
21,600

オイルチェンジャー（エアー・手動兼用）

品番 容量 サイズ（㎜ ） 価格 税込価格
（10%）

EA991CR-10 9.5ℓ 335（W）×260（D）×585（H） 27,700円 30,470円
●エアーと手動の両
方で使用できます

●エンジンオイル、
ギアオイル、
ブレーキオイル、
水などに

●空圧吸入なので、
火花が発生しません。

●使用空気圧…0.28～1.17MPa
●液体温度範囲…1～95℃
●負圧を開放する減圧バルブ、ノイズリデューサー付
●重量…3.75㎏ 
●付属品… 1.5mシリコンチューブ1本（∅4×8㎜ ）、

1mナイロンホース3本
（∅7.8×9.8・∅5.3×6.7・∅3.5×4.5㎜ ）

［三段式］超低床油圧ジャッキ

品番 能力
（t）

揚高
（㎜ ）

重量
（㎏ ） 価格 税込価格

（10%）

EA993BN-3 3 120～270 8.2 51,500円 56,650円

●受金サイズ…
∅34㎜

 

●ベースサイズ…
154×167㎜

 

●低床トラック、4輪駆動車等のジャッキアップに

● サイズ…115×74×85（H）mm　● コード長…400mm　
● 重量…0.46kg　● 電源…DC10V～ 60V　● 電線使用…PVC線　
● 電球…15W　● 照明装置…LED球 5灯　● 明るさ…600ルーメン　
● 取付ねじ径…M10　● 屋内用（IP65）

【ESCOオリジナル】
フォークリフト用
LED安全警告灯（青色×2個）
EA814BA-31

税込価格 (10%)16,280円 円14,800
品番
価格

● 電球…27W　● 照明装置…9灯
● サイズ…Φ114×58×142（H）ｍｍ　● 重量…0.65kg

LED作業灯
（車載用）
丸型
1700
ルーメン

EA814BA-21
税込価格 (10%)3,069円 円2,790

品番
価格

● 電球…48W　● 照明装置…16灯
● サイズ…110×72×110（H）ｍｍ　● 重量…0.75kg

角型
3200
ルーメン

EA814BA-22
税込価格 (10%)4,455円 円4,050

品番
価格

● 重量…45kg　● 揚高…210～ 380mm　
● 付属アダプター…15mm、70mm

<共通仕様>
● 使用エアー圧力…0.8 ～ 1.0MPa　● サイズ…315（W）×600（D）×200（H）ｍｍ
● 幅…210mm　● ハンドル長…1,225mm　● 補助ねじ付で高さの微調整ができます

能力
35ｔ

EA993LL-35A

税込価格 (10%)147,400
円

円
134,000

品番
価格

● 重量…43kg　● 揚高…210～ 405mm　
● 付属アダプター…15mm、60mm

トラックジャッキ
（エアー式）
能力
25ｔ

EA993LL-25A

税込価格 (10%)144,100
円

円
131,000

品番
価格

● 能力…4t　● 揚高…57～ 419mm　● 幅…203mm　
● ハンドル長…698mm　● 全高…762mm　● 重量…36kg

長く届くシャーシがリフト下の
深い部分に届くので、安全かつ
短時間で作業が行えます

大幅ストロークで
作業性抜群！

「超低床型」

フォークリフトジャッキ
EA993CC-4A

税込価格 (10%)70,950円 円64,500
品番
価格

EA993DS-31
円6,240

品番
価格

● サイズ（平置き時）…外寸：1100（W）×250（D）×20（H）mm、内寸：1050（W）×190（D）mm 
● 材質…ポリエステル（エアーメッシュ）、PVC発泡生地、旭化成フュージョン®（10mm厚）
● マジックテープ式

● タイプ…ラフトップ
● 用途…木製品、大理石等【ESCOオリジナル】

フォークリフト用爪カバー
（2本セット）

EA983FL-10

税込価格 (10%)10,890
円

円

9,900
品番
価格

<共通仕様>
● サイズ…100（W）×1000（L）×8（T）ｍｍ
● 強力マグネットシート付　
● 滑り、割れ、衝撃を防止します

<共通仕様>
● コード長…400mm　● 電源…DC10V～ 30V
● 電線仕様…PVC線　● 取付ねじ径…M8　● 屋内・屋外両用（IP67）
● トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯に最適です

[ 強力マグネット ]
フォークリフト用
滑り止めラバー（2枚）

EA981ZA-1

-1

-21

-22

-2

税込価格 (10%)23,760
円

円

品番

● タイプ…突起
● 用途…金型、石材等

EA981ZA-2品番

価格

【ESCOオリジナル】フォークリフト警告灯 LED作業灯

【ESCOオリジナル】フォークリフト用爪カバー

エアツール関連商品

ジャッキ関連商品

爪用関連商品

樹脂製角材【リプラギ ®】

詳しくは
で！動画

左記商品サイズ以外でも
ご相談ください!

