


アウトレット大市アウトレット大市アウトレット大市
リョービモデル。プロも納得の切れ味と耐久性リョービモデル。プロも納得の切れ味と耐久性

（10ⅿコード付き・刈り込み幅　５００㎜）。（10ⅿコード付き・刈り込み幅　５００㎜）。 デモ機特別価格！デモ機特別価格！

デモ機特別価格！デモ機特別価格！

デモ機特別価格！デモ機特別価格！

数量限定、特別価格！数量限定、特別価格！ 数量限定、特別価格！数量限定、特別価格！ 数量限定、特別価格！数量限定、特別価格！

特別価格にてご提供！特別価格にてご提供！

エラストマー車輪を採用したスチール台車。 エラストマー車輪を採用したスチール台車。 
150㎏タイプ　送料別途　¥1500/台 150㎏タイプ　送料別途　¥1500/台 
※300㎏タイプと合わせて10台まとめて購入で※300㎏タイプと合わせて10台まとめて購入で
プレゼントセール券進呈プレゼントセール券進呈

エラストマー車輪を採用したスチール台車。 エラストマー車輪を採用したスチール台車。 
300㎏タイプ　送料別途　¥1500/台　 300㎏タイプ　送料別途　¥1500/台　 
※150㎏タイプと合わせて10台まとめて購入で※150㎏タイプと合わせて10台まとめて購入で
プレゼントセール券進呈プレゼントセール券進呈

エラストマー車輪を採用した樹脂台車。 エラストマー車輪を採用した樹脂台車。 
スペシャルブレーキ採用で確実にロックします。 スペシャルブレーキ採用で確実にロックします。 
150㎏タイプ　送料別途　¥1500/台150㎏タイプ　送料別途　¥1500/台

屋内・屋外兼用型/充電式。定格光束：天面：屋内・屋外兼用型/充電式。定格光束：天面：
120Lm/側面：180Lm。数量限定特別価格！120Lm/側面：180Lm。数量限定特別価格！

吊り下げ式ＬＥＤ。工場・倉庫などのエントランスや吊り下げ式ＬＥＤ。工場・倉庫などのエントランスや
軽作業用照明に！軽作業用照明に！

B級品のため、本体にキズや汚れがある場合があB級品のため、本体にキズや汚れがある場合があ
りますのでご了承ください。りますのでご了承ください。デモ機特別価格！（オプション品別途）デモ機特別価格！（オプション品別途）

