
本社TEL044-233-1118 市原TEL0436-24-3711

単位 セール価格 通常価格

1.切断砥石　金の卵　105φ　感謝箱　55枚 1P

2.切断砥石　金の卵　125φ　30枚 1P

3.切断砥石　金の卵　180φ　30枚 1P

4.切断砥石　ｽｰﾊﾟｰｶｯﾄ　105φ　50枚 1P

5.研削砥石　ｽｰﾊﾟｰ雷鳥　105φ　50枚 1P

6.研削砥石　スーパーFⅡ　100φ　50枚 1P

7.研削砥石　スーパーFⅡ　125φ　25枚 1P

8.研削砥石　スーパーFⅡ　180φ　25枚 1P

9.防塵マスク　8205DS2　20枚入り 1P

10.防炎シート　ロール　1850幅ｘ50M 1P

11.防炎シート　2Kx3K（3.6Mｘ5.4M）　5枚 1P

12.防炎シート　3Kx4K（5.4Mｘ7.2M）　2枚 1P

13.カーボンクロス（輸入）　1M幅ｘ30M 1P

14.白クレスト（牛革）　10双 1P

15.レンジャークレスト（牛革マジック）　10双 1P

16.箱番線　700L　200本　3箱 1P

17.オイルハンター　100枚/1箱 1P

18.スコッチブライト　7447　　20枚/1箱 1P

19.パイオランテープ　50巾　30巻/箱 1P

20.プロテックテープ　50巾　30巻/箱 1P

※切断砥石に関しましては、別銘柄をご希望のお客様は担当営業にお問い合わせ下さい。
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冬の定番！使い捨てカイロ！

現場作業の必需品！

21．レギュラー10枚 ¥250

22．貼るタイプ10枚 ¥280

株式会社安部彦

日頃のご愛顧に感謝を込めて、今年もご提供させていただき

ます。

この機会をぜひお見逃しなくご利用下さい。表示価格は全て

税別となります。

商品のお届けには、1週間程かかる場合もございます。

セール品につき売り切れる場合もございますが、ご了承下さ

い。

・ご注文時は番号でのご注文もいただけます。

なんなりとお申し付けください。

※セール期間：平成28年12月末ご注文分まで

２６．ｻﾝﾎﾟｯﾄﾛｰﾀﾘｰﾋｰﾀｰKLR-1910

２３．岩谷 ｱｳﾄﾄﾞｱﾋｰﾀｰ/ｸﾞﾘｰﾝCB-ODH-1

２５．替えボンベ 3本/P ¥360

２７．手暖レンジャー LH812

サイズ：フリー 内側フリース

¥980

２８．ｱｲﾘｽ ｽﾁｰﾑｸﾘｰﾅｰSTM-306

２４.岩谷 ｱｳﾄﾄﾞｱﾋｰﾀｰ/ｵﾚﾝｼﾞCB-ODH-1

¥10,000

¥11,400
¥56,000

¥500

３１.防寒ﾈｯｸｳｫｰﾏｰ TATN-BK

¥1,600

２９. カジメイク 防寒ヤッケ 上着

カラー：ネイビー、ワイン、チャコールグレー

サイズ：L、LL、3L

¥1,600

３０. カジメイク 防寒ヤッケ パンツ

カラー：ネイビー、ワイン、チャコールグレー

サイズ：L、LL、3L

NEW

NEW

軽作業使い捨てタ

イプ。

３２. DPMECL 100枚

定価¥1,950 ¥1,380
TRUSCO

エコマスク

３３. クレベリンG

容量：60g 質量：112g

使用目安：約１カ月/６畳

定価¥1,000 ¥850

大幸薬品
二酸化炭素の力で空間除菌

※ボンベ式になります。



45 46

※弊社は京浜地区で唯一のＫＩＴＯの認定代理店です。

サイズ：φ37x130mm

52.LEDライトP7.2 9407

320ルーメン、単4電池ｘ4本

定価¥8,250 → ¥5,700

チェーンブロック 定価 単価

34.CB005 0.5ｔ ¥32,300 ¥21,800

35.CB010 1.0ｔ ¥38,400 ¥26,000

36.CB015 1.5ｔ ¥50,800 ¥34,500

37.CX003 250kg ¥31,200 ¥23,400

38.CX005 500kg     ¥42,500 ¥31,900
レバーブロック

39.LB008 0.8ｔ ¥37,500 ¥25,500

40.LB010 1.0ｔ ¥40,500 ¥27,500

41.LB016 1.6ｔ ¥52,100 ¥35,400

・ディスクグラインダ（細経ボディー）

G10SH5（E）（3P可倒式プラグ付）

43.定価¥15,800 ¥9,800

Hitachi Koki

最大出力1,160Wの

ハイパワー！

・ディスクグラインダ

PDA-100J(E)（3P可倒式プラグ

42.定価¥17,500 ¥10,850

※価格は営業にお問合せ下さい。

Hitachi Koki

日動工業
44.電工ドラム
30M
NF-EB34
●ポッキンプラグ付

●漏電遮断機、温

度センサー付

●アース付

※屋内用になりま

す。

定価：29,700

→¥9,800

45.WH18DKL ｺｰﾄﾞﾚｽｲﾝﾊﾟｸﾄﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ

[仕様：フルセット/赤(3.0Ahバッテリー、

充電器、ケース付)]

定価¥58,000 ¥37,500

46.G18DBVL ｺｰﾄﾞﾚｽﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ

[仕様：赤/フルセット(6.0Ahバッテリー、

充電器、ケース付)]

定価¥57,800 ¥35,600

47. 45番＋46番（本体のみ）のｾｯﾄ

通常：¥78,800 → 特価¥53,000

さらにお得なｾｯﾄもご用意

しました！

！11月に出たばかりの新商品のご案内！

48.3色ｾｯﾄ 差込角9.5ミリ

（3/8”）

標準価格 安部彦価格

¥6,450 → ¥3,870

49.3色ｾｯﾄ 差込角12.7ミリ

（1/2”）

¥6,900 → ¥4,140

50.単品 差込角9.5ミリ（3/8”）

¥2,150 → ¥1,290

51.単品 差込角12.7ミリ（1/2”）

¥2,300 → ¥1,380

※色は赤・青・黒の3色

になります。

※50番と51番は色を

ご指定下さい。

LED照明関連商

53.ﾚｯﾄﾞﾚﾝｻﾞｰ H7R-2

7298 単4電池ｘ4本

定価¥11,000 → ¥7,600

●電源:専用充電池パック付属

または単4形アルカリ乾電池（4個）

●充電時間:6時間

●最大点灯時間:約60時間(≧1lm)

●防滴仕様

●全光束(lm):300

●幅(mm):85

●奥行(mm):40

●高さ(mm):48

●光源:パワーチップ型LED1灯

●質量:165g

●電源：単4形アルカリ乾電池（4個）

付属

●最大点灯時間:約50時間(≧1lm)

●全光束(lm):320

●外径(mm):37

●全長(mm):130

●質量約765g（本体のみ）

●充電時間約7.5時間

●付属品 ACアダプター（1.2m）、

シガーライター用ケーブル（1.0m）

●その他可動角度／前:90°後:90°

●連続点灯時間約4時間

●バッテリー寿命約500回充電可能

●寸法幅115×奥行100×高さ230mm

●全光束約900lm

●光色昼光色（6500K）

●ライト部可動角度前：90°後：90°

54.LED投光機 充電式ｻﾝﾀﾞｰﾋﾞｰﾑ

定価¥16,200 → ¥8,500


