥124.000
補修用ダンパーのみ 販売価格￥8.200

アルミドーリーバンクキット
レッカー車のアンダーボディに固定して
使用します。
UB-DBa 2 台セット
販売価格 ￥82.300

ドーリーアルミハブ Assy
ベアリング、スピンドルナット、ワッシャー
コッターピン、グリスシール&ダストカバー
WA-HCA
販売価格￥16.200

ドーリーハブキャップ
ドーリーのドレスアップにお勧めアイテム
ステンレススチール

BA9-セット 販売価格 \10.200

ドーリースペアタイヤ
480-8 スチールホイール付
WA-4SS Load Range C ￥10.800
スチールホイールのみ
WA-WSS
￥3.200
タイヤのみ
WA-4TC Load Range C

ベアリングプロテクタ
ハブベアリング交換キット
1 インチドーリースピンドル用
タイヤ 1 本分
40-123
販売価格 ￥4.000

ベアリングの焼付き防止
に、内蔵のスプリングで
グリスを押し出しスピンド
ルのベアリングに供給し
ます。
BP-1
販売価格￥2.200

￥9.200
アルミクロスバー２本組み
CR-T6S
販売価格 ￥88.000

アルミホイール & タイヤ
480-8 Load Range C
ボルトナット付属
WA-4DA ￥13.800
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アルミホイール交換キット
アルミホイール付タイヤ４本
ボルト、ナットのセット
WA-4DA ￥49.500

ドーリーレールパーツ
CR-RP レールプランジャー 販売価格 ￥2.510
CR-RS レールスプリング(板ﾊﾞﾈ) 販売価格 ￥1.160
CRX-RP レールプランジャー 販売価格 ￥2.510
CRX-RS レールスプリング(ｺｲﾙ) 販売価格 ￥1.160

おたすけ君
事故車や故障などで自走不可能な車輌にとても最適です。
また、ブレーキローター部分にプレート（別売り）を取り付ければ場内移動程度
の走行ならば可能！ 積載車への積み込が容易になります。
重量 15kg、長さ 47cm、幅 50cm、高さ 30cm です。最大荷重：0.5ｔ
走行速度：５km/ｈ以内調整レバー，チェーン付

販売価格：\135.000（税抜）
0
ひっぱり君（積み込み専用工具）
今までＶチェーン等を使用して損傷の心配をしていたバン
パー下がこれを使えば効果的に防いでくれます。（一部使
用不可車輌あり）最大荷重：0.5ｔ パイプ径 3.0 ㎜幅

販売価格 \25.800（税抜）

GJ5211 積載使用荷重約 560Kg/台
適用タイヤサイズ 13 インチ～16 インチ、タイヤ幅 22Cm
GJ6313 積載使用荷重約 700Kg/台
適用タイヤサイズ 13 インチ～16 インチ、タイヤ幅 33Cm
車両の移動の悩みを一発解決!!
・
1-2 人で簡単に車両移動可能
・
フロアジャッキよりも安全で簡単に使用できます。
・
事故車等不動車のタイヤ４輪にセットすることに
より回転や真横にも移動可能です。
・
キャリアカーの導板を工夫すればキャリアカーへ
の積込みウインチ作業にも使用できます。

４ｔｈ ホイールローダーはタイヤの脱落した事故車やボールジョイ
ントの外れた車、タイヤがロックされた車を安全・確実にローダー
に積載することができる装置です。堅牢なアルミボディにはポリプ
ロピレンのローラーを採用しています。
２種類のアタッチメントと固定用チェーンが付属

品 番

１台価格

2 台セット価格

GJ-5211

￥42.000

￥74.000

GJ-6313

￥48.000

￥86.000

品番

品名／サイズ／重量

価格
（税抜）

＃71480

4TH WHEEL LOADER

￥69.810

43

☆ キャリーアシストドーリー ☆
品 番

品 名/サイズ

価 格

AK-CAD

キャリアアシストドーリー １台

￥65.000

AK-CAD2

2 台セット価格

\120.000

AK-125

補修用キャスター 1 個

￥5.500

４ヶ所の直進ロックを備えた自在キャスターに頑
丈なフレーム、大口径キャスターで走行も安定し
ています。低車高車へも使用できます。足曲り・
ハンドルロックの掛かった車両、ホイールの脱落
した事故車にも使用できます。
積み込みだけでなく、その場での方向転換や、狭
地からの引き出しも楽に行うことができます。

The Collins Carrier Mini Dolly!
４輪も２輪にも使用できます。

アルミミニドーリーはわずか１２Kg と軽量、ジャッ
キも必要としないのでサービスマンの負担を大幅
に軽減します。
このシステムは４輪はもちろん２輪車にも対応す
る画期的なアイテムです。さらにドーリークレイド
ルを使用することによりタイヤの脱落した車輛にも
使用可能です。
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ドーリークレイドルは
別売 オプションです。
品 番

品 名/サイズ

価 格

CD-S

キャリアドーリーシステム

￥220.000

タイヤスケートを不動車のタイヤの下にセットすると軽い力でスムーズに
車両を動かすことが可能です。レッカーリフト作業前のポジショニングに
キャリアカーのウインチ作業前のポジショニングに最適
品 番

品 名/サイズ

価 格

48-TS325

タイヤスケーター 4 枚組 幅 95 ㎜×長さ 390 ㎜

￥16.880

48-TS65

タイヤスケーター 2 枚組 幅 165 ㎜×長さ 430 ㎜

￥16.880

48-TS13

タイヤスケーター 2 枚組 幅 330 ㎜×長さ 430 ㎜

￥29.200

コントロールアームスケートはタイヤの脱落した車輛や固着したベアリング、
ボールジョイント、コントロールアームの損傷した車輛の移動に使用します。
トラックの場合はフロントアクスルにも使用可能です。
品 番

