
8,150
EA508AS-114品番

価格 （税抜）円4
入数

コ
<16kg缶セットイメージ><16kg缶セットイメージ>

< セットイメージ>< セットイメージ>

<16kg缶セット例><16kg缶セット例>

<16kg缶セット例><16kg缶セット例>

ユースフルな
動力式グリース注入器

多目的・多量
グリースポンプ充填専用

グリースチャージガン・ポンプ

その他

作業を効率化
エアー式

3.トロリーを使うことにより移動が楽々！便利！！

1. PRESSOL社のエアー式はグリースを99%無駄なく
    使用することができ、経済面でもかなりお得！！

【エアー式】オススメポイント！

2. エアー式なのでハンドルをストロークする必要がなく、
    効率的に作業がおこなえます。

★EA991CG-11 は EA991CG-10 専用トロリーになります。

オススメ！

PRESSOL(プレッソル)は1910年創業、世界中にチャージガンやポンプ製品等を
供給するドイツのメーカーです。100年以上の歴史を持つリーディングメーカーと
して世界中のユーザーから厚い信頼を得ています。

Pressol-technology : Technology that leads, world-wide.

● サイズ…345×160×275（H）mm　● 重量…2.9kg

燃料携行缶
EA991HB-21A

（税抜）円7,540
品番容量

10ℓ 価格

● サイズ…345×160×475（H）mm　● 重量…3.8kg

<共通仕様>
● 材質…鋼板（ペイント仕上）　● 挿入可能ホース径…φ21mm　● 液体燃料用　
● 消防法適合品、TUV/UN適合品　● 安全ロック付　● 缶内部にも塗装を施しております

EA991HB-22A
（税抜）円8,440

品番容量
20ℓ 価格

<共通仕様>
● ノズル長…245mm　
● 材質…
  本体：高密度ポリエチレン
  ノズル：低密度ポリエチレン
  フタ・アダプター：ポリプロピレン
● パッキン付　
● ノズルはタンク内に収納可能

<共通仕様>
● ノズル長…245mm　
● 材質…
  本体：高密度ポリエチレン
  ノズル：低密度ポリエチレン
  フタ・アダプター：ポリプロピレン
● パッキン付　
● ノズルはタンク内に収納可能

【エアー式】
グリースチャージガンセット
【エアー式】
グリースチャージガンセット

EA991CG-10EA991CG-10
（税抜）（税抜）円円99,30099,300

品番
価格
● エアー式　● サイズ…φ350×880(H)mm　● 重量…10.4kg　
● ホース長…2m　● スチール製　● NLGI-1 ～ 2　● 吸入口…G1/4”　
● ノズルねじサイズ…G1/8”　● エアー使用圧力…0.2 ～ 1MPa　
● エアー消費量…400ℓ/分　● 最大吐出圧力…40MPa　
● 最大吐出量…1100g/分　● 16kg、20kg 缶に直接セットできます

● エアー式　● サイズ…φ350×880(H)mm　● 重量…10.4kg　
● ホース長…2m　● スチール製　● NLGI-1 ～ 2　● 吸入口…G1/4”　
● ノズルねじサイズ…G1/8”　● エアー使用圧力…0.2 ～ 1MPa　
● エアー消費量…400ℓ/分　● 最大吐出圧力…40MPa　
● 最大吐出量…1100g/分　● 16kg、20kg 缶に直接セットできます

グリースチャージガンセットグリースチャージガンセット
EA991CG-9EA991CG-9

（税抜）（税抜）円円33,70033,700
品番
価格
● 手動式　● サイズ…φ350×650(H)mm　● 重量…6kg　● ホース長…1.5m　
● スチール製　● NLGI-1～2　● ノズルねじサイズ…M10×P1.0
● 最大吐出量…30㎖/ストローク　● 16kg、20kg 缶に直接セットできます

● 手動式　● サイズ…φ350×650(H)mm　● 重量…6kg　● ホース長…1.5m　
● スチール製　● NLGI-1～2　● ノズルねじサイズ…M10×P1.0
● 最大吐出量…30㎖/ストローク　● 16kg、20kg 缶に直接セットできます

[EA991CG-10] 用
トロリー
[EA991CG-10] 用
トロリー

EA991CG-11EA991CG-11
（税抜）（税抜）円円11,50011,500

品番
価格

どこでも使える
手動式

グリース充填ポンプグリース充填ポンプ
EA991CG-8EA991CG-8

（税抜）（税抜）円円23,10023,100
品番
価格
● 手動式　● サイズ…φ350×670(H)mm　● 重量…4.4kg　● スチール製　
● NLGI-1 ～ 2　● 最大吐出量…30㎖/ストローク 　
● ノズルねじサイズがM10×P1.0 のグリースガンへグリースを移し替えるためのグリース
  充填専用ポンプです　● 16kg、20kg 缶に直接セットできます

● 手動式　● サイズ…φ350×670(H)mm　● 重量…4.4kg　● スチール製　
● NLGI-1 ～ 2　● 最大吐出量…30㎖/ストローク 　
● ノズルねじサイズがM10×P1.0 のグリースガンへグリースを移し替えるためのグリース
  充填専用ポンプです　● 16kg、20kg 缶に直接セットできます

どこでも使える
手動式

!
● サイズ…345×160×475（H）mm
● 材質…燃料缶：鋼板（ペイント仕上）、ノズル：スチール＋樹脂
● 重量…4.1kg　● 容量…20ℓ
● 液体燃料用　● 消防法適合品、TUV/UN適合品
● 安全ロック付　● ノズル内部に不純物用メッシュ付
● 燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為
  パッキンが付いています

ガソリン携行缶
（フレキノズル付）

EA991HB-30A
（税抜）円9,290

品番
価格

● サイズ…全長：約 280mm
              ノズル先端外径：12ｍｍ
● 重量…220g　
● ノズル内部に不純物用メッシュ付 
● 燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップ
  させる為パッキンが付いています

