PL パドルラッチ：スタンダードシングルポイントラッチ鍵付き
と鍵無し、鉄とステンレスがあります。

PL-2B/1B

パドルラッチ

品番

仕様／サイズ

価格（税抜）

ＰＬ-1Ａ

サビ止め／幅約 108 ㎜Ｘ高さ約 139 ㎜

￥3.740

ＰＬ-2Ａ

ステンレス／幅約 108 ㎜Ｘ高さ約 139 ㎜

￥7.780

ＰＬ-1Ｂ

サビ止めロック付／幅約 108 ㎜Ｘ高さ約 139 ㎜

￥4.340

ＰＬ-2Ｂ

ステンレスロック付／幅約 108 ㎜Ｘ高さ約 139 ㎜

￥8.970

ＰＬ-3Ａ

サビ止め小／幅約 92 ㎜Ｘ高さ約 120 ㎜

￥4.040

ＰＬ-4Ａ

ステンレス小／幅約 92 ㎜Ｘ高さ約 120 ㎜

￥4.770

ＰＬ-3Ｂ

サビ止めロック付小／幅約 92 ㎜Ｘ高さ約 120 ㎜

￥4.340

ＰＬ-4Ｂ

ステンレスロック付小／幅約 92 ㎜Ｘ高さ約 120 ㎜

￥5.970

フラッシュＴラッチ /幅約 120 ㎜Ｘ高さ約 12.5 ㎜

¥ 7.760

TH800B

フラッシュＴ－ラッチ

TH800B

ラバーキャッチでボデー上面に置かれた
ツールをしっかり固定
品番

ヘビーデューティラバーキヤッチ

価格(税抜)

ID47A

15.2Ｃｍ

¥2.100

ID47B

20.0Ｃｍ

¥2.630

ID47C

12.5Cm

¥1.000

レンチ無しでも、ボールサイズ交換可能!!
コンバート A ボールヒッチ：キャンピングトレーラーやボートトレーラー
のけん引時、ヒッチボールのサイズを簡単に換えられる優れもの!!
1.875 インチ、2 インチ、2.8 インチの３種類のボールが付属
けん引使用荷重 4.500Kg
品番

コンバート-A-ボールヒッチ

価格(税抜)

DK-50

クロームメッキ、プラスチックケース付き

\16.800

DK-51

ステンレススチール、プラスチックケース付き

\24.500

ヘビーデューティーブルーム
Heavy Duty Brooms：事故現場で発生するガラス片、プラスチック片をすばやく、きれい
に片付けるワイドサイズのロードブルームです。ガソリンやオイル等でも変色、変形しにく
くオールラウンドでご使用頂けます。 柄を回すと伸縮します。

BRK-18B

品番

サイズ／毛質

価格(税抜)

ＢＲＫ-18Ａ

約 430 ㎜／普通

￥6.500

ＢＲＫ-18Ｂ

約 430 ㎜／硬め

￥6.500

ＢＲＫ-24Ａ

約 580 ㎜／普通

￥7.030

ＢＲＫ-24Ｂ

約 580 ㎜／硬め

￥7.030
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AW-1848 取付例

アルミアンダーボデーボックス
アルミアンダーボックス各種
美しいアルミニウムの輝きを放つアルミボックスです。
大きさは様々ですので用途に合わせて選んで下さい。
軽量なのに強度に優れ収納力抜群！

品番

サイズ（高さＸ奥行Ｘ幅）

価格(税抜)

ＡＷ-1824

約 457 ㎜Ｘ508 ㎜Ｘ609 ㎜

￥110.000

ＡＷ-1836

約 457 ㎜Ｘ508 ㎜Ｘ914 ㎜

￥130.500

ＡＷ-1848

約 457 ㎜Ｘ508 ㎜Ｘ1219 ㎜

￥143.500

ＡＷ-1860

約 457 ㎜Ｘ508 ㎜Ｘ1524 ㎜

￥158.000

バーンドアスタイルツールボックス
品番

サイズ（高さＸ奥行Ｘ幅）

価格(税抜)