品 名/サイズ

価 格

48-CAS4

4 インチ コントロールアームスケート

￥16.600

48-CAS6

6 インチ コントロールアームスケート

￥22.100

アイボルトセット:
現場でアイボルトが見当たらず困った経験
はありませんか? アイボルトが見つかっても
トランクの荷物を降ろしたり取り出しが大変
なことも多々あります。車載のアイボルトが
すでに曲がっていたりすることも、、、、、、
このセットはほとんどの車輛に適するよう多
くのアダプターが同梱されています。
しかも６t までの荷重に耐えるテストを行って
ます。スナップイン機能で簡単に組み換えが
可能です。適応車種がすぐに分かるガイドも
同梱されています。(欧州で販売車種のみ)
品 番
553915

品 名/サイズ

価 格

専用ケース入り アイボルトセット

￥98.670

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。

品 番
TRC1

品 名/サイズ
応急用 タイロッドカプラー

価 格
￥9.500
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モーターサイクルドーリー
事故や故障などで自走不可能なバイクの積込みが一人で簡単に行えて大変便利です。400Ｋｇ程
度のバイクまで 本体は３分割式なので 60Ｃｍ以上の工具箱なら収納できる
コンパクトサイズ固定用８本のストラップ＆ラチェットも同梱、即使用可能です
21-5 販売価格：

サイズ 本体 52Cm X 31Cm 車軸 18Cm X 55Cm

\66.700（税抜）

コンドルモーターサイクルドーリー
事故や故障などで自走不可能なバイクの積込みが一人で簡単に行えて大変便利です。
４輪ブレーキ搭載で積込時ドーリーの滑りを防ぎます。大口径車輪でキャリアカーのゲートもスムー
ズに乗り越えられます。１５インチから２２インチのホイールに対応、バイクを立たせる為のロック機
構は特許取得済み組み立て式 サイズ L89Cm X W 50Cm X H20Cm 最大積載量 1100Kg
販売価格：￥120.500

モーターサイクルクイックタイダウンストラップ
バイクを積載するときにこのストラップを使用すれば安全に素早く作業が行えます。
このストラップはバイクを安定させるラチェットが２個装備され、さらにブレーキレバーを握った状態
でホールドできるようバイク積載用に開発されたものです。
販売価格：￥13.500

21-500

21-300

品 番

品 名/サイズ

価 格(税抜)

21-300

ハンドルバーストラップ 2 本組 幅 25 ㎜×長さ 60Cm

￥1.890

21-501

ラチェット付タイダウン 2 本組 幅 25 ㎜×長さ 450Cm

￥4.400

バイクの移動にヘコミやキズから守ります。
小型レッカー車のホイールリフトとブームを使用し、リフトにバイクを固定
ソフトスリング 2 本と、固定用ラチェット付きストラップ２本のセット、
収納バックつき
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品 番

品 名/サイズ

価 格(税抜)

21-2

ホイールリフトモーターサイクルスリングキット

￥12.200

ダメージフリーカーリフティングは田畑等へ転
落した無傷の車両救援作業に威力を発揮しま
す。タイヤ４輪自体を吊上げる為、ボディへの
接触は全くありません。イベント用の展示用車
両の設置などにも使用できます。ヨーロッパで
は駐車車両の撤去や事故処理等にもこの方
式が採用されています。

オールラウンドリフティングフレーム
ホイールグリッパー スリング 4 本セット
大型乗用車の吊上げ作業にも使用可能なホイールグリッパ
ー、亜鉛メッキ仕上げ 適合ホイールサイズ
12-19 インチ タイヤ幅 355mm 荷重 3500Kg (４本使用時)

ホイールグリッパーを使用して４輪吊上げのほか
天秤棒としても使用可能なオールラウンドタイプ
フレーム本体は３分割で収納性に優れています。
幅 2.2m 荷重 3.500Kg まで

販売価格￥305.000

販売価格￥514.000

カーリフターAK2
ドーリーバーを使用して４輪吊上げのほか
天秤棒としても使用可能なオールラウンドタイプ
災害時の放置車両の移動にも最適なアイテムです。
セット内容
リフティングフレーム×1 サイドバー×2 タイヤホルダ
ーバー×4 シャックル 5/8×6 ループスリングベルト黄
×2 ループスリングベルト紫×4
幅 2.2m 荷重 3.500Kg まで

販売価格

\620.000
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フェンダーとスリングベルトの間にスペ
ースを確保、吊上げ時のキズを防止し
ます。

ダメージフリーホイールパッド
鉄ホイールはもちろんアルミホイールにもダメー
ジを与える事無く、スリングベルトのフェンダーや
ボディーへの干渉を防止します。
素材リサイクルドポリプロピレン(ＰＰ素材)
ダメージフリーホイールパッド 1 個
ラウンドスリング 180Ｃｍ1 本のセット

販売価格 ￥15.600

Using Damage Free Cross Beam!!

ダメージフリークロスビーム
(伸縮式天秤棒)

ダメージフリークロスビームとの併用
隣の車両や塀・フェンスなど、周りの物と接触す
る可能性を低減させます。 クロスビームも短くセ
ットできます。４点吊り等に応用可能です。

KK-B ダメージフリークロスビーム：伸縮式天秤棒
脱輪救援作業に車体にキズをつけず、簡単に吊上げ可能で
す。本体は伸縮式で軽自動車～大型乗用車まで
格納時 1550mm・中 2250mm・最長 2650mm
本体重量約 13kg
伸縮式で 2t レッカーに横向きで格納できます
※写真のﾜｲﾔｰ､ﾍﾞﾙﾄは付属しません。
販売価格 \32.000

48

37

プロフェッショナルトォーロッド
牽引用ロッドのほかダメージフリートラックリフテ
ィングに使用します。
長さ 2500 / 2800 / 3100mm 調節式
パイプ径 40mm
引張荷重 44t

販売価格 ￥228.000 (税抜)
トォーバースプレッダーブラケット
トォーバーにセットすることにより天秤棒として使
用可能です。乗用車からトラックまで吊上げ可能
です。荷重 19t まで２個使用時
コンパクトなので収納にも便利です。

販売価格 ￥134.200 (税抜)