専用フレキノズル
EA991HB-20A

（税抜）円3,390
品番
価格

フレキノズル用
替パッキン

EA991HB-210
（税抜）円460

品番
価格

缶用替パッキン
EA991HB-220

（税抜）円460
品番
価格

ノズル付ポリタンク（コック付）ノズル付ポリタンク

2,2201
EA508AS-110品番入数

価格 （税抜）円コ

容量：10ℓ ● サイズ…330×171×342（H）mm

11,700
EA508AS-124品番

価格 （税抜）円4
入数

コ

3,2001
EA508AS-120品番入数

価格 （税抜）円コ

容量：20ℓ ● サイズ…383×203×400（H）mm

3,120
EA508AS-210品番

価格 （税抜）円

容量：10ℓ ● サイズ…348×174×319（H）mm

3,960
EA508AS-220品番

価格 （税抜）円

容量：20ℓ ● サイズ…380×200×400（H）mm

http://www.esco-net.com
商品に関する詳しい情報がご覧になれます。

コック付

<共通仕様>
● サイズ…φ100×200（H）mm
● タンク材質…高密度ポリエチレン
● 容量…750㎖　● 工業用　● 噴霧・直射切替

● サイズ…
  φ100×313（H）mm　
● タンク材質…
  高密度ポリエチレン　
● 容量…750㎖　
● 工業用

スプレーボトル スプレーボトル（ダブルアクション） ハンドスプレー ハンドスプレー

5,090
EA115MN-1品番

価格 （税抜）円

ハンドスプレー本体

ロングノズル
使用

別売ノズル

2,230
EA115MN-11品番

価格 （税抜）円

別売ノズル（スイベル・ロング）
1,790
EA115X-3品番

価格 （税抜）円

ノズル材質：プラスチック

2,170
EA115X-4品番

価格 （税抜）円

ノズル材質：真鍮

3,290
EA115ML-1品番

価格 （税抜）円

2,810
EA115X-51品番

価格 （税抜）円

● サイズ…230×120×325mm　● 重量…450ｇ
● 材質…タンク：高密度ポリエチレン
　　　　ノズル：ポリプロピレン
● 容量…1.5ℓ　● 加圧式スプレー

● 110°まで広がる
  噴霧で、広範囲の
  洗浄に便利です

● サイズ…Φ125×220（H）mm　● 重量…242ｇ
● 材質…タンク：ポリエチレン、ノズル：真鍮
● 容量…1ℓ　● 加圧式スプレー
● ノズルで噴霧量を調整可能　● 洗剤・洗浄剤などに

プラスチック

真鍮

ダブルアクショントリガー 水平噴射

携行缶用替部品

レバーを「引くとき」
「離すとき」の2回噴射

ボトルを水平にしても
噴射可能

引く 離す

We are complete supplier for lubrication technology of all types. We manufacture in series-production.

※フタの色は白色です。

10ℓ

20ℓ

#SP23-311※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



カートリッジカートリッジ

グリースポンプ＆アクセサリー

メンテナンス用消耗品セット

オイルポンプ&関連商品

グリースポンプ用ノズル

ベントタイプ
品番 全長 税抜価格

EA991C-150 150㎜ 

品番 全長 税抜価格
EA991C-300 300㎜ 2,180円

1,020円

EA991C-500 500㎜ 2,830円

フレキシブルホース

●ノズルねじサイズ…M10×P1.0

500
300

150

サイズ変換用ニップル

品番 ねじサイズ 全長 税抜価格メス オス
EA991C-131 M10 G1/8 23㎜ 335円
EA991C-132 G1/8 M10 23㎜ 335円

●材質…スチール
       （亜鉛メッキ）

ピン型ニップル用グリースポンプアダプター

税抜価格 3,780円品番 EA991BC-16

●ピンタイプ用　●全長…41㎜
 ●ねじサイズ…M10×P1.0

グリースニップルセット

税抜価格 8,170円品番 EA991CX

ねじサイズ 直 45°90°
M6×P1.0 10個 5個 5個
M8×P1.0 10個 5個 5個
M10×P1.0 10個 5個 5個

R1/8 5個 ― ―

●材質…スチール（亜鉛メッキ）

グリースニップルレンチ

品番 適応
ニップル対辺

ねじ山
修正タップ 税抜価格

EA991CY-21 8.0・9.0㎜  1/8 PTF用 2,500円
EA991CY-22 10.0・11.0㎜ UNF1/4 3,180円

●材質…スチール
●固着したグリースニッ
プルを取外す工具です。

● 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が
（。すまいてし口開部一 8.0㎜ は除く）

●サイズ…-21：68×15×45（H）㎜ 、-22：85×18×51（H）㎜ 

グリースポンプ

● 容量…500㎖　● 筒長…320mm
● ピストン軸径…8mm　
● ノズル長…175mm　
● ノズルねじサイズ…M10×P1.0
● 吐出量…1.2cm³　● NLGI-1 ～ 2

4,420
EA991CA品番

価格 （税抜）円

グリースポンプ（フレキシブルホース付）

● 容量…500㎖　● 筒長…290mm
● ピストン軸径…9mm　● ノズル長…150mm　
● ノズルねじサイズ…M10×P1.0
● 吐出量…1.2cm³　● NLGI-3
● 300mmフレキシブルホース付

● 加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。
● エアー抜きも簡単にできます。
● 圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。

エアーリリースバルブ付

● 発電機・電気モーター・ファン等の
  ベアリング、ホイールハブやクラッチ
  リリースベアリング等に
● 色…青色

＜共通仕様＞
● 内容量…400g（NLGI-2）

10,100
EA991CC-2品番

価格 （税抜）円

グリースポンプ（フレキシブルホース付）

グリースポンプアダプターセット

● 容量…500㎖　● 筒長…310mm
● ピストン軸径…9mm　
● ノズル長…175mm　
● ノズルねじサイズ…G1/8”
● 吐出量…1.6cm³　● NLGI-1 ～ 2
● 320mmフレキシブルホース付

