あかつき東京ＳＨＯＷＣＡＳＥ
ではライブ映像を公開しております。シ
ョーケースに展示中の商品をパソコン
に てリ ア ル タイ ム で ご覧い た だけ ま
す。是非ご来店ください。
公開日時：月～土の 9：00～18：30
ｗｗｗ．ａｋａｔｓｕｋｉ-ｔｏｗｉｎｇ．ｃｏ．ｊｐ
よりアクセスしてください。

www.akatsuki-towing.co.jp TEL 03-5408-0024

広告有効期間 2018 年 8 月 15 日～2018 年 9 月 14 日

殆どのメーカーの電気自動車（ＨＶ）やハイブリット自動車のバッテリーの脱着や板金作業などに対応
○ハードインジェクション絶縁加工により剥離し難い強固な皮膜
安定した膜厚と外寸を実現し、作業性・安全性アップ
○ケースサイズ：W530XD220XH290mm
○セット内容付属品：T 型ハンドル、ディ-プソケット 5 点（7mm14mm）、トルクレン
チ、エクステンションバ-2 点（50mm、100mm）、スパナレンチ 5 点（7mm14mm）、
片口めがねレンチ 5 点（7mm14mm）、スクリュ-ドライバ-6 点（[[（+）]]1、[[（+）]]2、
[[（+）]]3、[[（-）]]5.5、[[（-）]]6.5、[[（-）]]8）、ロングディ-プソケット 10mm、ラチェット
ハンドル ○採用メーカー：レクサス・トヨタ・日産・ホンダ・マツダ等
○差込角：9.5ｍｍ ○重量：11.5kg

税抜

ナップオンがリリースする BAHCO シリーズの日本特別 Ver

バッテリーに多用されている小径ネジにも対応し作業性◎

◆ペダルが大きくジャッキアップ不要
◆前後左右自由に不動車を容易に移動可能
◆ローラー素材をアルミにし、ストレスフリーな使用感
内部も高耐久化
◆ヨーロッパモデルより送り爪の耐久性を向上
◆使用中に混乱しがちな ON/OFF の切り替えを
分かり易いピクトグラムにて表示し、
スムーズな作業を支援
最大許容重量：680kg
許容タイヤ幅：325mm

抜群のフィット感！
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27
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22.6

サイズ

許容タイヤ径：810mm

BH1CDAL680JPA
1個

磨耗や穴あきが目視確認でき危険回避

税抜

夜間作業時に強力発行 LED が後方の
安全を確保
☆1 つのヘッドに LED を 4 個採用
☆カラーはレッド OR 青 の 2 種類
☆１１通りのフラッシュパターン
☆DC12-24V スイッチ内臓 シガープラグ付属

税抜

○伸縮式でコンパクトな工具箱のスペース
を有効活用
○風圧にも耐えられるウエイト内臓
○重量：約 1.7Ｋｇ
○サイズ 30 X 30X 60cm(伸長時)
○サイズ 30 X 30 X 7ｃm(収納時)
○格納に便利な専用ケース付

１個
EX-78HV-R
EX-78HV-B

残り
わずか!

2個

税抜

税抜
税抜

解錠の最終手段 人気工具がコンビになって初登場！！ エアウェッジにマジカルロックアウトツールを通すことにより窓を傷から保護
特殊繊維を使用し強度・耐久性◎ ＆ 薄く挿入し易い構造
サイズ：ウェッジ部 15X16cm ツール導入口 10X12cm
管長さ：10ｃｍ
厚さ：2ｍｍ（最小） 70ｍｍ（最大）
ロッド部は細く柔軟性◎ パンプウェッジの使用を最低限に
キズ付け防止コーディング加工仕上げ
長さ：1250ｍｍ

※ご購入にあたり「念書」への記入をお願いしております。
FAX させて頂きますのでお申し付け下さい。
セット価格

税抜

あかつき東京事務所がリニューアル
しました。
国内で唯一、レッカー車を展示して
いるショールームとなっております。
東京での待ち合わせや、お客様同
士の情報交換の場としてご利用下さ
い。

www.akatsuki-towing.co.jp
TEL 03-5408-0024
[ あかつきレッカー ] で web 検索！

サージ吸収と車輌始動前後の電圧測定がこれ 1 台で！

わずか 2.5Kg で 3,000CC のエンジンを始動
する世界最小のジャンピングパック！

従来の SA12VD に逆接防止警報ブザー機能追加
本体は 3/1 の大きさになり名刺より矮小化
接続確認灯付で車の電子回路をサージから保護

ＮＡＳＡ宇宙工学で開発され、軍事・航空機分野で磨
かれた技術が、この小さなスタートキューブに集結

適応車輌電圧：12V
電圧表示灯：+3V～+18V あり
（3v 未満では表示できません）
接続確認灯：あり（正常接続時に緑点灯）
最大クリップ接続長：920mm
サイズ：W8×L84×H26ｃｍ（ハーネスを除く）
重量：40g

サービスカーの進入できない駐車場等で威力を発揮
高性能＆長寿命バッテリー搭載、オートセーフティー
機能搭載、機器をショートや過負荷から保護します。
(特許出願中)

PB-1200GX

赤外線によりライトが同期

税抜

SA-12VDS

税抜

最高水準の防水性・透湿性・防風性
◇外枠は強化プラスチックを使用
◇ケース収納で充電可能
◇1 つのライト操作で全ライトの
ON/OFF 操作、パターン切替可能

・外部からの雨や水の浸入を遮断
・内部の水蒸気は外部に放出し、

◇9 つのフラッシュパターン
◇日中視認距離 300ｍ ◇マグネット付き
◇充電式リチウムイオンバッテリー
充電時間約 6 時間
◇12-24V 併用シガーソケット、
100-240V 充電アダプター付属

HL7502SY

ムレを防ぎいつも身体をドライに
保ち快適♪
Ｓ～ＬＬ
※3Ｌ以上はお問合せ下さい。

税抜

税抜

エアードライヤー部分よりエアー供給の際、
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

1/2“
1057Nm
68～880Nm
2.300
1.900ｒｐｍ
238ｍｍ
3.1ｋｇ
89ｄｂA
1.8*K

純正プラグを紛失してしまった方へ朗報！
純正プラグは特殊サイズで純正補修部品もなく、
紛失してしまうとエアードライヤーＡＳＳY交換
となる為、純正部品と同等のクオリティーの補修
プラグをご用意！
素材はステンレスで強度◎

TZ-A
税抜

TZ-B

TZ-A

TZ-B

株式会社あかつき公式チャンネル開設

株式会社あかつき
〒105-0021 東京都港区東新橋 2-16-1

TEL： 03-5408-0024

FAX： 03-5408-8228

http://www.akatsuki-towing.co.jp
様々な動画を掲載していますので是非ご覧下さい！
※右の QR コードを読み取ることでもご覧頂けます。

e-mail : tsc@atsmails.com
掲載の商品につきましては、一部価格および仕様の変更、数に限りがある
場合がございます。ご容赦ください。
この他多数の商品を取り扱っております。お気軽にお問い合わせください。

税抜
税抜

