
www.akatsuki-towing.co.jp  TEL 03-5408-0024 広告有効期間 2022年 7 月 15日～2022年 8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。 

 

・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 (税込) 

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 \34.210- → \29.079- \38.390- → \32.632- \60.060- → \51.051- 

2.0 M \40.370- → \34.315- \45.430- → \38.616- \69.080- → \58.718- 

 

材質：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾒｯｼｭ生地、反射材、蓄光反射材 

ｻｲｽﾞ：ﾌﾘｰ  

(両肩部と両ｻｲﾄﾞｳｪｽﾄ部にｻｲｽﾞ調整機能有り) 

身幅：約 47～57cm 

着丈：約 43～59ｃｍ 

品番 色 価格(税込) 

088 青 

¥10.230- 
093 黒 

144 赤 

094 黄 

   

   

   

 

大型ﾎﾟｹｯﾄ 

小型～中型無線機 

収納ﾎﾟｹｯﾄ 

大型無線機収納ﾎﾙﾀﾞｰ 

蓄光反射材 

小型ﾎﾟｹｯﾄ 

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 ￥13.745- ￥16.363- ￥18.981- 

8ｍｍ ￥16.362- ￥19.355- ￥22.347- 

10mm ￥19.888- ￥23.496- ￥27.104- 

 税込 

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。  

 

 

・掌は上質な牛床革の一枚革で製作 

・手首まで革を張り安全性も高い 

・親指付け根部分に縫い目が無いた

め、作業時に違和感なく、力を込め

やすい 

・洗濯可能。手洗い陰干しを推奨 

※ｻｲｽﾞ：M～XXL までございます。ご指定下さい。 

 

品番 入り数 色 価格(税込) 

MEC-3118 1 
ｵﾚﾝｼﾞ 

¥1.595- 

MEC-3118-10 10 ¥13.750- 

 

・リフティングエアバッグ 

（300x450mm） 

・アウトプットホース青 3.0M 

・マキタ充電式空気入れ 

・40Vmax リチウムイオンバッテリー 2.5Ah 

・充電器 

・専用変換アダプター（単品での販売はございません） 

 

耐久性に優れたケブラ繊維で強化された、 

高品質の耐性ゴムで製造されています。 

非常に薄く、軽く、簡単に使用できるように設

計されています。サイズのバリエーションも

豊富なので、バッグのみの追加購入もおす

すめです。 

税込 
カラー： レッド,イエロー,オレンジ 
サイズ： S～8L 
 

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。 

サイズ：H28XW37X13cm(内寸)  重量：810ｇ 
素材：表 PVC レザー、裏 ポリエステル 
 

前面のポケット内に

は多数の仕切りがあ

り備品を細かく整理

可能 
 

メインポケットにはバイ

ンダー、A4 ファイル、最

大 15.6 インチの PC や

ダブレットも収納可能 
 

034-164-029-AK 

 
税込 

  

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 \4.030- \5,632- \8.061- \12.074- \16.104- ----- 

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 

8.5ｍ \16.104- \22.739- \32.190- \48.277- \64.381- \96.554- 

※使用荷重はストレート吊りの値です。 ※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。 

（税込） 

LED 個数：11 個 

色：ワークライト（白）/フラッシュ(赤白) 

明るさ：500 ルーメン 

サイズ：69.8X47.6X25.4mm 重量：92.4ｇ 

3.7ｖX1200mAh 

〇明るさは低･中･高･最大と 4 段階の切換

機能、360 度照射 

〇マグネットマウント内蔵の為、 

クリップであらゆる面に取付可能 

〇防水 防振 防塵   

〇長寿命リチウムバッテリー使用 

 

税込 

JD-03 

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 

税込 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  

 

税込 

※1 本：約 2.5M 

※取付に合わせてカットして使用してください 

税込 

※カタログ価格から変更がございます。 

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