<セット内容>
● 230mmフレキシブルホース×3本
● 150mmストレートパイプ×5本
● 150mmアングルパイプ×5本
● ハイドロリックカプラー×5個
● 精密ハイドロリックカプラー×5個
● ボタンヘッドニップル用カプラー：
　22mm用×1個、16mm用×3個
　16mm用スライド式×3個、
　10mm用×3個、先細ノズル×5個
● ユニバーサルカプラープッシュタイプ×5個
● ユニバーサルカプラー×5個
● グリスガン用交換用グリス充填プラグ×5個
● グリスガン用交換用ゴムリング×5個 
● 90°角度変換アダプター×3個
● サイズ変換アダプター
　(メスG1/8”×オスM10×5個 )

<セット内容>
● 300mmフレキシブルホース
● 150mmストレートパイプ
● 150mmアングルパイプ×3本
● ハイドロリックカプラー×2個
● ユニバーサルカプラー×1個
● 先細ノズル×1個
● 16mmボタンヘッド用カプラー×1個
● クイックリリース延長アダプター
● 90°角度変換アダプター
● M10変換アダプター

<付属ニップル>
ねじサイズ 直 45°
M6×P1.0 3個 3個
M8×P1.0 3個 3個
M10×P1.0 3個 －
G1/8” 3個 －

7,070
EA991CJ品番

価格 （税抜）円

52,300
EA991CX-13品番

価格 （税抜）円 19,400
EA991CX-12品番

EA991CX-11品番

価格 （税抜）円

グリースポンプ（フレキシブルホース付）

グリースポンプアダプターセット

専用
カートリッジグリース

● 容量…500㎖　● 筒長…320mm
● ピストン軸径…9mm　
● ノズル長…175mm　
● ノズルねじサイズ…M10×P1.0
● 吐出量…1.6cm³　● NLGI-1 ～ 2
● 320mmフレキシブルホース付

6.710
EA991CB品番

価格 （税抜）円

ゴム平パッキンセット

税抜価格 14,800円  品番 EA423P
内径×外径×厚み

（㎜ ） 入数

12×18×2 20
11×18×2 20
35×39×2 3
23×27×2 11
30×39×2 9

●材質…ゴム
●水、エアー用
●ケースサイズ…

210×120×36㎜

内径×外径×厚み
（㎜ ） 入数

22×30×2 20
17×24×2 45
9×15×2 70
12×18×2 60
13×20×2 20

オーリングセット

税抜価格 20,900円品番 EA423RB
内径×線径
（㎜ ）

入
数

内径×線径
（㎜ ）

入
数

内径×線径
（㎜ ）

入
数

内径×線径
（㎜ ）

入
数

内径×線径
（㎜ ）

入
数

3×1.5 20
5×1.5 20
5×2.5 15
6×2 20

6.3×2.4 15
7×1.5 20

●材質…ニトリルゴム
●耐油、耐圧
●ケースサイズ…260×200×34㎜ 

18×3 10
20.2×3 5
22.2×3 5
24.2×3 5
26.2×3 5
30.2×3 5

7×2.5 15
8×2 20

8.3×2.4 15
9.0×1.5 20
10×2 20

10×2.5 15

10×3 10
11×1.5 20

11.3×2.4 15
12×2 20

12×2.5 15
12×3 10

13.3×2.4 15
14×2 20
14×3 10

15×2.5 15
16×3 10

17.3×2.4 15

オーリングセット

税抜価格 14,100円品番 EA423RB-1

●材質…ニトリルゴム
●耐油
●ケースサイズ…210×130×35㎜ 

18.64×3.53 10
20.22×3.53 10
21.82×3.53 10

23.40×3.53 5
25.0×3.53 5

26.57×3.53 5
28.17×3.53 5
29.75×3.53 5
31.34×3.53 5

内径×線径
（㎜ ）

内径×線径
（㎜ ）

内径×線径
（㎜ ）入数 入数 入数

7.65×1.78 20
9.25×1.78 20
9.19×2.62 20
10.78×2.62 20
12.37×2.62 15
13.95×2.62 15

15.54×2.62 15
17.13×2.62 15
18.72×2.62 10

適応グリースガン：EA991CA/CB

適応グリースガン：EA991CJ

900
EA991C-10品番

価格 （税抜）円

使用温度：－30～120℃

1,970
EA991C-9品番

価格 （税抜）円

使用温度：－35～150℃

● 多目的用、スライド・ローラー
  ベアリング等に
● ベアリング使用時温度は 80℃までです
● 色…黄褐色

PRESSOL社のグリースガンに
ご使用いただけます

手詰め

カートリッジ

手詰め

手詰め カートリッジ手詰め

SAE
まで対応
90

サクションガン

● 容量…500㎖
● ノズルサイズ…
           Φ13×360mm
● ボディサイズ…
           Φ70×280mm
● 重量…680g

● オイル、エンジンオイル、
  ディーゼルオイル等に

3,520
EA991GC-10品番

価格 （税抜）円

フレキシブルホース

グリースポンプ用アダプター

品番 全長 税抜価格
EA991C-101 560㎜ 4,480円

101
102

品番 全長 税抜価格
EA991C-102 210㎜ 2,620円
●先端にはニップルカプラー（4枚爪）付。
また、カプラーとのクイック接続でノズル・
ホースの延長が可能です。

●接続ねじサイズ…M10×P1.0

ベントタイプ

NLGI グレード

工業用グリースの品質を加味した米国グリース協会による分類規格です。
NLGI グレードは、グリースのちょう度（硬さ・柔らかさ・流動性を表す度合い）によって定められています。
グレードの数値が大きいほどグリースは硬く、小さいほど柔らかくなります。

SAE
まで対応
50

サクションガン

● 容量…500㎖
● ノズルサイズ…
           Φ10×500mm
● ボディサイズ…
           Φ56×290mm
● 重量…670g
● アルミ製　
● グリップ付

● エンジンオイル、
  ディーゼルオイル、クーラント等に 6,820

EA991GC-11品番
価格 （税抜）円

吸入・吐出の連続作業が可能

SAE
まで対応
45

オイルサクションガン

● 容量…500㎖
● ノズルサイズ…
           Φ18×600mm
● ボディサイズ…
           Φ65×335mm
● 重量…660g　
● 最小目盛…50㎖
● ポリ塩化ビニル製