From Germany

リフティングコンソールアタッチメント ３シヤックル付

リフティングコンソールアタッチメント
トラックのホイールを吊り上げる際に使用しま
す。セットする際は 2m のグラブフック付チェーン
と共に使用します。
最大荷重 8000Kg

販売価格 ￥61.800 (税抜)

【箱車横転事故用リカバリーコンソール】

リフティングコンソールアタッチメント
リカバリーコンソールは箱車等の横転事故の引
き起こしの際に箱に与えるダメージを軽減するア
イテムです。材質: アルミ 幅 400mm までの
スリングベルトに使用できます。本体 750mm
２枚 1 組

販売価格 ￥103.200 (税抜)
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Specialty

Forks

For Imported Lifts

品番

品名

価格（税抜）

BW-300

バスアクスルフォーク

￥45.800

BW-825

バスアクスルフォーク

￥49.910

BW-310

トゥーアイバスフォーク

￥70.500

各種アタッチメントのピンの直径は、約５１mm です。

品番

品名

価格（税抜）

品番

品名

価格（税抜）

BW-814

アライニングスプリングフォーク

￥96.100

BW-815

178 ㎜ハイスタンド

￥57.000

約 101 ㎜

約 82 ㎜

品番

品名

価格（税抜）

BW-813

チェーンフォーク

￥81.200

約 70 ㎜

約 254 ㎜

左右セット価格です。
BW-816

品番

品名

価格（税抜）

品番

エンドキャップチェーンアダプター

価格（税抜）

BW-816

セルフローディングフォーク

￥75.200

BWC4X4

4 インチクロスバー用 10.1 X 10.1Cm

￥106.700

BWC5X5

5 インチクロスバー用 12.7X 12.7Cm

￥106.700

各種リフトフォークのシャフトピンは直径が２インチ
(約 50.8ｍｍ)で長さは４インチ(101.6ｍｍ)となります。
２インチの直径をもつレシーバーに適合します。
ほとんどのアメリカ製大型リフト装置のレシーバーに適合し
ます。

品番

品名

価格（税抜）

BW-925

スティアーテックアクスルフォーク

￥54.900
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アタッチメント各種
全て、片側１個の価格となります。

品番

品名／サイズ

価格（税抜）

BW-801

ショートフォーク

￥42.200

幅約 85 ㎜ X 高さ約 76 ㎜
BW-807

ショートフォーク

￥54.900

幅約 110 ㎜ X 高さ約 76 ㎜
BW-360

ショートフォーク

￥51.200

幅約 63 ㎜ X 高さ約 95 ㎜
品番

品名／サイズ

価格（税抜）

BW-805

ミディアムフォーク

￥56.700

幅約 110 ㎜ X 高さ約 135 ㎜
BW-363

ミディアムフォーク

￥58.100

幅約 63 ㎜ X 高さ約 152 ㎜
BW-803

ミディアムフォーク

￥53.500

幅約 85 ㎜ X 高さ約 165 ㎜

品番

品名／サイズ

価格（税抜）

BW-817

トールフォーク

￥60.500

幅約 84 ㎜ X 高さ約 178 ㎜
BW-819

トールフォーク

￥57.700

幅約 107 ㎜ X 高さ約 178 ㎜
BW-900

トールフォーク

￥61.200

幅約 120 ㎜ X 高さ約 234 ㎜

品番

品名

価格（税抜）

BW-824

スーパーデューティーアクスルフォーク

￥49.300

BW-915

ボルボフォーク

￥67.000

各種アタッチメントのピンの直径は、約５１mm です。

品番

品名

価格（税抜）

BW-500

ワイドリアアクスルフォーク

￥56.700

BW-600

ワイドリアアクスルフォーク

￥66.400

アタッチメント各種
さまざまなフォークアタッチメントを
用意しました。
用途などに合わせお選び下さい。
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アダプターをアンダーリフトのレシーバーにセットするだけ
でアンダーリフトでトレーラーがけん引できます。
第５輪アダプター使用荷重 11.000Ｋｇ空車のトレーラーや
海上コンテナのシャーシなどに使用可能です。
ピントルフック使用荷重 4500Ｋｇ

コンビネーション第５輪アダプター

品番

品名

価格（税抜）

BWF26

コンビネーション第５輪アダプター

￥270.000

OC-200 用 BUS-FORK6 分割 軽量なのでセットがラクラク！
OC-60 用もあります

大型バス・中型バス用タイヤホールドアタッチメントは分割式で軽量
組み立て簡単！独立懸架のバスのレッカー作業の必需品です。
受注生産品となりますので細かな変更も可能です。是非お問い合わせください。
ＴＥＬ03-5408-0024

品 番

品 名

価 格（税抜）

ASF-200

OC-200 用バスフォークキット

￥569.800

ASF-060

OC-60 用バスフォークキット

￥369.600

ASF-020

ASF-010

ASF-030

ASF-040

OC-200，OC-60 共通フォーク
品番

品名

価格（税抜）

ASF-010

ショートフォーク タイプ１

￥35.200

ASF-020

ショートフォーク タイプ２

￥35.200

ASF-030

トールフォーク タイプ１

￥35.200

ASF-040

トールフォーク タイプ２

￥35.200

各種リフトフォークアタッチメント製作・輸入いたします。
お気軽にご相談ください。
TEL 03-5408-0024 Tokyo Showcase
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小型リフト用アタッチメント
適合機種：ｾﾝﾁｭﾘｰ FⅠ，２１１，ホルムス DFT
２００，２００A，メカリフト用
すべて、片側１個の価格となります。
ピンの太さは基本 25 ㎜となります。
TA-02／03

