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 会期：2021年3月17日(水)～3月19日(金) 
     

 
 

3/17～3/19に開催のＩＡＡＥ2021 が 

無観客開催(オンライン開催)となることが決定しました。 

これを受け、弊社は今回の出展を見合わせることとしました。 

楽しみにしていただいていた皆様には大変申し訳ございませ 

んが、ご理解・ご了承いただきますようお願い申し上げます。 

レッカー車、キャリアカーの夜間作業時に 

強力発光 LED が後方の安全を確保します。 
 

一つのヘッドに LED を 4 個採用。 

フラッシュパターン 11 種類 切り替え可能！ 

カラーはレッド●とブルー● 

DC12-24V スイッチ内蔵シガープラグ付属 

サイズ：55mm x 380mm x 95mm 

EX-77HV 

税抜 

□ レッカー隊員の快適性を考え、 

   作業性に優れた軽量素材です。 

□ 耐水圧：15.000mm 以上 

□ 透湿：10.000g/㎡-24h 

□ 色：オレンジ/ブラック 

   イエロー/ブラック 

□ サイズ 

Ｍ：160～165ｃｍ 

Ｌ： 165～170ｃｍ 

ＬＬ：170～175ｃｍ 

※その他大きいサイズもございます。 

税抜 

ＡＢ3636 ＡＢ2648 
ＡＢ4685 

けん引時の追突防止に！ 
夜間作業時に！ 
強力マグネット付 
ロープ固定用ハトメ加工 

ＡＢ4685 

LED 自発光式リフレクティブバナー大 

 (830 x 450 mm) 

販売価格: 税別 \4.700-  

 

ＡＢ2648 

LED 自発光式リフレクティブバナー小 

 (450 x 250 mm) 

販売価格: 税別 \3.250- 

 

ＡＢ3636 

LED トライアングルﾊﾞﾅｰ 

 (360 mm) 

販売価格: 税別 \1.800-  

 

強力ＬＥＤ内蔵で 

高視認性 乾電池式 

  LED 薄型トラフィックアロースティック 

製品型式 灯数 長さ 幅 高さ フラッシュパターン カラー 販売価格(税抜) 

E10-602XX-00 6 673mm 

38mm 24mm 
ﾜｰﾆﾝｸﾞﾓｰﾄﾞ 20 

ﾄﾗﾌｨｯｸﾓｰﾄﾞ 11 

赤 

青 

黄 

￥44.800- 

E10-802XX-00 8 888.2mm ￥51.800- 

E10-002XX-00 10 1,103.4mm ￥59.000- 

 

   ワーニングライトとしても使用可能 

全高を低く抑えてコンパクト化！ 高さ 24mm 

強力発光新型 LED モジュールを採用 3 ワット 

LED モジュールには防水コネクターを採用 

1. 20Ah 高性能 AGM シールドバッテリー搭載 

2. 電流出力用 On / Off スイッチ搭載 

3. サージプロテクション機能搭載 

4. ケーブル長 1.5m 太さ 35mm  

5. 高効率ワニ口クランプ採用 

6. 逆接防止機能搭載 

7. 落下に強い衝撃吸収ケースを採用 

 

税抜 HO-120S 

ラッソーストラップ 4 本とラチェットバックル 4 台のセット 

キャリアカーまたはホイールリフト、ドーリーにも使用可能 

※ストラップはハイビズラッソーストラップ(蛍光緑)との 

組み合わせもできます。 

 

税抜 



 

 

 

 

[ あかつきレッカー ] で web 検索！ 

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

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。 

〒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 
     e-mail : tsc@atsmails.com 

株式会社あかつき 

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。 

□ ピアノ線の約８倍の強さ 

□ 比重は１以下で水に浮く程軽量 

□ 非常にしなやかで耐摩耗性に優れる 

□ 耐光性・耐薬品性があり、 

   吸水による劣化がない！ 

 

 

 

 

 

 

¥21.000- 

¥28.000- 

¥26.750- 

¥32.500- 

¥38.000- 

¥59.000- 

サイズ： 高さ 37 ㎜・幅 400 ㎜・奥行 172 ㎜ 

 

LED カラー： レッド● 

レンズカラー： レッド● 

L005-03Q34-00R 

税抜 

・故障車の移動時にシフトロックやハンドルロックが解除できないときや、 

・サイドブレーキが固着して積み込みできないときに役立ちます。 

・4 輪にセットすれば、縦列駐車の状態から横へ引き出すことも可能です。 

・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。 

１個 

2個セット 

税抜 

税抜 

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。 

10 袋ご購入で 
送料無料！ 

（北海道・沖縄・離島は除く） 税抜 

使用方法は YouTube で紹介!! 

N711-8CL 

フック長 約 38cm スリング長 約 60cm 

   カタログ価格 \18.200 ¥15.470(税抜) 

N711-8CL30 

フック長 約 38cm スリング長 約 76cm 

 カタログ価格 \19.900 ¥16.915(税抜) 
N711-8CL44 

フック長 約 38cm スリング長 約 110cm 

 カタログ価格 \22.000 ¥18.700(税抜) 
N711-8CL60 

フック長 約 38cm スリング長 約 150cm 

 カタログ価格 \25.000 ¥21.250(税抜) 
 

 

 

デジタル表示で一発計測！

１２V-２４V車併用 

バッテリー電圧とエンジン始動

後の発生電圧が測定可能 

本体：L10cm W2.5cm 

モニター部：L1.5cm W2.5cm 

ケーブル：60cm ワニ口クリップ 

測定範囲：5VDC-30VDC 

本体重量：75g 

R8-124-W4

W 

 

税抜 

http://www.akatsuki-towing.co.jp/