● 軽油、ディーゼル油、不凍液等に

11,900
EA991GC-24品番

価格 （税抜）円

SAE グレード

アメリカの自動車技術協会が定めた潤滑油の粘度規格です。
数字が小さいほど常温で柔らかく、大きくなるほど硬くなります。

プラスチックオイルジョッキ（ふた付）

2,280
EA991BC-200A品番

価格 （税抜）円

容量：2ℓ

● ノズル長…160mm
● 目盛…0.5ℓ単位

2,000
EA991BC-100A品番

価格 （税抜）円

容量：1ℓ

● ノズル長…160mm
● 目盛…0.25ℓ単位

<共通仕様>
● ノズル外径…13ｍｍ
● 材質…ポリエチレン
● 耐油、耐酸性
● 目盛付
● 本体とノズル先端部に
  ふた付

3,590
EA991BC-500A品番

価格 （税抜）円2,850
EA991BC-300A品番

価格 （税抜）円

容量：3ℓ 容量：5ℓ

● ノズル長…330mm
● 目盛…0.5ℓ単位（1ℓ下限）

● ノズル長…330mm
● 目盛…0.5ℓ単位（1ℓ下限）

プラスチックオイラー

42～154㎜ 815円
42～175㎜ 910円

●先端キャップを締めれば漏れません。
●材質…容器：低密度ポリエチレン、

ノズル：真鍮

ポンプオイラー［スチール製］

品番 容量 ノズル長
250㎖  135㎜EA990A

EA990A-3 350㎖  135㎜

税抜価格
 2,770円
 2,950円

品番 容量 ノズル長
250㎖  EA990PB-2

EA990PB-3 500㎖  

税抜価格

●スチール製
●フレキシブルノズルサイズ…

 ∅7×210㎜ 
●上向きにでも油が
させます。

フレキシブルノズル付属A-3A

●直径・ノズル外径がそれぞれ
異なる便利なセットです

● 160㎜ にはフィルターが
付いています。

●材質…高密度ポリエチレン
●耐油、耐薬品性
● 160㎜ じょうごは液体が飛び
散るのを防ぐ形状になっています。

じょうごセット

品番 直径 ノズル外径 税抜価格

EA992BB-6
50㎜ ・75㎜ ・
100㎜ ・120㎜ ・
150㎜ ・160㎜ 

8.5㎜ ・9㎜ ・
10㎜ ・15㎜ ・
16㎜ ・22㎜  

2,150円

細口じょうご

品番 直径 ノズル外径 税抜価格
EA992B 160㎜  13㎜ ・19㎜ 1,280円

●先端をカットして、∅13㎜ と∅19㎜ 
の先端口にできます

●全長…460㎜ 　
●材質…高密度ポリエチレン
●フィルター付
●狭い場所での給油に便利です。
★じょうごとホースは取り外し可能
●耐油、耐薬品性に優れています。
●液体が飛び散るのを防ぐ形状となっています。

★

じょうご（フィルター付）

品番 直径 ノズル外径 税抜価格
EA992 160㎜ 18㎜ 2,230円

★じょうごとホースは取り外し可能
●全長…430㎜ 
●真鍮製の濾過用網付です。
●材質… 

じょうご、ノズル：高密度ポリエチレン
ホース：スチール

●フィルター付
●耐油、耐薬品性に優れています。
●液体が飛び散るのを防ぐ形状となっています。

★

ドラム缶用じょうご

品番 直径 税抜価格
EA992B-250 250㎜ 5,620円

●ふた付で南京錠での
施錠可能（∅9㎜ ）

●材質…
本体：
高密度ポリエチレン
ねじ部：亜鉛ダイカスト

●フィルターなし
●ねじサイズ…
 G2
●高さ…210㎜ 

オイルバケツ

9,240
EA991GA-10品番

価格 （税抜）円8,900
EA991GA-5品番

価格 （税抜）円

＜共通仕様＞
● 材質…ブリキ　
● キャリーハンドル付
● ２枚のブリキ板を
　溶接しており頑丈です
● ノズル長…120mm
● ノズル外径…19mm

容量：5ℓ 容量：10ℓ

ペール缶用オイルポンプペール缶用オイルポンプペール缶用オイルポンプペール缶用オイルポンプ
EA990XB-1EA990XB-1

円円26,20026,200
品番
価格
● 手動式　● 吸入パイプ長…500mm　● 重量…約4kg
● ホース長…1.5m　● スチール製　● 開閉バルブ付
● 吐出量…50㎖ /ストローク 　
● 市販の20ℓペール缶またはφ180～300mmの缶も使用可能
● オイル、潤滑油、ギアオイル等に

● 手動式　● 吸入パイプ長…500mm　● 重量…約4kg
● ホース長…1.5m　● スチール製　● 開閉バルブ付
● 吐出量…50㎖ /ストローク 　
● 市販の20ℓペール缶またはφ180～300mmの缶も使用可能
● オイル、潤滑油、ギアオイル等に

どこでも使える
手動式 ドラム缶用オイルポンプドラム缶用オイルポンプ

EA990XB-10EA990XB-10
円円18,50018,500

品番
価格
● 手動式　● 全長…1160mm
● 重量…1.24kg　● ホース長…1.5m　
● 材質…本体：ABS 樹脂・ポリアミド
　 　　　　　ホース：NBR
● 吐出量…400㎖ /ストローク
● 吸入パイプの長さは355～955mmで調整可能
● ディーゼル油、灯油、グリセリン、不凍液等に　

● 手動式　● 全長…1160mm
● 重量…1.24kg　● ホース長…1.5m　
● 材質…本体：ABS 樹脂・ポリアミド
　 　　　　　ホース：NBR
● 吐出量…400㎖ /ストローク
● 吸入パイプの長さは355～955mmで調整可能
● ディーゼル油、灯油、グリセリン、不凍液等に　