TA-01 と TA-02/03
TH-01，TH02 を使用した例

TA-01

品 番

品 名

価 格 （税抜）

TA-04

三つ又リーフ用

￥17.820

TA-05

ピン式リーフ用

￥32.400

品 番

品 名

価 格 （税抜）

TA-01

牽引フック用

￥17.820

TA-02

カニ式リーフ用

￥13.860

TA-03

カニ式リーフ４ｔ用

￥15.840

TA-04

TA-05

TA-10

TA-05
品 番

品 名

価 格 （税抜）

TH-01

低型ホルダー ネジ固定式

￥16.340

TH-03

低型ホルダー ストッパーピン固定式

￥22.280

TH-02

高型ホルダー ネジ固定式

￥26.730

TH-04

高型ホルダー ストッパーピン固定式

￥32.670

品 番

品 名

価 格 （税抜）

TA-09

チェーン用

￥17.550

TA-10

幅広フレーム用

￥15.840

TH-02/04

TH-01/03

※ 低型ホルダーと高型ホルダーの高低差は約 55 ㎜あります。

品 番

品 名

価 格 （税抜）

TA-11

ハの字式リーフ用

￥15.840

TA-12

いすゞｴﾙﾌ独立懸架用

￥22.770

SF-1

セルフフォーク

TA-11

いすゞエルフ独立懸架用

SF-1

￥25.800
エクステェンションセット

いすゞエルフ独立懸架用について
年式によっては使用出来ない車種もございます。

F6500 用のピンの太さは、基本 50 ㎜となっ
ております。 ご注文時は装置寸法をご
確認の上ご注文下さい
品 番

品 名

価 格 （税抜）

品 番

品 名

価 格 （税抜）

TA-63

カニ式リーフ用

￥27.430

TH-65

低型ﾎﾙﾀﾞｰ ﾈｼﾞ固定式

￥43.370

TA-65

ピン式リーフ用

￥37.620

TS-65

F6500 用 スペーサー

￥7.920
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12-0804244
12-0803238
ｾﾝﾁｭﾘｰＦ1 用
ｶﾑﾛｯｸ

ｾﾝﾁｭﾘｰＦ1 用
T-ﾊﾝﾄﾞﾙ

12-0803876

品番

品名

価格（税抜）

12-0803238

センチュリーＦ１用 3 Ｘ 3 インチクロスバー T-ハンドル式

￥95.000

12-0804244

センチュリーＦ１用 3 Ｘ 3 インチクロスバー カムロック式

￥103.500

12-0803876

センチュリーＦ６５００用 3.5 X 3.5 インチクロスバー 2001 年 6 月以前

￥145.300

12-0805857

センチュリーＦ６５００用 3.5 X 3.5 インチクロスバー 2001 年 6 月以後

￥135.700

ｾﾝﾁｭﾘｰＦ6500 用

12-0904691 RH
12-0904690LH

ｾﾝﾁｭﾘｰＦ1 用

12-0904159 RH
12-0904158 LH

12-0906307 RH
12-0906306 LH

品番

品名

12-0904691 RH

Ｆ６５００用 ホイールグリッド

12-0904690 LH

スタンダード スライドイン Ｌ―アーム用

12-0904159 RH

Ｆ６５００用 ピボットスタイルホイールグリッド

12-0904158 LH

アルミ Ｌ-アーム用

12-0906307 RH

Ｆ1 用 ホイールグリッド

12-0906306 LH

スタンダード スライドイン Ｌ―アーム用

12-0904153 RH

Ｆ1 用 ピボットスタイルホイールグリッド

12-0904152 LH

アルミ Ｌ-アーム用

12-0904153 RH
12-0904152 LH
価格（税抜）
￥143.100

￥192.600

￥195.400

￥185.800

12-0903479 RH
12-0903478 LH
12-0904157 RH
12-0904156 LH
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12-0900703

品番

品名

12-0903479 RH

Ｆ１用スライドイン スチール Ｌ―アーム

12-0903478 LH

最大使用荷重 900Ｋｇ

12-0904157 RH

Ｆ１／Ｆ６５００用 ピボットスタイル 軽量アルミニウム Ｌ―アーム

12-0904156 LH

最大使用荷重 900Ｋｇ

12-0900703

Ｆ６５００用スライドインスチール Ｌ―アーム

左右共通

最大使用荷重 1300Ｋｇ

価格（税抜）
￥33.200

￥86.800

￥80.900

Pivot Pin Kits
Rebuild Kits

-+

クロスバーの振れ止め
WL-300DK1
F1 用ディテントキット
\5.800
WL-6500DK1
6500 用ディテントキット
\6.400

品番

品名

価格（税抜）

WL-300K1

ピボットピンキット Ｆ１用 ～1996 年

￥66.100

WL-300K2

ピボットピンキット Ｆ1 用 1996 年～

￥70.660

WL-6500K1

ピボットピンキット F6500 用

￥58.860

１９９６年３月までに製造された F1 リフトのリビルトフル
キット、
キット内容
ピボットピンキット
WL-300K1
シリンダーピンキット WL-300CPK1
ウェアーパットキット WL-300PK2
ディテントキット
WL-300DK1
WL-300RBK2
～９６年３月 Ｆ1 用 リビルトキット ￥157.740

１９９６年３月以降に製造された F1 リフトのリビルトフル
キット、
キット内容
ピボットピンキット
WL-300K2
シリンダーピンキット WL-300CPK1
ウェアーパットキット WL-300PK2
ディテントキット
WL-300DK1
WL-300RBK3
９６年３月～ Ｆ1 用 リビルトキット

￥157.740

F6500 リフトのリビルトフルキット
キット内容
ピボットピンキット
WL-6500K1
シリンダーピンキット WL-6500CPK1
ウェアーパットキット WL-6500PK1
ディテントキット
WL-6500DK1
WL-6500RBK1
Ｆ6500 用 リビルトキット ￥135.150

ホイールリフトの消耗部品の交換キット
各種単体でのご提供もできます。

Order

WL-300(F1,F4) & F6500
F3T その他パーツのご注文、
ご相談は下記へお気軽に!!

