
● 総重量…17.6kg

<ツールキャビネット>
● サイズ…510（W）×230（D）×300（H）mm
● 材質…ツールキャビネット：スチール、型抜き：ウレタン

<工具セット内容>
⊕貫通ドライバー ⊖貫通ドライバー 6.0×100・8.0×150mm#2×100・#3×150mm
⊕スタビードライバー #2×39mm ⊖スタビードライバー 6.0×39mm
（1/2”）ソケット（6角） 10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm 
（1/2”）ラチェットハンドル 250mm （1/2”）エクステンションバー 125・250mm
片目片口スパナ 8・10・11・12・13・14・17・19・21・22・24mm
ラジオペンチ ペンチ 180mm160mm
ニッパー 160mm コンビネーションプライヤー 160mm
メジャー（ストッパー付） レベル（マグネット付） 230mm19mm×5.5m
ウォーターポンププライヤー 250mm ボールピンハンマー 454g
モンキーレンチ 150・300mm 5本組ポンチセット
六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm

【56点】工具セット
EA51

（税抜）円66,600
品番
価格

● サイズ…510（W）×230（D）×300（H）mm　● 重量…9.4kg　● 材質…スチール
● 鍵 2本、EVAマット付　● 両側にハンドル付
● 1 つの鍵ですべてのロックがかかるセントラルロックシステム

【スチール製】
ツールキャビネット

EA956A-31
（税抜）円19,800

品番
価格

<ポリエチレンフォームセット共通仕様>
● 材質…ポリエチレン発泡体　● サイズ…495×330mm　● 厚み…黄/青：5mm　● 15mm方眼入り　● 黒フォーム裏面粘着付

発泡ポリエチレンフォームセット（15mm方眼入）

EA997XN-701

（税抜）円1,450

黒/黄

EA997XN-702黒/青
品番
品番
価格

EA997XN-711

（税抜）円1,720

黒/黄

EA997XN-712黒/青
品番
品番
価格

● 総重量…16.4kg

<ツールキャビネット>
● サイズ…510（W）×230（D）×300（H）mm　
● 材質…ツールキャビネット：スチール、型抜き：ウレタン

<工具セット内容>
⊕貫通ドライバー ⊖貫通ドライバー 6.0×100・8.0×150mm#2×100・#3×150mm
⊕スタビードライバー #2×39mm ⊖スタビードライバー 6.0×39mm
（3/8”）ソケット（6角） 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
（3/8”）ラチェットハンドル 200mm （3/8”）エクステンションバー 75・250mm
片目片口スパナ 8・10・12・13・14・17・19mm 
ラジオペンチ ペンチ 180mm160mm
ニッパー 160mm コンビネーションプライヤー 160mm
メジャー（ストッパー付） レベル（マグネット付） 230mm16mm×3.5m
ウォーターポンププライヤー 250mm ボールピンハンマー 454g
モンキーレンチ 150・300mm 155mmカッターナイフ

5本組ポンチセット六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm

【53点】工具セット
EA52

（税抜）円57,400
品番
価格

工具セットBest Alternative To Your Professional Choiceで

高品質を Professiona
l

    Hand tool

3/83/8
9.5㎜9.5㎜

1/21/2
12.7㎜12.7㎜

型抜き型抜き型抜き型抜き

ツールチェスト
3段

上段スペース

「黒×黄」二層構造の型抜きで使用中の工具が一目瞭然！視覚効果で整理整頓・管理・保管が
しやすく、工具の紛失防止につながります。クッション性抜群のウレタンフォーム立体成型
でピッタリ収納！工具をしっかり保護できるので車載に最適です。

黒色フォームは15mm方眼のミシン目入でキレイに
切り抜け、裏面は粘着付なのでサッと貼り付け可能！
簡単にオリジナルの型抜きが作れます

701701

702702
711711

712712

厚み（黒）:10mm 厚み（黒）:20mm

型抜き付キャビネットセット

抜群の収納力！ 方眼入でカンタン加工！

ツールキャビネット カラーフォームセット 詳しくは動画を
ご覧ください

オリジナルキャビネットセット

5S
管理に！



● 総重量…16.6kg

<ツールケース>　● サイズ…470（W）×200（D）×230（H）mm　● 材質…スチール

<工具セット内容>
⊕貫通ドライバー ⊖貫通ドライバー#2×100・#3×150mm 6.0×100・8.0×150mm
⊕スタビードライバー ⊖スタビードライバー 6.0×39mm#2×39mm
（1/2”）ソケット（6角） 10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm
（1/2”）ラチェットハンドル （1/2”）エクステンションバー 125・250mm250mm
（1/2”）スピンナーハンドル ニッパー 180mm250mm
ラジオペンチ ペンチ 180mm205mm
コンビネーションプライヤー ウォーターポンププライヤー 250mm200mm
コンビネーションギアレンチ 8・10・11・12・13・14・17・19・21・22・24mm
両口めがねレンチ 10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm
六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
モンキーレンチ ボールピンハンマー 454g150・300mm
メジャー（ストッパー付） レベル（マグネット付） 230mm19mm×5.5m