どこでも使える
手動式

SAE
まで対応
140

SAE
まで対応
50

（税抜）（税抜）
（税抜）（税抜）

8,440
EA991GA-3品番

価格 （税抜）円

容量：3ℓ



カートリッジカートリッジ

グリースポンプ＆アクセサリー

メンテナンス用消耗品セット

オイルポンプ&関連商品

グリースポンプ用ノズル

ベントタイプ
品番 全長 税抜価格

EA991C-150 150㎜ 

品番 全長 税抜価格
EA991C-300 300㎜ 2,180円

1,020円

EA991C-500 500㎜ 2,830円

フレキシブルホース

●ノズルねじサイズ…M10×P1.0

500
300

150

サイズ変換用ニップル

品番 ねじサイズ 全長 税抜価格メス オス
EA991C-131 M10 G1/8 23㎜ 335円
EA991C-132 G1/8 M10 23㎜ 335円

●材質…スチール
       （亜鉛メッキ）

ピン型ニップル用グリースポンプアダプター

税抜価格 3,780円品番 EA991BC-16

●ピンタイプ用　●全長…41㎜
 ●ねじサイズ…M10×P1.0

グリースニップルセット

税抜価格 8,170円品番 EA991CX

ねじサイズ 直 45°90°
M6×P1.0 10個 5個 5個
M8×P1.0 10個 5個 5個
M10×P1.0 10個 5個 5個

R1/8 5個 ― ―

●材質…スチール（亜鉛メッキ）

グリースニップルレンチ

品番 適応
ニップル対辺

ねじ山
修正タップ 税抜価格

EA991CY-21 8.0・9.0㎜  1/8 PTF用 2,500円
EA991CY-22 10.0・11.0㎜ UNF1/4 3,180円

●材質…スチール
●固着したグリースニッ
プルを取外す工具です。

● 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が
（。すまいてし口開部一 8.0㎜ は除く）

●サイズ…-21：68×15×45（H）㎜ 、-22：85×18×51（H）㎜ 

グリースポンプ

● 容量…500㎖　● 筒長…320mm
● ピストン軸径…8mm　
● ノズル長…175mm　
● ノズルねじサイズ…M10×P1.0
● 吐出量…1.2cm³　● NLGI-1 ～ 2

4,420
EA991CA品番

価格 （税抜）円

グリースポンプ（フレキシブルホース付）

● 容量…500㎖　● 筒長…290mm
● ピストン軸径…9mm　● ノズル長…150mm　
● ノズルねじサイズ…M10×P1.0
● 吐出量…1.2cm³　● NLGI-3
● 300mmフレキシブルホース付

● 加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。
● エアー抜きも簡単にできます。
● 圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。

エアーリリースバルブ付

● 発電機・電気モーター・ファン等の
  ベアリング、ホイールハブやクラッチ
  リリースベアリング等に
● 色…青色

＜共通仕様＞
● 内容量…400g（NLGI-2）

10,100
EA991CC-2品番

価格 （税抜）円

グリースポンプ（フレキシブルホース付）

グリースポンプアダプターセット

● 容量…500㎖　● 筒長…310mm
● ピストン軸径…9mm　
● ノズル長…175mm　
● ノズルねじサイズ…G1/8”
● 吐出量…1.6cm³　● NLGI-1 ～ 2
● 320mmフレキシブルホース付

<セット内容>
● 230mmフレキシブルホース×3本
● 150mmストレートパイプ×5本
● 150mmアングルパイプ×5本
● ハイドロリックカプラー×5個
● 精密ハイドロリックカプラー×5個
● ボタンヘッドニップル用カプラー：
　22mm用×1個、16mm用×3個
　16mm用スライド式×3個、
　10mm用×3個、先細ノズル×5個
● ユニバーサルカプラープッシュタイプ×5個
● ユニバーサルカプラー×5個
● グリスガン用交換用グリス充填プラグ×5個
● グリスガン用交換用ゴムリング×5個 
● 90°角度変換アダプター×3個
● サイズ変換アダプター
　(メスG1/8”×オスM10×5個 )

<セット内容>
● 300mmフレキシブルホース
● 150mmストレートパイプ
● 150mmアングルパイプ×3本
● ハイドロリックカプラー×2個
● ユニバーサルカプラー×1個
● 先細ノズル×1個
● 16mmボタンヘッド用カプラー×1個
● クイックリリース延長アダプター
● 90°角度変換アダプター
● M10変換アダプター

<付属ニップル>
ねじサイズ 直 45°
M6×P1.0 3個 3個
M8×P1.0 3個 3個
M10×P1.0 3個 －
G1/8” 3個 －

7,070
EA991CJ品番

価格 （税抜）円

52,300
EA991CX-13品番

価格 （税抜）円 19,400
EA991CX-12品番

EA991CX-11品番

価格 （税抜）円

グリースポンプ（フレキシブルホース付）

グリースポンプアダプターセット

専用
カートリッジグリース

● 容量…500㎖　● 筒長…320mm
● ピストン軸径…9mm　
● ノズル長…175mm　
● ノズルねじサイズ…M10×P1.0
● 吐出量…1.6cm³　● NLGI-1 ～ 2
● 320mmフレキシブルホース付