加湿機能付きプラズマクラスター加湿空気清浄加湿機能付きプラズマクラスター加湿空気清浄
機！機！

デモ機特別価格！デモ機特別価格！

デモ機特別価格！デモ機特別価格！ デモ機特別価格！デモ機特別価格！

ヘッジトリマーヘッジトリマー
HT-5040HT-5040

新品新品

高圧洗浄機 高圧洗浄機 
 （バッテリー式） （バッテリー式）

HD4/11CBpHD4/11CBp
デモ機デモ機

手押し式床洗浄機 手押し式床洗浄機 
（バッテリー）（バッテリー）
BD43/25CBpBD43/25CBp

デモ機デモ機

乾湿両用掃除機（１００V）乾湿両用掃除機（１００V）
NT30/1TACTNT30/1TACT

デモ機デモ機

スイベルＶブロックスイベルＶブロック
ＡＰＭ-１ＡＰＭ-１

新品新品

スイベルＶブロックスイベルＶブロック
ＡＰＭ-2ＡＰＭ-2

新品新品

スイベルＶブロックスイベルＶブロック
ＡＰＭ-3ＡＰＭ-3

新品新品

YⅢ型レバーホイストYⅢ型レバーホイスト
0.5ｔ 1.5m 0.5ｔ 1.5m 

（過負荷防止機能付き）（過負荷防止機能付き）
新品新品

スチール台車スチール台車
DX-111DX-111
新古品新古品

スチール台車スチール台車
DX-311DX-311
新古品新古品

コンパクトキャリーコンパクトキャリー
CC-101KB2CC-101KB2

新古品新古品

充電式ＬＥＤ 充電式ＬＥＤ 
ハンディーワークライトハンディーワークライト

ＬＥＨ-１Ｐ１Ｌ-ＣＨＬＥＨ-１Ｐ１Ｌ-ＣＨ
新品新品

ＬＥＤペンダントライトＬＥＤペンダントライト
PEN-L80-60KPEN-L80-60K

新品新品

充電式ＬＥDハンドランプ充電式ＬＥDハンドランプ
LW-10NLW-10N

B級品B級品

デジタル手打刻印機デジタル手打刻印機
Ｐａｔｍａｒｋ-ｍｉｎｉ Ｐａｔｍａｒｋ-ｍｉｎｉ 
バッテリーセットバッテリーセット

デモ機デモ機

加湿空気清浄機加湿空気清浄機
KI-M850S-S（シルバー）KI-M850S-S（シルバー）

新品新品

手押し式床洗浄機 手押し式床洗浄機 
（バッテリー）（バッテリー）

BR35/12CBpBR35/12CBp
デモ機デモ機

手押し式床洗浄機 手押し式床洗浄機 
（バッテリー）（バッテリー）

BR30/4CBpBR30/4CBp
デモ機デモ機

自走式床洗浄機 自走式床洗浄機 
（バッテリー）（バッテリー）
BD50/55WBpBD50/55WBp

デモ機デモ機

定価 27,500円（税込）定価 27,500円（税込） 定価 461,560円（税込）定価 461,560円（税込）

定価 935,000円（税込）定価 935,000円（税込）

定価 147,400円（税込）定価 147,400円（税込）

定価 29,150円（税込）定価 29,150円（税込）

定価 OPEN定価 OPEN 定価 OPEN定価 OPEN 定価 OPEN定価 OPEN 定価 19,250円（税込）定価 19,250円（税込） 定価 69,850円（税込）定価 69,850円（税込）

定価 313,500円（税込）定価 313,500円（税込）定価 104,500円（税込）定価 104,500円（税込）

定価 968,000円（税込）定価 968,000円（税込）

定価 400,180円（税込）定価 400,180円（税込） 定価 1,287,000円（税込）定価 1,287,000円（税込）

ズバリ
特価15,18015,180円円

ズバリ
特価275,000275,000円円

ズバリ
特価522,500522,500円円

ズバリ
特価66,00066,000円円

ズバリ
特価24,20024,200円円

ズバリ
特価22,00022,000円円

ズバリ
特価19,80019,800円円

ズバリ
特価19,58019,580円円

ズバリ
特価5,7205,720円円

ズバリ
特価9,6809,680円円

ズバリ
特価11,44011,440円円

ズバリ
特価5,5005,500円円

ズバリ
特価14,30014,300円円

ズバリ
特価4,1804,180円円

ズバリ
特価176,000176,000円円

ズバリ
特価32,78032,780円円

ズバリ
特価544,500544,500円円

ズバリ
特価220,000220,000円円

ズバリ
特価726,000726,000円円

（税抜 13,800円）（税抜 13,800円） （税抜 250,000円）（税抜 250,000円）

（税抜 475,000円）（税抜 475,000円）

（税抜 60,000円）（税抜 60,000円）

（税抜 22,000円）（税抜 22,000円） （税抜 20,000円）（税抜 20,000円） （税抜 18,000円）（税抜 18,000円）

（税抜 17,800円）（税抜 17,800円）

（税抜 5,200円）（税抜 5,200円） （税抜 8,800円）（税抜 8,800円） （税抜 10,400円）（税抜 10,400円） （税抜 5,000円）（税抜 5,000円） （税抜 13,000円）（税抜 13,000円）