ＡＴＢ-36

約 457 ㎜Ｘ457 ㎜Ｘ914 ㎜

￥139.000

ＡＴＢ-48

約 457 ㎜Ｘ457 ㎜Ｘ1219 ㎜

￥154.300

ＡＴＢ-60

約 457 ㎜Ｘ457 ㎜Ｘ1524 ㎜

￥176.000

横開きドアーで工具の取り出しが楽々

ポリエチレンツールボックス
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ポリエチレンツー
ルボックスは腐食
に強く、ドアーは
二重構造で堅牢
ボディはブラックパウダーでコーティングされたステ
です。
ンレス、ドアーは鏡面仕上げで美しさを保ちます。
スライドドアーがツールボックス内に格納されるの
価格(税抜)
で、路上にドアが飛び出すことがなく安全です。
スライドドアツールボックス
￥90.500

品番

サイズ（高さＸ奥行Ｘ幅）

UB-24

約 457 ㎜Ｘ457 ㎜Ｘ609 ㎜

UB-26

約 457 ㎜Ｘ457 ㎜Ｘ914 ㎜

￥97.500

品番

サイズ（高さＸ奥行Ｘ幅）

価格(税抜)

UB-48

約 457 ㎜Ｘ457 ㎜Ｘ1219 ㎜

￥110.000

PTBS-48

約 457 ㎜Ｘ457 ㎜Ｘ1219 ㎜

￥158.000

ツールボックスオプションシリーズ
ツールボックス用 コード&ハンマーマウント
ツールボックス内をスッキリきれいに，電気コードやエアホー
ス、ハンマー等の収納に便利です。
品番
D1138
D1139
D1250

サイズ
S W14 X H15Cm X D9.5Cm
L W19Cm X H15Cm X D10Cm
XL W27Cm X H15Cm X D14Cm

販売価格(税抜)
¥6.800
¥7.800
¥8.800

ツールボックス用 エアゾール缶マウント
ツールボックス内をスッキリきれいに、６缶用と３缶用
があります。
品番
43-D1104
43-D1020

3 缶用
6 缶用

販売価格(税抜)
¥7.400
¥11.000

ツールボックス用 アルミシェルフ
ツールボックス内をスッキリきれいに、
サイズ ラージ 約 W15Cm X D8Cm X L8Cm
スモール 約 W30Cm X D8Cm X L8Cm
品番
43-D1106
43-D1108

スモール
ラージ

販売価格(税抜)
¥4.100
¥6.500

トラック用アルミホイール

ソケットナットを使用することにより
純正のボルトがそのまま使用できます。

大型車用 22.5X 8.25

中型車用 17.5 X 6.00

品番

サイズ（高さＸ奥行Ｘ幅）

価格(税抜)

J003-2

17.5 ｘ 6

￥32.000

U002

22.5 ｘ 8.25

￥37.350

U002#

22.5 ｘ 8.25 アウトサイドポリッシュ

￥40.600

U002##

22.5 ｘ 8.25 インサイドポリッシュ

￥40.600

アレックスリムは自転車のレース、ツールドフランスをはじめ世界中で
多くの自転車ユーザーに愛用され製品の品質は定評があり世界的に
有名です。ヨーロッパでは多くのトラックがアレックスリムを装着してい
ます。もちろん JW-T の認証を受けています。
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２４V 対応，トラック専用システム，振動に強い！
カラーカメラ

CC-6500B
CV バックカメラ
シャッター付

CC-6600B
CV バックカメラ
シャッターなし

+ カラーモニター

CC-6601B
CV バックカメラ
シャッターなし

CQ-8003A
フラッシュメモリーナビゲーション
CJ-7300G
７型ワイド LCD 4 画面モニタ-

CC-6601B
CV バックカメラ
シャッターなし

EA-2182A
4 カメラボックス

あかつきはクラリオン
正規販売代理店

クラリオン製品特価にて販売いたします!!

