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6mm 

18mm 

8.9mm 

優れた強度でありながらも 

小さく､軽量なチェーン＆フ

ックです。グラブフックで長

さの調整､バスケット吊に

使用します。 

固縛にも適しています。 

 ﾁｪｰﾝ長 1.0M 

両端ｸﾞﾗﾌﾞﾌｯｸ 

ﾁｪｰﾝ長 2.0M 

両端ｸﾞﾗﾌﾞﾌｯｸ 

ﾁｪｰﾝ長 3.0M 

両端ｸﾞﾗﾌﾞﾌｯｸ 

6ｍｍ ￥12.000- ￥14.200- ￥16.400- 

8ｍｍ ￥14.400- ￥17.000- ￥19.500- 

10mm ￥18.500- ￥21.700- ￥24.900- 

 (税抜) 

8mm と 10mm サイズは、外れ止めのロックピンが 

付いたグラブフックでの製作もできます。 (+￥4.000-) 

 

 

  

幅/mm 25 35 50 75 100 150 

使用荷重/t 1.0 1.6 2.0 3.2 4.0 6.3 

長さ 長さは 1.0ｍ～8.5ｍ、0.5ｍ単位での販売となります。 

1.0m \3,893 \5,440 \7,786 \11,662 \15,555 ----- 

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 

8.5ｍ \15,555 \21,964 \31,093 \46,631 \62,186 \93,262 

 

※2本セットでの価格となります。 
※記載以外の価格については、 

  別途お問い合わせ下さい。 

6I-2T3 ２t                
シーブ径：76mm 使用荷：2t  

ケーブ：8 - 10mm 用 

定価 \７.７００ 

6I-3T3 ３t           

シーブ径：76mm 使用荷重：3t  

ケーブル：10 - 13mm 用 

定価 \１１.５００ 

6I-4T4 ４t           

シーブ径：114mm 使用荷重：4t 

ケーブル：10 - 13mm 用 

定価 \１４.０００ 

 

 

税抜 

税抜 

税抜 油種別ラベル付 

「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? 

ステンレス製で内部が錆びない為、錆びを混入させることなく安心 

突起部が少なく収納に便利    耐久性抜群 

2 タイプからお選び下さい 

○標準タイプ(AT-10)：サイズ:38.5X24.5X20cm  

○縦長タイプ(SC-10)：サイズ:17.5X35X28cm  

 

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  

☆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 

EX-78HV-R 

税抜 

アルテマスリングは、軽量で超高強度・強靭。 

そして抜群のしなやかさを誇り 

キンクや型崩れも大幅に軽減されています。 

素材の特性で伸びが少なく、耐摩耗性に優れています。 

 



 

 

 

 

[ あかつきレッカー ] で web 検索！ 

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

〒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。 

あけましておめでとうございます。 

旧年中は大変お世話になりました。 

皆様のご健康とご多幸を心より 

お祈り申し上げます。 

本年も宜しくお願い致します。 

 

あかつき 東京事務所 スタッフ一同 

・G100チェーン：従来の G80吊り具に比べ、強度が約 25％アップ！ 

・マスターリンクに長さ調整機能が組み込まれている為、任意の揚程での吊り作業が簡素化 

・偏荷重物の吊り作業に最適 

MG2-EGKNA 2点吊 価格 (税抜) 

使用荷重/ 

チェーンサイズ 
1.1t / 

6mm 

2.0t / 

8mm 

3.2t / 

10mm 

チェーン長 
1.0 M \26.670- → \22.670- \30.000- → \25.500- \42.670- → \36.300- 

2.0 M \31.430- → \26.720- \35.050- → \29.800- \49.340- → \42.020- 

 

 

スナップ付 4m ストラップ 4本 

ラチェットバックル 4 台 

ショートストラップ 4 本 

合計 12点セット 

税抜 38-200SH 

第 18 回国際オートアフターマーケット EXPO2021 

会期：2021年 3月 17日(水)～3月 19 日(金) 

    10：00～17：00(最終日のみ 16：00迄) 

会場：東京ビッグサイト 西 3.4 ホール 

     
 
 
 
1 枚につき 1名様無料でご入場頂けます 

ご希望の方はお問合せ下さい 

○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 

2 個 

税抜 

税抜 

マグネット付 乾電池式(単三 3本) 

○15 個の LED が点灯/点滅 

○発光ベース生地には高反射材を

採用し夜間作業の安全を確保 

○マグネット 4 個に加えハトメリング

が四隅に縫い付けられて、ロープ

やゴム等で固定可能 

サイズ：H510mm×W510ｍｍ 

AB5252 税抜 

ｸﾘｯﾌﾟ付き 

充電時間：4時間 

連続使用：11時間 

視認性：500Ｍ 

充電ケーブル付属 

・LED 色：赤/青 

・ｻｲｽﾞ：80x40x30.6mm 

・重量：47ｇ 

・認証：IP65 JD-03 
税抜 

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