工具袋（ギアレンチ用・両口めがねレンチ用・（1/2”）ソケット用）5本組ポンチセット

【61点】工具セット
EA51-15

（税抜）円75,600
品番
価格

● 総重量…13.36kg

<ツールケース>　● サイズ…470（W）×200（D）×230（H）mm　● 材質…スチール

<工具セット内容>
⊕貫通ドライバー ⊖貫通ドライバー#2×100・#3×150mm 6.0×100・8.0×150mm
⊕スタビードライバー ⊖スタビードライバー 6.0×39mm#2×39mm
（3/8”）ソケット（6角） 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
（3/8”）ラチェットハンドル （3/8”）エクステンションバー 75・250mm200mm
（3/8”）スピンナーハンドル ニッパー 160mm210mm
ラジオペンチ ペンチ 180mm160mm
コンビネーションプライヤー ウォーターポンププライヤー 250mm200mm
コンビネーションギアレンチ 8・10・12・13・14・17・19mm
両口めがねレンチ 5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm
六角棒レンチ カッターナイフ1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
モンキーレンチ ボールピンハンマー 454g

155mm
150・300mm

メジャー（ストッパー付） レベル（マグネット付） 230mm16mm×3.5m
工具袋（ギアレンチ用・両口めがねレンチ用・（3/8”）ソケット用）5本組ポンチセット

【60点】工具セット
EA52-25

（税抜）円62,000
品番
価格

3/83/8
9.5㎜9.5㎜

<ツールバッグ>
● サイズ…410×220×300mm　● 材質…本体：ポリエステル、底部：PP

大開口！ワイヤー口金入

【54点】工具セット
EA55B

（税抜）円41,800
品番
価格
<ツールバッグ>
● サイズ…410×220×300mm　● 材質…本体：ポリエステル、底部：PP

<工具セット内容>
⊕貫通ドライバー ⊖貫通ドライバー#2×100・#3×150mm 6.0×100・8.0×150mm
⊕スタビードライバー ⊖スタビードライバー 6.0×39mm#2×39mm
（3/8”）ソケット（6角） 6・7・8・10・11・12・13・14・17・19mm
（3/8”）ラチェットハンドル （3/8”）エクステンションバー 75・150mm200mm

ニッパー 160mmラジオペンチ 160mm
コンビネーションプライヤー ウォーターポンププライヤー 250mm160mm
両口スパナ 5.5×7・8×10・9×11・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・24×27・30×32mm 
めがねレンチ 5.5×7・8×10・11×13・12×14・14×17・17×19・19×21・24×27mm
ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
モンキーレンチ ボールピンハンマー 454g200mm
メジャー LEDライト φ28×157mm16mm×3.5m

<工具セット内容>
⊕貫通ドライバー ⊖貫通ドライバー#2×100・#3×150mm 6.0×100・8.0×150mm
⊕スタビードライバー ⊖スタビードライバー 6.0×39mm#2×39mm
（1/2”）ソケット（12角） 8・10・11・12・13・14・17・19・20・21・22・24mm
（1/2”）ラチェットハンドル （1/2”）エクステンションバー 75・125mm250mm

ニッパー 160mmラジオペンチ 160mm
コンビネーションプライヤー ウォーターポンププライヤー 250mm160mm
両口スパナ 5.5×7・8×10・9×11・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・24×27・30×32mm 
めがねレンチ 5.5×7・8×10・11×13・12×14・14×17・17×19・19×21・24×27mm
ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
モンキーレンチ ボールピンハンマー 454g200mm
メジャー LEDライト φ28×157mm16mm×3.5m

【56点】工具セット
EA56B

（税抜）円44,500
品番
価格

3/83/8
9.5㎜9.5㎜

1/21/2
12.7㎜12.7㎜

1/21/2
12.7㎜12.7㎜

オリジナルバッグ付セット

大開口！ワイヤー口金入

#SP23-302※表示価格の有効期限は２０23年12月末日（予定）となります。
※生産中止やモデルチェンジ等の諸事情により、廃番とさせていただく商品もございます。