6.710
EA991CB品番

価格 （税抜）円

ゴム平パッキンセット

税抜価格 14,800円  品番 EA423P
内径×外径×厚み

（㎜ ） 入数

12×18×2 20
11×18×2 20
35×39×2 3
23×27×2 11
30×39×2 9

●材質…ゴム
●水、エアー用
●ケースサイズ…

210×120×36㎜

内径×外径×厚み
（㎜ ） 入数

22×30×2 20
17×24×2 45
9×15×2 70
12×18×2 60
13×20×2 20

オーリングセット

税抜価格 20,900円品番 EA423RB
内径×線径
（㎜ ）

入
数

内径×線径
（㎜ ）

入
数

内径×線径
（㎜ ）

入
数

内径×線径
（㎜ ）

入
数

内径×線径
（㎜ ）

入
数

3×1.5 20
5×1.5 20
5×2.5 15
6×2 20

6.3×2.4 15
7×1.5 20

●材質…ニトリルゴム
●耐油、耐圧
●ケースサイズ…260×200×34㎜ 

18×3 10
20.2×3 5
22.2×3 5
24.2×3 5
26.2×3 5
30.2×3 5

7×2.5 15
8×2 20

8.3×2.4 15
9.0×1.5 20
10×2 20

10×2.5 15

10×3 10
11×1.5 20

11.3×2.4 15
12×2 20

12×2.5 15
12×3 10

13.3×2.4 15
14×2 20
14×3 10

15×2.5 15
16×3 10

17.3×2.4 15

オーリングセット

税抜価格 14,100円品番 EA423RB-1

●材質…ニトリルゴム
●耐油
●ケースサイズ…210×130×35㎜ 

18.64×3.53 10
20.22×3.53 10
21.82×3.53 10

23.40×3.53 5
25.0×3.53 5

26.57×3.53 5
28.17×3.53 5
29.75×3.53 5
31.34×3.53 5

内径×線径
（㎜ ）

内径×線径
（㎜ ）

内径×線径
（㎜ ）入数 入数 入数

7.65×1.78 20
9.25×1.78 20
9.19×2.62 20
10.78×2.62 20
12.37×2.62 15
13.95×2.62 15

15.54×2.62 15
17.13×2.62 15
18.72×2.62 10

適応グリースガン：EA991CA/CB

適応グリースガン：EA991CJ

900
EA991C-10品番

価格 （税抜）円

使用温度：－30～120℃

1,970
EA991C-9品番

価格 （税抜）円

使用温度：－35～150℃

● 多目的用、スライド・ローラー
  ベアリング等に
● ベアリング使用時温度は 80℃までです
● 色…黄褐色

PRESSOL社のグリースガンに
ご使用いただけます

手詰め

カートリッジ

手詰め

手詰め カートリッジ手詰め

SAE
まで対応
90

サクションガン

● 容量…500㎖
● ノズルサイズ…
           Φ13×360mm
● ボディサイズ…
           Φ70×280mm
● 重量…680g

● オイル、エンジンオイル、
  ディーゼルオイル等に

3,520
EA991GC-10品番

価格 （税抜）円

フレキシブルホース

グリースポンプ用アダプター

品番 全長 税抜価格
EA991C-101 560㎜ 4,480円

101
102

品番 全長 税抜価格
EA991C-102 210㎜ 2,620円
●先端にはニップルカプラー（4枚爪）付。
また、カプラーとのクイック接続でノズル・
ホースの延長が可能です。

●接続ねじサイズ…M10×P1.0

ベントタイプ

NLGI グレード

工業用グリースの品質を加味した米国グリース協会による分類規格です。
NLGI グレードは、グリースのちょう度（硬さ・柔らかさ・流動性を表す度合い）によって定められています。
グレードの数値が大きいほどグリースは硬く、小さいほど柔らかくなります。

SAE
まで対応
50

サクションガン

● 容量…500㎖
● ノズルサイズ…
           Φ10×500mm
● ボディサイズ…
           Φ56×290mm
● 重量…670g
● アルミ製　
● グリップ付

● エンジンオイル、
  ディーゼルオイル、クーラント等に 6,820

EA991GC-11品番
価格 （税抜）円

吸入・吐出の連続作業が可能

SAE
まで対応
45

オイルサクションガン

● 容量…500㎖
● ノズルサイズ…
           Φ18×600mm
● ボディサイズ…
           Φ65×335mm
● 重量…660g　
● 最小目盛…50㎖
● ポリ塩化ビニル製

● 軽油、ディーゼル油、不凍液等に

11,900
EA991GC-24品番

価格 （税抜）円

SAE グレード

アメリカの自動車技術協会が定めた潤滑油の粘度規格です。
数字が小さいほど常温で柔らかく、大きくなるほど硬くなります。

プラスチックオイルジョッキ（ふた付）

2,280
EA991BC-200A品番

価格 （税抜）円

容量：2ℓ

● ノズル長…160mm
● 目盛…0.5ℓ単位

2,000
EA991BC-100A品番

価格 （税抜）円

容量：1ℓ

● ノズル長…160mm
● 目盛…0.25ℓ単位

<共通仕様>
● ノズル外径…13ｍｍ
● 材質…ポリエチレン
● 耐油、耐酸性
● 目盛付
● 本体とノズル先端部に
  ふた付

3,590
EA991BC-500A品番

価格 （税抜）円2,850
EA991BC-300A品番

価格 （税抜）円

容量：3ℓ 容量：5ℓ

● ノズル長…330mm
● 目盛…0.5ℓ単位（1ℓ下限）

● ノズル長…330mm
● 目盛…0.5ℓ単位（1ℓ下限）

プラスチックオイラー

42～154㎜ 815円
42～175㎜ 910円

●先端キャップを締めれば漏れません。
●材質…容器：低密度ポリエチレン、

ノズル：真鍮

ポンプオイラー［スチール製］

品番 容量 ノズル長
250㎖  135㎜EA990A

EA990A-3 350㎖  135㎜

税抜価格
 2,770円
 2,950円

品番 容量 ノズル長
250㎖  EA990PB-2

EA990PB-3 500㎖  

税抜価格

●スチール製
●フレキシブルノズルサイズ…

 ∅7×210㎜ 
●上向きにでも油が
させます。

フレキシブルノズル付属A-3A

●直径・ノズル外径がそれぞれ
異なる便利なセットです

● 160㎜ にはフィルターが
付いています。

●材質…高密度ポリエチレン
●耐油、耐薬品性
● 160㎜ じょうごは液体が飛び
散るのを防ぐ形状になっています。

じょうごセット

品番 直径 ノズル外径 税抜価格

EA992BB-6
50㎜ ・75㎜ ・
100㎜ ・120㎜ ・
150㎜ ・160㎜ 

8.5㎜ ・9㎜ ・
10㎜ ・15㎜ ・
16㎜ ・22㎜  

2,150円

細口じょうご

品番 直径 ノズル外径 税抜価格
EA992B 160㎜  13㎜ ・19㎜ 1,280円

●先端をカットして、∅13㎜ と∅19㎜ 
の先端口にできます

●全長…460㎜ 　
●材質…高密度ポリエチレン
●フィルター付
●狭い場所での給油に便利です。
★じょうごとホースは取り外し可能
●耐油、耐薬品性に優れています。
●液体が飛び散るのを防ぐ形状となっています。