TEL 03-5408-0024
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INDUSTRIAL GRADE FOR TOWING & RECOVERY
18DC

15DC

15HYD

12HYD

12DC

9DC

9HYD

6HYD

最大牽引力

ドラム幅

ケーブル

モーター

販売価格

約/Ｋｇ

約/Ｃｍ

巻取り能力

位置

税抜

産業用

8.100

25.3

10mm X 38m

左

¥438.000

12V/24V

産業用

6.800

25.3

10mm X 38m

左

¥392.400

12DC

12V/24V

産業用

5.400

25.3

10mm X 38m

左

¥361.200

9DC

12V/24V

産業用

4.090

25.3

10mm X 38m

左

¥342.000

15HYD

油圧

産業用

6.800

25.3

10mm X 29m

左

¥332.400

12HYD

油圧

産業用

5.400

25.3

10mm X 29m

左

¥303.600

9HYD

油圧

産業用

4.090

25.3

10mm X 29m

左

¥288.000

6HYD

油圧

産業用

2.700

15.2

8mm X 30m

左

¥279.600

品番

駆動方式

用途

18DC

24V

15DC

HYDRAULIC INDUSTRIAL GRADE
業務用に開発されたラムゼイ油圧ウインチはその多くがレッカー業界や運輸業
界で使用されています。業務用に使用されるため堅牢で牽引力に優れていま
す。ＲＰＨシリーズはスピードの速いプラネタリーギアーを採用し 3.6t から 4.0ｔ
の製品がラインアップされています。レッカーボディの床面に設置するには最
適です。HD シリーズはウォームギアーを採用し故障の少ないシンプルな構造
でボディ床面に埋め込む際に最も適しています。
この他ラムゼイでは多種類のウインチを発売しております。用途に合わせて
お選びください。詳しくは ＴＥＬ03-5408-0024 へ

ラムゼイレベルワインダー
RM-75C ドラム幅約 30Cm 用
販売価格: ¥54.600-(税抜)
RPH-8000 シリーズ

最大牽引力

ドラム幅

ケーブル

モーター

販売価格

約/Ｋｇ

約/Ｃｍ

巻取り能力

位置

税抜

RPH-8000

3.600

25

10mm X 50m

左

RPH-10000

4.500

25

10mm X 50m

左

RPH-12000

5.400

25

11mm X 38m

左

HD-200

3.600

30

10mm X 45m

右

HD-350

5.400

30

11mm X 45m

右

品番

HD-200 シリーズ
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特
価

ローラーガイド付きケーブルテンショナー
ケーブルガイドとテンショナーが一体となったこの製品はレッカー
車やキャリアカーのリアマウントウインチに最適！
ウインチ巻取り時にケーブルにテンションを加え、さらにローラーガ
イドが付いているので乱巻きを防止します。
ウインチドラムの幅(内寸)よりも小さな物をお選びください。

17-1

17-2A

17-1A

品 番

品 名

価 格 （税抜）

17-1

９インチ(22.86Ｃｍ) ケーブルテンショナー

￥30.200

17-2

１１インチ(27.94Ｃｍ) ケーブルテンショナー

￥34.100

17-3

１５インチ(38.1Ｃｍ) ケーブルテンショナー

￥53.830

17-1Ａ

６．５インチ(16.5Ｃｍ)ジャーダンテンショナー

￥33.600

17-2Ａ

17-2 用 Ｕ-マウンティングブラケット

￥12.500

17-911

１１インチ(27.9Ｃｍ) フラットテンショナー

￥22.000

17-2
17-3

17-911

約 40Ｃｍ

ユニバーサルブームヘッド
リアーマウントウインチ、デッキマウントウインチに最適です。特に
中型・大型レッカーの補助ウインチに作業性抜群のアイテム
品 番

ユニバーサルブームヘッド

価 格 （税抜）

シーブ直径約 15Ｃｍ 幅内寸 20ｍｍ
TKN-1

約 7Ｃｍ

長さ約 40Ｃｍ 幅約 7Ｃｍ

¥80.000

適合ケーブル 10ｍｍ － 13ｍｍ

ラインアイズ（反射タグ）
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
目立たすことにより歩行者をは
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
ろんエアーバックのホースにも
使用可能です。
カラーは６色、3 本組
注文時カラーをご指定ください。
販売価格

\1.800
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よく見える手造りスコープ：不安だとなかなか開かない。自信があると簡単に
開いてしまうなんて事ありませんか？ 鍵穴の中がはっきり見えて便利なツ
ールです。 時間との勝負のロードサービスにはとてもありがたいアイテムで
す。 また、職人が１つ１つ本当に丹精込めて製作しております。

ＬＴ１２０２スコープ：総販売個
数８．０００個突破！根強い人
気ＬＥＤ仕様ＬＴ1202：ライトをＬ
ＥＤに交換します。玉切れの心
配なしメチャ明るい！よく見え
る手造りスコープの次にお勧
め 売れてますよ！
ロックアウトセミナーでも採用
しています。
ＬＴ１２０２スコープ

X ダブルテンション

品 番

品 名

価 格（税抜）

ＤＡ-1

よく見える手造りスコープ

￥16,000

ＤＡ-2

上下ピン専用ピック２本組

￥6,000

ＤＡ-3

２トラ・４トラ専用ピック２本組

￥6,000

ＤＡ-4

ストレートピック

￥3,000

DA-6

LT-1202 スコープ

￥8.400

DA-7

LED 仕様 LT-1202 スコープ

￥13.000

DA-N

HONDA N シリーズ専用テンション

￥4.200

＃2226

X ダブルテンション

￥5.600

X ダブルテンション：
・2.2ｍｍ巾と 2.6ｍｍ巾が両側に付いた 2in1 タイプです。
・鍵穴にセットする溝が 3 ヶ所あり、便利なテンションで
す。
・先端が長く、つかいやすくなっています。

N シリーズテンション

◆HONDA

N シリーズ解錠工具◆

これがあれば解錠もラクラク！
未経験者でも、解錠率 99％！作業時間は 1～2 分！
【セット内容】
・専用治具：3 種
・N-テンション
・今までの横から挟むだけのスイベルバイスとは違
い、シリンダーを全体で押さえているのでズレた
り、動いたりしません。
・小型・薄型なのでスペースを取りません。
・固定方法は、本体下のネジを締め込むだけです。
販売価格 ￥6.000-
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・取扱い説明書
・解説 DVD