（税抜 3,800円）（税抜 3,800円）（税抜 160,000円）（税抜 160,000円）（税抜 29,800円）（税抜 29,800円）

（税抜 495,000円）（税抜 495,000円）

（税抜 200,000円）（税抜 200,000円） （税抜 660,000円）（税抜 660,000円）

限定

5台
限定

1台

限定

1台

限定

1台

限定

1台

限定

10台

限定

20台
限定

20台
限定

2台

限定

20台

限定

2台

限定

1台
限定

1台

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

京セラインダストリアルツールズ販売 ケルヒャージャパン

ケルヒャージャパン 田中インポートグループ

象印チェンブロック

ナンシン

ハタヤリミテッド東京彫刻工業

日動工業

シャープマーケティングジャパン



アウトレット大市アウトレット大市アウトレット大市 現行品を目玉価格にてご提供！現行品を目玉価格にてご提供！

デモ機特別価格！デモ機特別価格！ デモ機特別価格！デモ機特別価格！ デモ機特別価格！デモ機特別価格！ デモ機特別価格！デモ機特別価格！ デモ機特別価格！デモ機特別価格！ デモ機特別価格！デモ機特別価格！ デモ機特別価格！デモ機特別価格！

ドリルビット式のカウンターシンク、特別価格にてドリルビット式のカウンターシンク、特別価格にて
ご提供！ご提供！

ドリルビット式のカウンターシンク、特別価格にてドリルビット式のカウンターシンク、特別価格にて
ご提供！ご提供！

ドリルビット式のカウンターシンク、特別価格にてドリルビット式のカウンターシンク、特別価格にて
ご提供！ご提供！

ドリルビット式のカウンターシンク、特別価格にてドリルビット式のカウンターシンク、特別価格にて
ご提供！ご提供！

ドリルビット式のカウンターシンク、特別価格にてドリルビット式のカウンターシンク、特別価格にて
ご提供！ご提供！

６個ご購入で６本無償サービス！ ６個ご購入で６本無償サービス！ 
ハンガーフックなしでのご提供です。ハンガーフックなしでのご提供です。 デモ機特別価格！デモ機特別価格！

新品をアウトレット価格でご提供！新品をアウトレット価格でご提供！
（一部パッケージの汚れあり）（一部パッケージの汚れあり）

新品をアウトレット価格でご提供！新品をアウトレット価格でご提供！
（一部パッケージの汚れあり）（一部パッケージの汚れあり）

品番表示形式変更や廃番に伴い現行品として販品番表示形式変更や廃番に伴い現行品として販
売できない製品を特別価格にてご提供！売できない製品を特別価格にてご提供！

マッハソーＭＳＰ３５５（定価：　）を１枚サービス マッハソーＭＳＰ３５５（定価：　）を１枚サービス 
（計２枚：通常マッハソー１枚＋砥石５枚入り）（計２枚：通常マッハソー１枚＋砥石５枚入り）デモ機特別価格！デモ機特別価格！

型落ち品を目玉価格にてご提供！ 型落ち品を目玉価格にてご提供！ 
（現行品定価：３,３８１,０００円）（現行品定価：３,３８１,０００円）

エグゼナ限定品　１０．８V、バッテリー３個付！ エグゼナ限定品　１０．８V、バッテリー３個付！ 
軽量コンパクトで１６５N・ｍのハイパワーを実現！軽量コンパクトで１６５N・ｍのハイパワーを実現！現行品を目玉価格にてご提供！現行品を目玉価格にてご提供！