Twitter/YouTube
フォロー・チャンネル登録はコチラ！

株式会社エスコ公式

〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号
TEL：06-6532-6226  FAX：06-6541-0929
https://www.esco-net.com/　MAIL：esco-sp@esco-net.com



93pcs87pcs

122,400

ツールワゴン
EA683ZF-1

（税抜）
円

品番
価格

ツールワゴン付工具セット
Best Alternative To Your Professional Choice

3/83/8
9.5㎜9.5㎜
3/83/8
9.5㎜9.5㎜

158,000158,000

ツールワゴン付工具セットツールワゴン付工具セット
EA689SWEA689SW

（税抜）円円

品番

価格 156,000156,000

ツールワゴン付工具セットツールワゴン付工具セット
EA689SVEA689SV

円円

品番

価格

1/21/2
12.7㎜12.7㎜
1/21/2
12.7㎜12.7㎜

（税抜）

● サイズ…680（W）×458（D）×860（H）mm
● 引出し内寸…
  小：568（W）×380（D）×62（H）mm×5段
  大：568（W）×380（D）×142（H）mm×2段
● 重量…78.5kg　● 耐荷重…240kg（各引出し：35kg）　
● 材質…スチール製　● 鍵付 

● サイズ…680（W）×458（D）×860（H）mm
● 引出し内寸…
  小：568（W）×380（D）×62（H）mm×5段
  大：568（W）×380（D）×142（H）mm×2段
● 重量…78.5kg　● 耐荷重…240kg（各引出し：35kg）　
● 材質…スチール製　● 鍵付 

TOOL WAGON SET

ぴったり入る!
トレー 3が セットツールワゴンと

トレー入り工具セット
の

便利な組み合わせ商品
！

ツールワゴンと
トレー入り工具セット

の

便利な組み合わせ商品
！

① ② ③

④ ⑤ ⑥

① ② ③

④ ⑤ ⑥

● ⊕ドライバー…＃0×75mm・＃1×75mm・＃2×100mm・＃3×150mm
● ⊖ドライバー…3.0×75mm・5.0×75mm・6.0×100mm
● ⊕精密ドライバー…＃000×40mm・＃0×50mm
● ⊖精密ドライバー…1.0×40mm・2.0×50mm・2.4×50mm・3.0×50mm

● ソケット（６角）…
  10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34mm
● ディープソケット（６角）…10・13・17・19・22mm
● ラチェットハンドル…250mm　● ユニバーサルジョイント
● エクステンションバー…250mm　● ロッキングエクステンションバー…125mm
● ソケットアダプター…1/2"凸×3/8"凹

トレー①（ソケットレンチ 1/2DR）

トレー② トレー④ トレー⑥

トレー⑤

トレー③

● ソケット（６角）…8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm
● ディープソケット（６角）…10・11・12・13・14・15・17・19mm
● スパークプラグソケット…16・18・21mm　● ラチェットハンドル…200mm
● エクステンションバー…250mm　● ロッキングエクステンションバー…75mm
● ユニバーサルジョイント　● ビットアダプター…1/4"Hex×3/8"sq
● ソケットアダプター…1/4"凸×3/8"凹・3/8"凸×1/2"凹

トレー①（ソケットレンチ 3/8DR）

トレー②～⑥  <共通セット> トレーサイズ：375（W）×180（D）×45（H）mm（全トレー共通）

● 片目片口スパナ（12ポイント）…
　8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
● 六角棒レンチ（ボールポイント付）…
　1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
● TORXキーレンチ（イジリ止付）…
　T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50

● ラジオペンチ…160mm　● ペンチ…200mm
● ニッパー…160mm　● ニッパー（バネ付）…150mm

● ラジオペンチ…160mm
● モンキーレンチ…200・250mm
● ロッキングプライヤー（カーブジョー）…185mm
● ロッキングプライヤー（ロングノーズ）…170mm

● センターポンチ…
　φ4×120mm　
● テーパーピンポンチ…
　φ3×120mm
● ピンポンチ…φ4×150mm　
● エボシタガネ…5×130mm
● 平タガネ…12×130mm
● シクネスゲージ　
● ボールピンハンマー
● プラスチックハンマー

で高品質を

★ツールワゴン及びツールワゴン付工具セットはチャーター便の為、通常納期+2～3日となる場合がございます。
  また、車上渡しが基本となっております。あらかじめご了承ください。
★ツールワゴン及びツールワゴン付工具セットはチャーター便の為、通常納期+2～3日となる場合がございます。
  また、車上渡しが基本となっております。あらかじめご了承ください。