V- SERIES
Premium Dual LCD

車室内用

車外用

デュアルモニター

1.2 インチ TFT デュアル液晶モニター搭載
走行映像と車輛情報を同時にモニター

２画面表示フロントカメラ映像はもちろん、追加オプション
カメラの映像やドライブ情報を確認表示できます。
超コンパクト 本体サイズ 縦 90mm 横 38mm

2 台のカメラを接続可能
追加カメラを設置することにより、より詳細な走行状
況や室内の録画が可能
レコディア専用ビューアー
録画した映像は専用ビューアーで再生、保存が可能

品番

品名/サイズ

価格(税抜)

V2HD

２カメラ ドライブレコーダー

￥36.500

V1HD

１カメラ ドライブレコーダー

\29.920

1 カメ仕様もあります。 \28.560(追加カメラは使用できません)
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3 軸 G センサー搭載
一定の衝撃を感知しイベント録画を行います。
切替により常時録画も選択可能
GPS による走行経路の確認
専用ビューアーにより、移動経路、スピード等の GPS
情報を録画映像とともに確認可能
音声録音機能
超小型マイクおよび高性能スピーカーを内蔵

全国通信できるのに無線免許不要?
一般的に業務用無線機では利用に際し無線局免許を取
得、更新する必要がありますが、ボイスパケット無線の場合
は携帯電話と同じ扱いとなり無線局免許は必要ありませ
ん。したがって免許の取得や更新料も発生しません。

全国通信可能な無線機?
北海道から沖縄まで通信できるの?
NTT ドコモの通信網 FOMA を利用する
ため携帯電話の通話エリア内であれば
どこでも通信可能です。

災害時に使える?
大規模な災害発生時には携帯電話の通信が集中しなかな
か通話ができない状態となります。ボイスパケット通信では
携帯音声通話とは別の帯域の通信網を利用している為、
災害時でも通信が可能です。東日本大震災時にも通信が
可能でした。
車輛の位置情報を GPS により管理可能
車輛の位置情報は 30 秒に１回、または 100m ごとに管理で
きます。インターネットで位置情報を閲覧、パソコンのほか
携帯端末やタブレット端末で閲覧可能です。
車輛の位置情報はゼンリンの地図で表示
車輛位置をリアルタイムで表示、車輛の向きや速度も表示
されます。車輛の履歴や走行経路も表示されます。

当社ロードサービス部 DCR にて運用

見やすく、軽快な動きのゼンリン地図画面
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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。
オプション/イヤホンマイク (別売)
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スマートフォン＆通信タブレット用車輛マウントキット
スマートフォンやタブレットを確実にホールドします。
強力な吸盤には脱落防止用の特殊ジェルを採用、自在アームで角度調整可

スマートフォン用 ￥２．1００－ (税抜)
通信タブレット用 ￥２．６００－ (税抜)

スマートフォン、ｉ-Ｐｈｏｎｅ等の充電に！ その他ＵＳＢ機器の充電に！
12Ｖ車 24Ｖ車どちらでも使用可能です。ＵＳＢ出力 ＤＣ5Ｖ
500ｍＡ(1 ポート使用時) 250ｍＡ(2 ポート同時使用時片側)
シガーソケット出力、 12Ｖ入力時は出力 12Ｖ(最大 10Ａ)
24Ｖ入力時は出力 24Ｖ(最大 5Ａ) となります。
本体は便利な首振り機構搭載

(税抜)
DC24V → ＤＣ12Ｖ変換コンバーター
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口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 200 X 95 X 50mm 10Ａタイプ：サイズ 135 X 65 X 43mm