アルミ長尺専用脚立（９尺）アルミ長尺専用脚立（９尺）
XAM2.0-27XAM2.0-27

新品新品

インバータ発電機インバータ発電機
IEG900M-YIEG900M-Y

デモ機デモ機

インバータ発電機インバータ発電機
IEG900BGIEG900BG

デモ機デモ機

ガソリン溶接機ガソリン溶接機
EW130DEW130D

デモ機デモ機

ガソリン溶接機ガソリン溶接機
EGW2800MIEGW2800MI

デモ機デモ機

ガソリン溶接機ガソリン溶接機
EGW160M-IEGW160M-I

デモ機デモ機

ＬＥＤ投光機ＬＥＤ投光機
HTL305LF-MHTL305LF-M

デモ機デモ機

チップソーカッターチップソーカッター
LA120CLA120C
デモ機デモ機

ドリルビット式 ドリルビット式 
カウンターシンクカウンターシンク
RUKO　ドリルビット RUKO　ドリルビット 

ＴｉＮ　φ６．３ＴｉＮ　φ６．３
新品新品

ドリルビット式 ドリルビット式 
カウンターシンクカウンターシンク
RUKO　ドリルビット RUKO　ドリルビット 

ＴｉＮ　φ８．３ＴｉＮ　φ８．３
新品新品

ドリルビット式 ドリルビット式 
カウンターシンクカウンターシンク
RUKO　ドリルビット RUKO　ドリルビット 

ＴｉＮ　φ１０．４ＴｉＮ　φ１０．４
新品新品

ドリルビット式 ドリルビット式 
カウンターシンクカウンターシンク
RUKO　ドリルビット RUKO　ドリルビット 

ＴｉＮ　φ１２．４ＴｉＮ　φ１２．４
新品新品

ドリルビット式 ドリルビット式 
カウンターシンクカウンターシンク
RUKO　ドリルビット RUKO　ドリルビット 

ＴｉＮ　φ１６．５ＴｉＮ　φ１６．５
新品新品

深穴ソケット（対辺１７ｍｍ）深穴ソケット（対辺１７ｍｍ）
ＬＡ２０１７１１ＬＡ２０１７１１

新品新品

レインボーマスクレインボーマスク
INFO-760-CINFO-760-C

デモ機デモ機

無給油式レシプロ無給油式レシプロ
新品新品

ドライヤ塔載型無給油式ドライヤ塔載型無給油式
パッケージコンプレッサパッケージコンプレッサ

新品新品

FOH-15B 6P FOH-15B 6P DPFM-55E 5P DPFM-55E 5P DPFM-75E 6P DPFM-75E 6P 

FOH-08A 6PFOH-08A 6P DPFM-37E 6PDPFM-37E 6P DPFM-75E 5PDPFM-75E 5P

FOH-08A 5PFOH-08A 5P DPFM-37E 5PDPFM-37E 5P DPFM-55E 6PDPFM-55E 6P

ペンチ＆ニッパーペンチ＆ニッパー
サイズ・型式多々有りサイズ・型式多々有り

新品新品

スピーダー スピーダー 
ブラックパンサーブラックパンサー

HYARID-355HYARID-355
新品新品

レインボーマスクレインボーマスク
INFO-1500W-CINFO-1500W-C

デモ機デモ機

油圧マスト式昇降作業台油圧マスト式昇降作業台
EWA-118EWA-118

旧型品旧型品

充電インパクトドライバー充電インパクトドライバー
ＥＺ１３１Ｔ１Ｒ（赤）　Ｙ（黄）ＥＺ１３１Ｔ１Ｒ（赤）　Ｙ（黄）

新品新品

アルミ３連梯子（７．８ｍ）アルミ３連梯子（７．８ｍ）
HE3 2.0-80HE3 2.0-80

新品新品

定価 94,710円（税込）定価 94,710円（税込）

定価 168,300円（税込）定価 168,300円（税込） 定価 159,500円（税込）定価 159,500円（税込） 定価 299,200円（税込）定価 299,200円（税込） 定価 546,700円（税込）定価 546,700円（税込） 定価 693,000円（税込）定価 693,000円（税込） 定価 85,800円（税込）定価 85,800円（税込） 定価 100,100円（税込）定価 100,100円（税込）

定価 57,750円（税込）定価 57,750円（税込）

定価 478,500円（税込）定価 478,500円（税込） 定価 1,981,100円（税込）定価 1,981,100円（税込） 定価 2,415,600円（税込）定価 2,415,600円（税込）