販売価格 ￥32.000※別途練習用キーシリンダーも販売しています。

マジカルロックアウトツール
(最終兵器 ※穴釣り君※)
ピッキング解錠をギブアップしたときに
最終兵器として大活躍します。
ロッド部は細く柔軟性がありエアーウエッジの使用を最
小限にします。キズつけ防止コーティング加工仕上げ。

販売価格

￥13.500-

(税抜)

エア－ヘルパーセット

品 名

価 格(税抜)

品 名

価 格(税抜)

新型エアーヘルパーセット

￥5,350

大型ゴムストッパー

￥420

新型ｴｱｰﾍﾙﾊﾟｰ本体のみ

￥4,700

工具用プロテクター

￥370

ｴｱｰﾍﾙﾊﾟｰ専用ｹｰｽ

￥420

接続チューブ

￥110

新型ｴｱｰﾍﾙﾊﾟｰ：ｴｱｰﾍﾙﾊﾟｰの材質は、特殊繊維を使用しておりﾌﾟﾚｽ加工を施しｿﾌﾄ素材にして
強度、耐久性も抜群の品質です。 薄く挿入し易い構造 エアウエッジ用品では１番人気です。
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TM-52

ACT-65

品 番

品 名

価 格(税抜)

12-272

パスポートツール

￥5.500

TM-53

ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄﾂｰﾙ TM-52&ｴｱｰｳｪｯｼﾞ 12-275

￥11.500

AT-31

約 74cm ピンクツール

￥4.900

#12-275

エアーウェッジ

￥6.400

ACT-65

リモートコントロール マスタードアツール

￥7.900

12-275

12-275 使用例
TM-52：2 分割になっており、繋げて使用します。
ACT-65：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。
#12-275：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。

ACT-65 の使用方法

ACT55 : ライティングロッドドアーツール
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 137Ｃｍ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。
ロッドはグリーンプラスチックコーティングでキズを防止します。
ACT-55 ライティングロッドツール 販売価格￥9.860

12-1Ａ
WB-2
WB-2 or #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種類ご用意させて頂きました。
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、
解錠作業時間も短縮に・・・
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AT-70

品 番

品 名

価 格(税抜)

WB-2

ピートツール/約 80cm

￥3.600

12-1A

ピートツール/約 60cm

￥2.900

AT-70

ナイトライト 吸盤式

￥14.200

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！

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おります。
・充電式なのでレッカー車に乗せておけば、いつでも何度でも繰り返し使用できます。
・夜間の道路、水中において 800 メートルまで視認できます。
・日中では視認距離 300 メートル、空中からは 16 キロメートルです。
・スイッチボタンを押して起動させることにより９つのフラッシュパターンに切り替えできます。
・マグネットつきで車両に固定することができます。
・長期間繰り返し使用可能な充電式リチウムイオンバッテリーを使用しております。
・充電時間は約 6 時間で満充電になります。
・ 12～24V 併用シガーソケット、100～240V 充電アダプター付属

販売価格
税抜

マグネット付

赤外線によりライトが同期します
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。

同期します

★
★
★
★
★

LED 16 個
CR123(A)バッテリー使用
サイズ: 10.8Cm(直径)X3.5Cm(厚さ)
100% 防水
BA-S800-L1
販売価格 ￥23.200-（税抜）

強力マグネットつき
★
★

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３V X 1 個

CR123 型

HL-7501 サイズ直径 11 ㎝ 厚さ 3.5Cm
販売価格:

￥5.60061

安全性抜群!!
新時代到来! 発炎筒にかわる
新たな可能性! 電子式発炎筒!

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

スパークマーカー マグネット付き
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２０４mm X 高 96mm /900g 単三電池 3 個
PSM-1200M : メーカー希望価格\20.500-

販売価格

17.000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 度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 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
サイズ横 155mm X 109mm X 70mm
単三アルカリ電池 3 本 カラー：赤、青、黄、緑
VK16H-004H3□

販売価格

底部に強力
マグネット
ドーリー使用時に

女性の手に載る
けん引時にも
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コンパクトサイズ

作業中に

\14.500

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７６φX75mm
単三アルカリ電池２本(付属)
NU-AR ニコＵＦＯ
カラー：赤、青、黄

販売価格

\7.800

セーフティーライトとして接近車輌へ注意を
促します。

強力マグネットつき
交通整理用バトンと
して

品 番

品 名

価 格
（税抜）

TRA-1

LED トラフィックバトン

￥4.400

1.
2.
3.

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つき
収納ケースつき
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

2 本でも
このサイ
ズ！

収納
バッグ付属

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

① 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。
② 風圧にも耐えうるウエイト内臓
③ 重量約 1.7Ｋｇ
④ サイズ 30Cm X 30Cm X 60Cm
(伸長時)
⑤ サイズ 30Cm X 30Cm X 70mm
(収納時)

品 番

品 名

価 格
（税抜）

TRA-2

伸縮式セーフティ-コーン

￥3.400

《作業の安全性を高める》

高照度リフレクター

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 360mm X 720mm スチール 約 6.0Kg

品 番

品 名

価 格（税抜）

PGA-70

赤白矢印リフレクター

￥19.800
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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いたします。セットにない商品もアレンジいたします。 お気軽に
ご相談ください。TEL03-5408-0024

SET No1

セット No1
★ 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
販売価格 ￥34.000-

SET No2

セット No2
★ 赤白リフレクター 1 台
★ 伸縮式コーン４本
★ 赤外線同期 LED ライトシステム １台
★ LED トラフィックバトン １本
販売価格 ￥54.900-

SET No3

セット No3
★ 赤白リフレクター 2 台
★ 伸縮式コーン 6 本
★ 赤外線同期 LED ライトシステム 2 台
販売価格 ￥95.760-
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SET No4

セット No4
★ 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
販売価格 ￥46.620-

SET No5
セット No5
★ 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
販売価格 ￥97.560-