★

じょうご（フィルター付）

品番 直径 ノズル外径 税抜価格
EA992 160㎜ 18㎜ 2,230円

★じょうごとホースは取り外し可能
●全長…430㎜ 
●真鍮製の濾過用網付です。
●材質… 

じょうご、ノズル：高密度ポリエチレン
ホース：スチール

●フィルター付
●耐油、耐薬品性に優れています。
●液体が飛び散るのを防ぐ形状となっています。

★

ドラム缶用じょうご

品番 直径 税抜価格
EA992B-250 250㎜ 5,620円

●ふた付で南京錠での
施錠可能（∅9㎜ ）

●材質…
本体：
高密度ポリエチレン
ねじ部：亜鉛ダイカスト

●フィルターなし
●ねじサイズ…
 G2
●高さ…210㎜ 

オイルバケツ

9,240
EA991GA-10品番

価格 （税抜）円8,900
EA991GA-5品番

価格 （税抜）円

＜共通仕様＞
● 材質…ブリキ　
● キャリーハンドル付
● ２枚のブリキ板を
　溶接しており頑丈です
● ノズル長…120mm
● ノズル外径…19mm

容量：5ℓ 容量：10ℓ

ペール缶用オイルポンプペール缶用オイルポンプペール缶用オイルポンプペール缶用オイルポンプ
EA990XB-1EA990XB-1

円円26,20026,200
品番
価格
● 手動式　● 吸入パイプ長…500mm　● 重量…約4kg
● ホース長…1.5m　● スチール製　● 開閉バルブ付
● 吐出量…50㎖ /ストローク 　
● 市販の20ℓペール缶またはφ180～300mmの缶も使用可能
● オイル、潤滑油、ギアオイル等に

● 手動式　● 吸入パイプ長…500mm　● 重量…約4kg
● ホース長…1.5m　● スチール製　● 開閉バルブ付
● 吐出量…50㎖ /ストローク 　
● 市販の20ℓペール缶またはφ180～300mmの缶も使用可能
● オイル、潤滑油、ギアオイル等に

どこでも使える
手動式 ドラム缶用オイルポンプドラム缶用オイルポンプ

EA990XB-10EA990XB-10
円円18,50018,500

品番
価格
● 手動式　● 全長…1160mm
● 重量…1.24kg　● ホース長…1.5m　
● 材質…本体：ABS 樹脂・ポリアミド
　 　　　　　ホース：NBR
● 吐出量…400㎖ /ストローク
● 吸入パイプの長さは355～955mmで調整可能
● ディーゼル油、灯油、グリセリン、不凍液等に　

● 手動式　● 全長…1160mm
● 重量…1.24kg　● ホース長…1.5m　
● 材質…本体：ABS 樹脂・ポリアミド
　 　　　　　ホース：NBR
● 吐出量…400㎖ /ストローク
● 吸入パイプの長さは355～955mmで調整可能
● ディーゼル油、灯油、グリセリン、不凍液等に　

どこでも使える
手動式

SAE
まで対応
140

SAE
まで対応
50

（税抜）（税抜）
（税抜）（税抜）

8,440
EA991GA-3品番

価格 （税抜）円

容量：3ℓ



8,150
EA508AS-114品番

価格 （税抜）円4
入数

コ
<16kg缶セットイメージ><16kg缶セットイメージ>

< セットイメージ>< セットイメージ>

<16kg缶セット例><16kg缶セット例>

<16kg缶セット例><16kg缶セット例>

ユースフルな
動力式グリース注入器

多目的・多量
グリースポンプ充填専用

グリースチャージガン・ポンプ

その他

作業を効率化
エアー式

3.トロリーを使うことにより移動が楽々！便利！！

1. PRESSOL社のエアー式はグリースを99%無駄なく
    使用することができ、経済面でもかなりお得！！

【エアー式】オススメポイント！

2. エアー式なのでハンドルをストロークする必要がなく、
    効率的に作業がおこなえます。

★EA991CG-11 は EA991CG-10 専用トロリーになります。

オススメ！

PRESSOL(プレッソル)は1910年創業、世界中にチャージガンやポンプ製品等を
供給するドイツのメーカーです。100年以上の歴史を持つリーディングメーカーと
して世界中のユーザーから厚い信頼を得ています。

Pressol-technology : Technology that leads, world-wide.

● サイズ…345×160×275（H）mm　● 重量…2.9kg

燃料携行缶
EA991HB-21A

（税抜）円7,540
品番容量

10ℓ 価格

● サイズ…345×160×475（H）mm　● 重量…3.8kg

<共通仕様>
● 材質…鋼板（ペイント仕上）　● 挿入可能ホース径…φ21mm　● 液体燃料用　
● 消防法適合品、TUV/UN適合品　● 安全ロック付　● 缶内部にも塗装を施しております

EA991HB-22A
（税抜）円8,440

品番容量
20ℓ 価格

<共通仕様>
● ノズル長…245mm　
● 材質…
  本体：高密度ポリエチレン
  ノズル：低密度ポリエチレン
  フタ・アダプター：ポリプロピレン
● パッキン付　
● ノズルはタンク内に収納可能

<共通仕様>
● ノズル長…245mm　
● 材質…
  本体：高密度ポリエチレン
  ノズル：低密度ポリエチレン
  フタ・アダプター：ポリプロピレン
● パッキン付　
● ノズルはタンク内に収納可能

【エアー式】
グリースチャージガンセット
【エアー式】
グリースチャージガンセット

EA991CG-10EA991CG-10
（税抜）（税抜）円円99,30099,300

品番
価格
● エアー式　● サイズ…φ350×880(H)mm　● 重量…10.4kg　
● ホース長…2m　● スチール製　● NLGI-1 ～ 2　● 吸入口…G1/4”　
● ノズルねじサイズ…G1/8”　● エアー使用圧力…0.2 ～ 1MPa　
● エアー消費量…400ℓ/分　● 最大吐出圧力…40MPa　
● 最大吐出量…1100g/分　● 16kg、20kg 缶に直接セットできます