定価 342,100円（税込）定価 342,100円（税込） 定価 1,392,600円（税込）定価 1,392,600円（税込） 定価 2,415,600円（税込）定価 2,415,600円（税込）

定価 342,100円（税込）定価 342,100円（税込） 定価 1,392,600円（税込）定価 1,392,600円（税込） 定価 1,981,100円（税込）定価 1,981,100円（税込）

定価 79,750円（税込）定価 79,750円（税込）

定価 49,280円（税込）定価 49,280円（税込）定価 187,880円（税込）定価 187,880円（税込）

ズバリ
特価31,90031,900円円

ズバリ
特価90,20090,200円円

ズバリ
特価93,50093,500円円

ズバリ
特価132,000132,000円円

ズバリ
特価228,800228,800円円

ズバリ
特価257,400257,400円円

ズバリ
特価52,80052,800円円

ズバリ
特価48,40048,400円円

ズバリ
特価3,7403,740円円

ズバリ
特価3,8503,850円円

ズバリ
特価4,2904,290円円

ズバリ
特価5,2805,280円円

ズバリ
特価5,8305,830円円

ズバリ
特価4,9504,950円円

ズバリ
特価16,50016,500円円

ズバリ
特価239,800239,800円円

ズバリ
特価991,100991,100円円

ズバリ
特価 1,207,801,207,8000円円

ズバリ
特価 171,600171,600円円

ズバリ
特価696,300696,300円円

ズバリ
特価 1,207,8001,207,800円円

ズバリ
特価 171,600171,600円円

ズバリ
特価696,300696,300円円

ズバリ
特価991,100991,100円円

ズバリ
特価1,6501,650円円

ズバリ
特価105,600105,600円円

ズバリ
特価27,50027,500円円

ズバリ
特価 1,760,0001,760,000円円

ズバリ
特価36,96036,960円円

ズバリ
特価53,90053,900円円

（税抜 29,000円）（税抜 29,000円）

（税抜 82,000円）（税抜 82,000円） （税抜 85,000円）（税抜 85,000円） （税抜 120,000円）（税抜 120,000円） （税抜 208,000円）（税抜 208,000円） （税抜 234,000円）（税抜 234,000円） （税抜 48,000円）（税抜 48,000円） （税抜 44,000円）（税抜 44,000円）

（税抜 3,400円）（税抜 3,400円） （税抜 3,500円）（税抜 3,500円） （税抜 3,900円）（税抜 3,900円） （税抜 4,800円）（税抜 4,800円） （税抜 5,300円）（税抜 5,300円）

（税抜 4,500円）（税抜 4,500円） （税抜 15,000円）（税抜 15,000円）

（税抜 218,000円）（税抜 218,000円） （税抜 901,000円）（税抜 901,000円） （税抜 1,098,000円）（税抜 1,098,000円）

（税抜 156,000円）（税抜 156,000円） （税抜 633,000円）（税抜 633,000円） （税抜 1,098,000円）（税抜 1,098,000円）

（税抜 156,000円）（税抜 156,000円） （税抜 633,000円）（税抜 633,000円） （税抜 901,000円）（税抜 901,000円）

（税抜 1,500円）（税抜 1,500円） （税抜 96,000円）（税抜 96,000円）（税抜 25,000円）（税抜 25,000円）

（税抜 1,600,000円）（税抜 1,600,000円）（税抜 33,600円）（税抜 33,600円）（税抜 49,000円）（税抜 49,000円）
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限定

1台
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限定

1台
限定

2台
限定
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限定
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限定