SET No6

セット No6
★ 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
★ 赤外線同期 LED ライトシステム 2 台
販売価格 ￥211.680-
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★ロードサービス専用グローブ★
防刃仕様 ・ 反射材付 ・ 滑り防止
耐油 安全規格 EN388 3333

甲部分には衝撃吸収プロテクター
ロードサービス専用ワークグローブ
ロードサービスの作業を安全に、滑り防止・耐
油・防刃、立体縫製により手にフィットします。
安全規格 EN388 3333
耐刃性はありますが、絶対切れないわけではご
ざいませんのでご注意ください。
突き刺や先が尖がった物は貫通しますので使用
時には十分ご注意ください。

品番

品名／サイズ (M・L・XL)

価格（税抜）

7939-L

反射板付ワークグローブ ライム

￥3.980

7939-O

反射板付ワークグローブ オレンジ

￥3.980

作業の安全に是非ご活用ください!!
➀

EL-1

背面にも反射材、夜間の視認性をアップ!

反射編上げ紐、夜間の視認性をアップ!
しゃがんだ時もつま先ガードが痛くない。

EL ファイバー採用、夜間の視認性抜群
③
②
受注生産品
貴社の仕様に合わせ
カスタマイズ可能です。

EL ファイバー点灯時

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
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どちらもつま先ガード付きです。
リフレクティブワークシューズ：
➀ アシックスの安全靴 作業性に配慮した人工皮革製のアッパー
と、踏み抜き防止に鉄板を内蔵した半長靴シューズ。
② 反射テープ付リカバリーワークシューズ 定番の人気商品
③ EX ワークシューズ ロードサービスはもちろん車両整備にもご
活用いただけます。 カラーはブラックとネイビー
品番

品名

価格（税抜）

FIS-500

アシックス ワークシューズ

￥10.900

GN-30

リカバリーワークシューズ

￥8.900

EX-WS

EX-ワークシューズ／24cm～29cm

￥5.500

雨や雪から手を保護します。

反射板付防水ワークグローブ： 使用面はナイロンで
内側にはコットンを使用とても軽く防寒性にも優れています。
手のひらには豚皮を使用しています。
反射材付で夜間作業の安全を確保します。

ＫＮ-39 オレンジ、ニットリスト 販売価格￥4.600
ＫＮ-79 ライム、ニットリスト 販売価格￥4.600

サイズは M と
L がありま
す。
牛革、反射材付ワーキンググローブ
ワイヤーロープやチェーンの取扱に最適!
手の甲には反射材を採用、夜間作業も安全です。

メカニックグローブ：

販売価格: 税抜￥1.100/組
１ダース １２組:
5 ダース ６０組:
10 ダース 120 組

反射材付で夜間作業の安全を確保します。
ロードサービスのあらゆる現場で手指を守ります。

税抜￥11.000/単価 917
税抜￥47.160/単価 786
税抜￥83.760/単価 698

オレンジ
ライム

販売価格￥2.500
販売価格￥2.500

ANSI Class3 フリース付きボンバージャケット






裏地には寒さから身を守るフリース素材を採用
表地はテフロン加工されジャケットを汚れから守ります。
ポリエステル素材は PVC コートされより強度に富みます
ジッパーは襟元まであがり寒さを防ぎます。フード付き
ANSI クラス 3 (米国工業規格認定)
高反射材採用で夜間の視認性をアップ
名入れやロゴマークもプリントできます。(別途見積り)

CLUHV563 サイズＭ Ｌ XL

販売価格 ￥15.200

ANSI Class3 フリース脱着式 防水ボンバージャケット

ANSI Class3
フリース付きレーシングジャケット





裏地には寒さから身を守るフリース
素材を採用
表地はテフロン加工されジャケットを
汚れから守ります。
スタイリッシュな立ち襟を採用、襟と
肩部には細い反射材がつきます
ANSI クラス 3 (米国工業規格認定)
高反射材採用で夜間の視認性をアッ
プ

RJ53

サ イ ズ Ｍ

販売価格 ￥29.300

Ｌ

XL






インナーフリースは取付け、取外し可能 寒い冬の雨から体を保護します。
表地のＰＶＣコートされた素材は雨や風を通さず暖か
フードは襟元に収納され取り付け、取外し可能 ジッパーは襟元まであがり
雨や寒さを防ぎます。
ANSI クラス 3 (米国工業規格認定) 高反射材採用で夜間の視認性をアップ

HWP69A サイズＭ Ｌ XL

販売価格 ￥20.800
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反射材つきレインスーツ
厚手ながら通気性に優れた光沢のあるオックス
フォード生地を採用、反射材には３Ｍ製の光源に
向かって真っすぐに反射するガラスマイクロビー
ズを採用、「再帰性反射」によって明るく高い視認
性を確保、安全性抜群です。

サイズＭ Ｌ ＸＬ
反射板付レインスーツ：
販売価格: 税抜￥13.500/上下セット
2-5 着 価格 税抜￥12.000 /着
5 着以上 価格 税抜￥11.300 /着

高照度反射材付

防寒/防水 ＋ 反射ベスト
反射材つきマルチジャケット 防寒/防水に加えベストだけの使用もＯ
Ｋ！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
高照度反射材付
マルチジャケット

反射板付防寒ジャケット：
販売価格: 税抜￥24.800
2-5 着 価格 税抜￥21.800 /着
5 着以上 価格 税抜￥19.800 /着

ステインクリーナー：
作業着に付着する油汚れを強力に落とす。
“Pack Zu” 汚れに直接染み込ませ洗浄します。
販売価格: 税抜￥2.700

汚れ落としはこれ!