● エアー式　● サイズ…φ350×880(H)mm　● 重量…10.4kg　
● ホース長…2m　● スチール製　● NLGI-1 ～ 2　● 吸入口…G1/4”　
● ノズルねじサイズ…G1/8”　● エアー使用圧力…0.2 ～ 1MPa　
● エアー消費量…400ℓ/分　● 最大吐出圧力…40MPa　
● 最大吐出量…1100g/分　● 16kg、20kg 缶に直接セットできます

グリースチャージガンセットグリースチャージガンセット
EA991CG-9EA991CG-9

（税抜）（税抜）円円33,70033,700
品番
価格
● 手動式　● サイズ…φ350×650(H)mm　● 重量…6kg　● ホース長…1.5m　
● スチール製　● NLGI-1～2　● ノズルねじサイズ…M10×P1.0
● 最大吐出量…30㎖/ストローク　● 16kg、20kg 缶に直接セットできます

● 手動式　● サイズ…φ350×650(H)mm　● 重量…6kg　● ホース長…1.5m　
● スチール製　● NLGI-1～2　● ノズルねじサイズ…M10×P1.0
● 最大吐出量…30㎖/ストローク　● 16kg、20kg 缶に直接セットできます

[EA991CG-10] 用
トロリー
[EA991CG-10] 用
トロリー

EA991CG-11EA991CG-11
（税抜）（税抜）円円11,50011,500

品番
価格

どこでも使える
手動式

グリース充填ポンプグリース充填ポンプ
EA991CG-8EA991CG-8

（税抜）（税抜）円円23,10023,100
品番
価格
● 手動式　● サイズ…φ350×670(H)mm　● 重量…4.4kg　● スチール製　
● NLGI-1 ～ 2　● 最大吐出量…30㎖/ストローク 　
● ノズルねじサイズがM10×P1.0 のグリースガンへグリースを移し替えるためのグリース
  充填専用ポンプです　● 16kg、20kg 缶に直接セットできます

● 手動式　● サイズ…φ350×670(H)mm　● 重量…4.4kg　● スチール製　
● NLGI-1 ～ 2　● 最大吐出量…30㎖/ストローク 　
● ノズルねじサイズがM10×P1.0 のグリースガンへグリースを移し替えるためのグリース
  充填専用ポンプです　● 16kg、20kg 缶に直接セットできます

どこでも使える
手動式

!
● サイズ…345×160×475（H）mm
● 材質…燃料缶：鋼板（ペイント仕上）、ノズル：スチール＋樹脂
● 重量…4.1kg　● 容量…20ℓ
● 液体燃料用　● 消防法適合品、TUV/UN適合品
● 安全ロック付　● ノズル内部に不純物用メッシュ付
● 燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為
  パッキンが付いています

ガソリン携行缶
（フレキノズル付）

EA991HB-30A
（税抜）円9,290

品番
価格

● サイズ…全長：約 280mm
              ノズル先端外径：12ｍｍ
● 重量…220g　
● ノズル内部に不純物用メッシュ付 
● 燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップ
  させる為パッキンが付いています

専用フレキノズル
EA991HB-20A

（税抜）円3,390
品番
価格

フレキノズル用
替パッキン

EA991HB-210
（税抜）円460

品番
価格

缶用替パッキン
EA991HB-220

（税抜）円460
品番
価格

ノズル付ポリタンク（コック付）ノズル付ポリタンク

2,2201
EA508AS-110品番入数

価格 （税抜）円コ

容量：10ℓ ● サイズ…330×171×342（H）mm

11,700
EA508AS-124品番

価格 （税抜）円4
入数

コ

3,2001
EA508AS-120品番入数

価格 （税抜）円コ

容量：20ℓ ● サイズ…383×203×400（H）mm

3,120
EA508AS-210品番

価格 （税抜）円

容量：10ℓ ● サイズ…348×174×319（H）mm

3,960
EA508AS-220品番

価格 （税抜）円

容量：20ℓ ● サイズ…380×200×400（H）mm

http://www.esco-net.com
商品に関する詳しい情報がご覧になれます。

コック付

<共通仕様>
● サイズ…φ100×200（H）mm
● タンク材質…高密度ポリエチレン
● 容量…750㎖　● 工業用　● 噴霧・直射切替

● サイズ…
  φ100×313（H）mm　
● タンク材質…
  高密度ポリエチレン　
● 容量…750㎖　
● 工業用

スプレーボトル スプレーボトル（ダブルアクション） ハンドスプレー ハンドスプレー

5,090
EA115MN-1品番

価格 （税抜）円

ハンドスプレー本体

ロングノズル
使用

別売ノズル

2,230
EA115MN-11品番

価格 （税抜）円

別売ノズル（スイベル・ロング）
1,790
EA115X-3品番

価格 （税抜）円

ノズル材質：プラスチック

2,170
EA115X-4品番

価格 （税抜）円

ノズル材質：真鍮

3,290
EA115ML-1品番

価格 （税抜）円

2,810
EA115X-51品番

価格 （税抜）円

● サイズ…230×120×325mm　● 重量…450ｇ
● 材質…タンク：高密度ポリエチレン
　　　　ノズル：ポリプロピレン
● 容量…1.5ℓ　● 加圧式スプレー

● 110°まで広がる
  噴霧で、広範囲の
  洗浄に便利です

● サイズ…Φ125×220（H）mm　● 重量…242ｇ
● 材質…タンク：ポリエチレン、ノズル：真鍮
● 容量…1ℓ　● 加圧式スプレー
● ノズルで噴霧量を調整可能　● 洗剤・洗浄剤などに

プラスチック

真鍮

ダブルアクショントリガー 水平噴射

携行缶用替部品

レバーを「引くとき」
「離すとき」の2回噴射

ボトルを水平にしても
噴射可能

引く 離す

We are complete supplier for lubrication technology of all types. We manufacture in series-production.

※フタの色は白色です。

10ℓ

20ℓ

#SP23-311※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