販売価格￥6.800 （税抜）

販売価格￥4.800 （税抜）

ライト本体が 180°回転
DC12～24V 併用
LED：1W x 4Pcs 照射角：30°
出力：750Lux (100cm)
サイズ：195mm x 30mm x 33mm

販売価格￥6.000 （税抜）
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.
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、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、
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 輸入車にも対応します。

写真のセット＋専用ハードケース付 マニュアル付

品番

品名

価格(税抜)

AN-01

エマージェンシーエアーツールセット

￥33.600

エアータンクまたはチェックバ
ルブにツールを使用してエア
ーを供給し解除します。

写真はいすゞFSR-34
GVW 11t 増トン車
ターンバックル式チャンバー

「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

耐久性抜群

もなく安心です。突起部が少なく収納に便利
標準タイプ サイズ:38.5 X 24.5 X 20.0 /Cm

10 リットル

縦長タイプ サイズ:17.5 X 35.0 X 28.0 /Cm 10 リットル

(税抜)
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販売価格はすべて消費税を含んだ価格です！

型式
差込角
最大トルク(左回転)
右回転トルクレンジ
打撃数/分
最大フリー回転
全長
重量(バッテリー含)
騒音レベル
振動レベル
定価￥100.000-

W5150 ミドルトルクインパクトレンチ
1/2“
260Nm
36 - 190Nm
2.900
1.700ｒｐｍ
162ｍｍ
1.9ｋｇ
91ｄｂA
1.6*K
➾ 販売価格￥75.000-

型式
R1120 ラチェットレンチ
差込角
1/2“
最大トルク(左回転) 40Nm
右回転トルクレンジ 7 - 34Nm
打撃数/分
2.900
最大フリー回転
260ｒｐｍ
騒音レベル
91ｄｂA
振動レベル
1.6*K
定価￥62.500- ➾ 販売価格￥54.000-

型式

セット内容
・本体 x1
・リチウムイオンバッテリー x2
・充電器 x1
・ハードケース入り

W7150 ハイトルク
インパクトレンチ
差込角
1/2“
最大トルク(左回転) 1057Nm
右回転トルクレンジ 68～880Nm
打撃数/分
2.300
最大フリー回転
1.900ｒｐｍ
全長
238ｍｍ
重量(バッテリー含)
3.1ｋｇ
騒音レベル
89ｄｂA
振動レベル
1.8*K

定価￥130.000- ➾ 販売価格￥90.000-
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1"Drive
アルミ合金ボデー ツインハンマー方式
差込角 25.4mm 最大トルク 2169Nm
重量 6.3Kg で軽量 大型車のスペア交換に!

小型ラチエットレンチ

1/2"Drive

樹脂ボデー ツインハンマー方式
差込角 12.7mm 最大トルク 474Nm
重量 1.2Kg で軽量
小型車のホイール脱着作業に

品番
IT4120-A1-6MG
IT224-B2P
RP103-Ａ1 スタビィ

差込角 9.5mm 最大トルク 34Nm
重量 0.52Kg で軽量 長さ 170mm
狭所の作業に

品名

価格(税抜)

大型車のスペア交換に重量 6.3Ｋｇ

￥115.000

小型車のホイール脱着に重量 1.2Ｋｇ

￥30.500

小型車の一般整備に

￥16.000

ハイブリッド車・電気自動車等
の事故・故障に
備えておきたいツール
国際規格認証 EN/EC 60900
1000V 以下

品番

品名

価格(税抜)