Best Alternative To Your Professional Choice

238,000238,000

ツールワゴン付
工具セット
ツールワゴン付
工具セット

充実の
　フルラインナップ！

242
pcs

EA689SYEA689SY
円円

品番

価格 （税抜）
<ツールワゴン>
● サイズ…770（W）×470（D）×896（H）mm 
● 引出し内寸…小：565（W）×400（D）×90（H）mm×4段
　　　　　　  大：565（W）×400（D）×140（H）mm×2段 
● 材質…スチール　● 重量…54kg　● 鍵2個付　● サイドパネルはクリップボードタイプ

管理しやすい！　型抜きトレー付

で高品質を

3/83/8
9.5㎜9.5㎜

1/21/2
12.7㎜12.7㎜

1/41/4
6.35㎜6.35㎜

< 工具セット内容 > トレーサイズ…375（W）×180（D）×45（H）mm
（1/4”）ソケット（6角） （1/4”）ラチェットハンドル 120mm4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm 

（1/4”）フレキシブルエクステンションバー（1/4”）エクステンションバー （1/4”）ユニバーサルジョイント 35mm150mm50・100mm
（3/8”）ソケット（6角） （3/8”）ディープソケット（6角） 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm  
（3/8”）スパークプラグソケット 14・16・21mm （3/8”）ラチェットハンドル 200mm
（3/8”）エクステンションバー （3/8”）ユニバーサルジョイント 56mm75・150mm
（1/2”）ソケット（6角） 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm 
（1/2”）オイルパン用ビットソケット M16・H17 （1/2”）ラチェットハンドル 250mm
（1/2”）オフセットハンドル 260mm （1/2”）エクステンションバー 125・250mm （1/2”）ユニバーサルジョイント 70.6mm

ビット（六角シャンク5/16” 全長30mm） ビット（六角シャンク5/16” 全長70mm）

⊕：#2、⊖：8mm
Hex：4・5・6・7・8・10・12・14mm
TORX：T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55
XZN：M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16

⊕：#1・#2・#3、⊖：5.5・6.5・8・10・12mm
Hex：4・5・6・7・8・10・12mm
TORX（イジリ止付）：T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60
XZN：M5・M6・M8・M10・M12 

ビットアダプター 5/16”（Hex）×3/8”（sq）・5/16”（Hex）×1/2”（sq） ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”
ロッキングプライヤー（カーブジョー） コンビネーションプライヤー （呼）200mm（呼）250mm
ペンチ ラジオペンチ ニッパー （呼）150mm（呼）150mm（呼）200mm
片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm
オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm 
⊕ドライバー ⊕スタビードライバー #2×38mm#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm
⊖ドライバー ⊖スタビードライバー 6×38mm3.2×75・5×100・6×100・6×150mm
モンキーレンチ 検電ドライバー（呼）250mm
六角棒レンチ（ボールポイント付） 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm TORXキーレンチ T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
ボールピンハンマー 680g 無反動ゴムハンマー 1050g
穴用スナップリングプライヤー 軸用スナップリングプライヤー175mm 175mm ダイス M3～M12
タップハンドル タップセット 21個組 ポンチ 5本セットM3～M4・M3～M12
エキストラクターセット 5本組 オイルフィルターレンチ マグネットピックアップツール 400mm
自動車用サーキットテスター カッターナイフ フィラーゲージセット エアブローガン メジャー 19mm×5m

SATA（サタ）社は、世界でも有数の規模であるApex Toolグループの傘下であり、
ハンドツール製造を主とした世界的に見ても大規模な工具製造会社です。
高品質な工具を低価格で提供しており、工具は様々な分野でプロフェッショナル
なユーザーに広く使われています。

プロフェッショナルが認める世界的ツールメーカー

★この商品はチャーター便の為、通常納期+2～3日となる場合がございます。
  また、車上渡しが基本となっております。あらかじめご了承ください。
★この商品はチャーター便の為、通常納期+2～3日となる場合がございます。
  また、車上渡しが基本となっております。あらかじめご了承ください。

#SP23-301※表示価格の有効期限は２０23年12月末日（予定）となります。
※生産中止やモデルチェンジ等の諸事情により、廃番とさせていただく商品もございます。

Twitter/YouTube
フォロー・チャンネル登録はコチラ！

株式会社エスコ公式

〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号
TEL：06-6532-6226  FAX：06-6541-0929
https://www.esco-net.com/　MAIL：esco-sp@esco-net.com