取り外し式スリーブ

実用性に富んだポケット
ボンバージャケット ADAC スタイル：
高照度反射材、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
販売価格 税抜￥29.400

ドイツ自動車クラブ ADAC スタイル
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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

ウエストバンドトロージャー ADAC スタイル：
高照度反射材、ANSI class2 規格
ポケットが多く便利、反射材付つりバンド別売
サイズ: S-XXXXL

￥7.500

税抜

販売価格 税抜￥16.200

ボンバージャケット レッド/イエロースタイル：
高照度反射材、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
販売価格 税抜￥29.400

ウエストバンドトロージャー レッド/イエロースタイル：
高照度反射材、ANSI class2 規格
ポケットが多く便利、反射材付つりバンド別売 \7.500 税抜
サイズ: S-XXXXL
販売価格 税抜￥16.200
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ボンバージャケット レッド/グレースタイル：
高照度反射材、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
販売価格 税抜￥29.400

ウエストバンドトロージャー レッド/グレースタイル：
高照度反射材、ANSI class2 規格
ポケットが多く便利、反射材付つりバンド別売 ￥7.500 税抜
サイズ: S-XXXXL
販売価格 税抜￥16.200

MAN

VOLVO

US トラック
レッカー車熱転写エンブレム：
熱転写エンブレム、T-シャツやポロシャツにアイロ
ンで簡単熱転写、マン、ボルボ、US トラック

サイズ: 幅約 250mm
販売価格 税抜￥3.200
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大型レッカー刺繍エンブレム：
胸用サイズ: 幅約 100mm

価格￥3.980 税抜

背中用サイズ幅約 300mm 価格￥9.500 税抜

飛来物から目をガードする
収納式シールド内蔵

シールド内蔵でロードサービスに最適
過酷な作業から頭部と目を守る
優れもの！ 雨天や吹雪にも！
ロゴマーク、反射テープはオプション
別途お見積いたします。
お気軽にお問い合わせください。

販売価格 \7.200

ロードサービス現場で大活躍!!
ヘルメットや帽子にワンタッチ取り付け
両手が自由に使える優れもの！しかも軽量！





ロードサービスの夜間作業に
帽子に付けて工場内の作業に
夜釣りやその他レジャーに！

超高照度ＬＥＤ（0.5Ｗ）を５個使用、驚異の明るさ 28.900mcd
ランプ部が可動するのでピンポイント照射が可能です。
点灯時間連続５時間以上、超軽量 40ｇ（ボタン電池込み）
予備ボタン電池付 サイズ W83mm X D50mm XH19mm
VL-M5P ムービングバイザーライト

販売価格: 税抜\2.100

シガープラグ LED ライトは 12V シガープ
ラ グ よ り 充 電 可 能 、 小 型 です が ７ 個 の
LED が強力な光で照らしてくれます。バッ
テリージャンプのシガーソケットでも充電
可 能 で す 。 (12V 専 用 ) サ イ ズ : 2Cm X
5.5Cm 充 電 時 間 :3 時 間 ス ト ラ ッ プ は
45Cm

販売価格: 税抜￥2.100

３６０度 自在フック

7LED スポットライト

リチウムイオンバッテリー内臓
３６０度 脱着式 マグネット

20 LED ワークライト

連続点灯８時間以上

ロードサービス現場でパワ
フルに活用できます。
ワークライトに加えスポットライト
も搭載
LED 寿命 50.000 時間
リチウムイオンバッテリー内蔵で
軽量
マ ル チ 充 電 方 式 AC100V /
DC12V

販売価格: 税抜 9.800
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マグネット
ロードサービス & レッカー作業に最強の次世代 LED ワークライト!!
フレキシブルアームに加えフックとマグネット付属でハンズフリー作業可能、リチウムイオンバッテリー採用 マグネット
連続点灯時間は 3.5 時間 IP66 防水規格 LED ７０灯 380 ルーメン 6500 ケルビン
落下しても壊れないタフなボディ&ポリカーボネイトレンズ採用 DC12-24V シガー充電および AC100V 充電器付
サイズ長さ 415 X 全幅 55mm X 厚さ 41mm 重量 370g

販売価格￥7.800

ロードサービス現場で大活躍!!
明るさ抜群!! 軽量!!
どこでも使用できる充電式!!
防雨型 250W ハロゲン以上の明るさ
リチウムイオンバッテリー使用

ロードサービス現場に
最適のワークライト!!

夜間の出張修理や大がかりなレッカー作業等に、周
囲を非常に明るく照らすワークライトです。軽量、コン
パクト、充電式（＝コードレス）なので設置場所を選
びません。また、ライトヘッド部分は可倒式になって
おり、照らしたい場所へのアクセスも容易です。
本体カラーはグレーになります。
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ＬＥＤリチャージブルワークライト
LE-23-01
明るさ 800Lm 色温度 6000K
LED 10W 充電時間４．５時間
連続点灯時間４．０時間
サイズ
Ｈ383mm、W273mm D227mm

販売価格

\21.000 税抜

販売価格

¥38.000-

消費電力はわずか 37w で
驚異の明るさ、LED 照明は低
コストに加え長寿命!
工場や店舗の照明に、当社

トラック救援工作車への取付例
夜間の作業性が Up!

SITE-SCAN

ではトラック救援工作車に使
用しています。
消費電力が少ないので
DC-AC コンバーターを用いて
点灯させることもできます。

キャリアカーへの取付例

夜間の災害現場に威力を発揮
強力なライトで現場をサポート
します。 CFA182150
DC24V 28amp
キセノンランプ 150w X 2 台
照度:22.000lm
横方向回転角度 380 度
縦方向回転角度 330 度
Ｈ955mm～1420mm X W800mm

大型レッカー車への取付例

販売価格

\603.000
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≪夜間の視界を手軽に確保できる便利なアイテム≫

税抜価格

２００ルーメンの光が夜間の暗闇でもスムーズな作業を実現しますヘルメットに装着してもズレない専用ラバーバンド
付属 消防レスキューや高速道路交通警察隊にも納入実績あり。

滑り止め粘着シート
受傷事故防止に!!

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。

150ｍｍ

600ｍｍ
消耗した状態

張替例(3 分割にカット)

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。
サイズ : 150mm X 600mm 粘着テープ付
注※ 反射素材ではありません。

販売価格: 税抜￥1.100
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