AN-03

EV・HV 車救援専用絶縁工具

￥48.000

当社では、検電作業を簡単・確実に行えるペンタイプの検電器(素手で使用できる)や、サービスプラグやシステムメインスイッチ等の高電
圧遮断用の開閉器にアクセスするための最低限の絶縁工具や、ヒューズの抜き取りに使う事の出来るラジオペンチ。 飛散物から目を保
護するための保護メガネなど、現場で作業する隊員が欲しかった物を、現場隊員の意見をもとに集約したものをセットにしました。 検電
器は状況に応じた 2 種類、共に日本製。絶縁工具は、ドイツ工具メーカー老舗のクニペックス社製、保護メガネ(ＬＥＤライト付き)も住友スリ
ーエム社製と内容物へのこだわりだけでなく、専用の収納ケース(日本製)には、それぞれの工具が綺麗に収まるよう設計されたウレタン
スポンジ(日本製)が敷かれており、レッカー車の用具入れの中での揺れや衝撃、事故現場での出し入れ等の乱雑な扱いでも、内容物同
士が当たって破損するような事が無いように考えられており、セットの使用方法を書いた説明書の他に付録として、代表的なハイブリッド
車の作業情報をまとめた資料がついてくるという、まさにレッカー・ロードサービス業務の為に作られたセットとなっています。
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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

品番

品名

価格(税抜)

FL-250WE

ディスポーサブルフロアマット

￥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

★ 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 53Cm X 42Cm 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

WATERLESS HAND CLEANING TOWELS
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、スクラブ。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。あらゆる汚れを落とします。
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 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

スクラブ 72 枚入り 販売価格￥3.500 (税抜)

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。

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
販売価格

お問い合わせ資料請求/実演デモは

\3.200

TEL 03-5408-0024
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マルチファンクショナル インダストリアルマット
自動車の展示場にはもちろん各種ショールームや店舗、工場でもご使用いただけます。
耐圧・耐候で屋内や屋外でご使用いただけます。
オイルや薬品にも強くもちろん滑りにくいので自動車の整備工場にも適しています。
あらゆるフロアーを美しく演出します。
サイズ: 400 X 400 X 400mm 厚み 18mm
カラー:
販売価格￥30.000-
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30 枚/箱

レッカー車製作いたします。
お客様の業務に最適なレッカー車
をご提案、製作させていただきます。
見積りだけでもＯＫ！
お気軽にご相談ください。

Hand Made Wrecker Body
一番稼動率の高い小型レッカーは、乗り手のこだ
わりも多くまた作り手の私達も“いかに使い易く”を
お客様とご相談しながら
１台 1 台手作りで製作しております。
特に小さく重量の軽いレッカーでは、いかに装置の
能力を引き出すかということが重要なポイントであ
ると考えております。
いたずらにバランスの悪くなるような製作方法を控
え、基本的にはフロント部にノーウエイトでも十分
能力を引き出せるよう設計しております。

センチュリー412/F1f

ﾕﾆｯｸｸﾚｰﾝ+WL300

ﾕﾆｯｸｸﾚｰﾝ+F6500
CENTURY
1140/SDU４ Low-rider

センチュリー412/F1
中古シャーシでも製作可能です。お気軽にご連絡ください。ＴＥＬ03-5408-0024

レッカー車をはじめ工作車等、特装車の制作も行います。
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WL-300 /F1 をはじめ F6500 F3T など
小型用から中型用、大型用まで各機種を取り
扱っております。
お客様のご要望によりリフトのインストール
作業（取り付け）のみも行っております。
お気軽にお問い合わせください。
メンテナンス、パーツの手配もいたします。

ＴＥＬ 03-5408-0024 Tokyo Showcase まで

CENTURY
1140/SDU４ Low-rider

クレーン + F6500

412/F1f

412/Fif

取付推奨シャシ：２ｔ～３．５ｔ
最大リフト能力：1.800Ｋｇ

取付推奨シャシ：２ｔ～３．５ｔ
最大リフト能力：1.800Ｋｇ

F6500 / クレーン
取付推奨シャシ：３．５ｔ～4.0t
最大リフト能力：2900Ｋｇ

The Tow-truck Factories!

兵庫県三木市にレッカー車製造工場を新設!!
お気軽にご相談ください!!!
お問い合わせ資料請求/実演デモは
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TEL 03-5408-0024

