
www.akatsuki-towing.co.jp  TEL 03-5408-0024 広告有効期間 2021年 9 月 15日～2021年 10月 14日 

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。 

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 

EX-78HV-R 

EX-78HV-B 税込 

1. 小型コンプレッサー搭載 

2. 電流出力用ロータリースイッチ付で接続時の

スパークを防止 

3. 逆接防止機能搭載 

4. ケーブル長 1.5m 

5. 充電器は過充電防止機能付き 

6. 20Ah 高性能 AGM シールドバッテリー搭載 

 

PL-120A 税込 

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 

 

HO-120S 税込 

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 

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 

税込 

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。 

 ｽﾘﾝｸﾞ径 8ｍｍ 10ｍｍ 12.5ｍｍ 

長さ 1.0M 1.5M 1.2M 1.8M 1.5M 2.0M 

破断荷重 約 9.6ｔ 約 13.2ｔ 約 19.0ｔ 

安全使用荷重 1.600ｋｇ 2.200ｋｇ 3.160ｋｇ 

ｽﾄﾚｰﾄ吊 1.600ｋｇ 2.200ｋｇ 3.160ｋｇ 

ﾁｮｰｸ吊 1.280ｋｇ 1.760ｋｇ 2.500ｋｇ 

価格 ¥3.800- ¥4.600- ¥5.600- ¥6.900- ¥9.100- ¥10.800- 

 

品 番 品 名/サイズ 通常価格 販売価格(税込) 

48-TS325 タイヤスケーター  幅 95 ㎜×長さ 390㎜ ￥5.456- \4.638- 

48-TS65 タイヤスケーター  幅 165 ㎜×長さ 430 ㎜ ￥10.890- \9.257- 

48-TS13 タイヤスケーター  幅 330 ㎜×長さ 430 ㎜ ￥18.700- \15.895- 

 

□素材はプラスチックなので軽量且つ 

  スムースな移動を実現 

□目立つカラーで置き忘れの心配なし 
□カラー：黄 621-021  

赤 621-011 

黒 621-001 

 

1 枚 

税込 

使用風景は YouTubeで紹介!!  いってみよう!! 

税込 



 

 

 

 

[ 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。 

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。 

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

ケーブ：8 - 10mm 用 

定価 \8.470- 

6I-3T3 ３t           

シーブ径：76mm 使用荷重：3t  

ケーブル：10 - 13mm 用 

定価 \１2.650- 

6I-4T4 ４t           

シーブ径：114mm 使用荷重：4t 

ケーブル：10 - 13mm 用 

定価 \１5.400- 

 

 

税込 

 

税込 

 

税込 

 

 
□ 被膜により劣化を防ぐ！ 

□ 視認性が UP！ 

□ 耐光性が UP! 

□ 非常にしなやかで耐摩耗性にさらに優れる 

□ 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 

  吸水による劣化もない！ 

品番 ロープ径 サイズ 安全荷重 破断荷重 組合せ 価格(税込) 

AKT-R10150-1 10mm 15.0M 1.5t 7.5t B ¥27.500- 

AKT-RS10200-1 10mm 20.0M 1.5t 7.5t C ¥36.300- 

 

《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と LEDが後続車

に道路規制を知らせます。 

●サイズ 360mm X 720mm  約 6.0Kg 

●単一電池４個使用 

●LED：30pcs 

DW-DX02 

 

税込 

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！！ 

ガソリンやオイル等でも変色、変形しにくい！ 
 

税込 

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） 

開催日時 2021/10/6～10/7 

       10：00～17：00 

開催場所 東京国際展示場 

       （東京ビッグサイト） 

       西 3・4 ホール / 屋上 

あかつきは 「安全施設・標識・規制機材等」 の分野にて出展いたします。 

パンフレットをご用意いたしております。 

お気軽にお問い合わせ、御請求ください。 

※ WEB 開催 2021/10/6～10/20 もございます。 

 

税抜 

税込 

BRK24B 硬 580mm 

 

BRK18B 硬 430mm 

 

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