3台
限定

1台

限定

10台

限定

1台
限定

5台

限定

5セット

長谷川工業

ムラキ

ベッセル マイト工業

明治機械製作所

やまびこジャパン

室本鉄工 レヂトン

ピカコーポレイションパナソニック



で新しい在庫管理

経営者 Cさん

経営者 Aさん

Aさんが備品を
エニストから受取

いつ・だれが・
なにを・どれだけ
のデータ蓄積

本体ユニットに内臓されている
通信機器から調達データを受信

エニスト本体とクラウドが連携！
常にクラウド上で最新の在庫状況を把握

ツールベンディングユニット

エニスト本体 クラウドサーバー

在庫管理者 Bさん

CS V ファイル書き出しで
帳票の自動作成

PC・タブレットなど

可視化することで
発注ミスの低減

タブレット端末などで
リアルタイムに在庫の
使用状況など

閲覧・分析することが
可能

PC・タブレットなど

エニスト
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リアルタイムに在庫の
使用状況など
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エニスト

み ど こ ろみ ど こ ろ

最適ソリューションをご提案省人・省力・省エ
ネ化

静岡第43回

ダイアディックシステムズ
■ 用途別 自動プログラミング機能
自動プログラミングで段取替え時間が
10分程度で可能になります。

・協働ロボット単体
・電動ドライバー仕様協働ロボット
・メカシリンダ、他

ナンシン
■ ミラクルウレタン
会場で台車にてデモ体験できます。

HILLTOP
■ 自動加工プログラム作成システム
COMMlogiq
・ クラウド内に３Dデータを登録することで自
動的にＮＣデータ及び加工手順書を作成で
きます。

・ 現状は数社の５軸マシニングセンタのメー
カーが対象で今後さらに拡大予定です。

・ できる加工の幅を広げあらゆる仕事の獲得
に繋がります。

オーセンテック
■ 洗浄機　ＡｕＤｅＢｕ Ｒａｃｏｏｎ
・ 板金加工のお客様向けでバリ取り後
にワークに付着する油、粉塵の洗浄
を機械化し生産性を向上させます。

・ 従来、手作業で行っている工程を機
械化することで時間コスト及び製品
の安定化、工場内環境の改善に繋が
ります。

・ 板金用バリ取り機も多数ラインナッ
プしており、バリ取りと洗浄の工程を
一括しご提案可能です。

エニスト
■ ツールベンディングユニット
エニスト本体とクラウドが連携！
常にクラウド上で最新の在庫状況を把握

東洋鐵工所
■ バリ取り屋さんのロボットシステム
職人が３度見する、バリ取りのプロがティーチングしたロボットシステム

■ ６軸バリ取り装置
複雑な操作不要！　アルミダイカストに発生する固いバリも機械のパワーで
きれいにバリ取り！

６軸バリ取り装置バリ取り屋さんのロボットシステム

ブラザー工業
■ ５軸マシニングセンタ　U500Xd1
・ 割出５軸加工による多面加工が可能です。
・ 従来複数工程にて加工していたワークを工
程集約し段取り回数の削減に繋がります。

・ EV向けワークの納入実績が今後増加見込
みです。

エンシュウ
■ 横型マシニングセンタ　SH350
・ 機械高さが２ｍで機械搬入時高さ制限の
あるお客様も問題なく搬入可能です。

・ オプションのローダーシステムを活用す
ることでワークや治具の自動交換が可能
になります。

・ 機械連結、ワークや治具交換などの自動
化実績も多くお客様ごとのご要望に沿っ
た自動化提案が可能です。

（※展示会当日は単体機のみの出展予定）

NBCエンジニア
■ KALEFAN
１機で最大半径２５ḿをカバーすることができ、扇風機約５０台分の風量がりま
す。フル回転で使用しても１時間でたった数十円。空間全体の空気をかき混
ぜることにより、室内の空
気の質を改善し、健康で
快適、安全な作業環境実
現させます。
空調の省エネ化に貢献。

YN2-TECH
■ BRIGHT KEEPER
BRIGHT KEEPERは、シンプルな操作性で誰でも簡単に使える在庫管理ソフト
ウェアです。入出庫・棚移動・棚卸など基本機能を備え、初めての在庫管理ソフ
トとしてぴったり！