西日本営業部：06-6532-6226
東日本営業部：03-5419-3481

高耐久
高強度
耐薬品

※耐荷重は全面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合の耐荷重は低下します。
<共通仕様>　● 材質…廃プラスチック

100×100mm

300mm追加
新サイズ！

オリジナル

を見える化！を見える化！
メンテサービス時のメンテサービス時の

「安全」「安全」

安全性 視認性 緩衝性

マジックテープ式
調整可能！

マジックテープ式
調整可能！

旭化成 三次元立体編物
「フュージョン®」使用

Φ15ｍｍ
ウレタン丸棒入り

内側はPVC発泡生地で
しっかり補強

税込価格（10%）6,864円

【1000mm】
耐荷重 30t
重量 9kg

EA993DS-31S
円3,070

品番
価格

税込価格（10%）3,377円

【300mm】
耐荷重 9t
重量 2.7kg

EA993DS-32
円13,900

品番
価格

150×150mm

税込価格（10%）15,290 円

【1000mm】
耐荷重 45t
重量 20.2kg

EA993DS-32S
円9,070

品番
価格

税込価格（10%）9,977円

【300mm】
耐荷重 13t
重量 5.7kg

EA993DS-33
円19,620

品番
価格

50×300mm

税込価格（10%）21,582 円

【1200mm】
耐荷重 110t
重量 15kg

EA993DS-33S
円6,580

品番
価格

税込価格（10%）7,238円

【300mm】
耐荷重 27t
重量 4.1kg

EA993DS-34
円2,840

品番
価格

20×100mm

税込価格（10%）3,124円

【1000mm】
耐荷重 30t
重量 3.6kg

EA993DS-34S
円1,500

品番
価格

税込価格（10%）1,650円

【300mm】
耐荷重 9t
重量 0.5kg

EA993DS-35
円17,700

品番
価格

150×200mm

税込価格（10%）19,470 円

【1000mm】
耐荷重 60t
重量 27kg

EA993DS-35S
円9,530

品番
価格

税込価格（10%）10,483 円

【300mm】
耐荷重 18t
重量 8.1kg

（¹⁄₂

品番 最大
トルク

能力
（ボルト径） 価格 税込価格

（10%）

EA155EB-1 407N・m 16㎜ 21,200円 23,320円
●狭い空間でも簡単に作業を行なうことが
できます

●差込角…1/2
●全長…245㎜ 
●無負荷回転数…6,500rpm
●エアー消費量…119ℓ/min
●使用圧力…0.62MPa
●吸入口…Rc1/4
●正逆転付　●重量…1.4㎏ 
●使用コンプレッサー… ●プラグ付5HP

（¹⁄₂

品番 最大
トルク

能力
（ボルト径） 価格 税込価格

（10%）

EA155KS-4 540N・m 16㎜ 28,850円 31,735円

●差込角…1/2
●全長…147㎜ 
●無負荷回転数…

 9,500rpm
●エアー消費量…

 127ℓ/min
●使用圧力…0.64MPa
●吸入口…Rc1/4

●正逆転付　●重量…1.1㎏ 　
●トルク調整ダイヤルと正逆切替レバーをトリ
ガー近くに配置することで、片手で操作でき作業
性も向上します。

●使用コンプレッサー… ●プラグ付2.2kW

エアー式ブレーキオイルエキストラクター

品番 仕様 価格 税込価格
（10%）

EA166VA 本体 19,800円 21,780円
EA166VA-1 替ラバーフィッティング 490円 539円
EA166VA-2 替シリコンホース 870円 957円
●内蔵したバルブとセーフティ
カップで、自動的に抜き取りを
止めます

●使用エアー圧力…0.28～1.2MPa
●容量…2ℓ
●液体温度範囲…－19～60℃
●ホース長…1m
●プラグ、サイレンサー付
●サイズ…

260（W）×160（D）×240（H）㎜ 
●こぼさず古いブレーキオイルを抜き取ります。
●標準、ABSブレーキシステムの両方に

2

1

VA

雄ねじソケット（残圧抜き機構）

品番 ねじサイズ 価格 税込価格
（10%）

EA140VA-2 R1/4 980円 1,078円
EA140VA-3 R3/8 990円 1,089円
EA140VA-4 R1/2 1,040円 1,144円

●使用圧力…0.63MPa
●材質… ナイロン（ガラス

繊維入り）・鉄
●残圧抜き機構付

雌ねじソケット（残圧抜き機構）

品番 ねじサイズ 価格 税込価格
（10%）

EA140VB-2 Rc1/4 1,000円 1,100円
EA140VB-3 Rc3/8 1,030円 1,133円
EA140VB-4 Rc1/2 1,090円 1,199円

●使用圧力…0.63MPa
●材質… ナイロン（ガラス

繊維入り）・鉄
●残圧抜き機構付

タケノコ型ソケット（残圧抜き機構）

品番 適合ホース内径 価格 税込価格
（10%）

EA140VC-8 8㎜ 1,030円 1,133円
EA140VC-10 10㎜ 1,030円 1,133円
EA140VC-13 13㎜ 1,030円 1,133円

●使用圧力…0.63MPa
●材質… ナイロン（ガラ

ス繊維入り）・鉄
●残圧抜き機構付

ウレタンホース用ソケット（残圧抜き機構）

品番 適合ホース
（内径×外径）㎜ 価格 税込価格

（10%）

EA140VD-3 ∅6.5×10 1,080円 1,188円
EA140VD-4 ∅8.5×12 1,130円 1,243円

●使用圧力…0.63MPa
●材質… ナイロン（ガラス

繊維入り）・鉄
●残圧抜き機構付

［フォークリフト用］ジャッキスタンド

品番 能力
（t）

揚高
（㎜ ）

重量
（㎏ ） 価格 税込価格

（10%）

EA993DS-4 9t 335～406
（4段調節）

5.7
（1台） 29,800円 32,780円

（アメリカ）

●フォークリフトを支えることのできる
形状になっています

●スチール製
●サイズ…205（W）×200（D）×240（H）㎜ 
●能力は2台使用での能力になります。

（2台価格）

確認しにくい
曲がり角も安心

ロングノズルエアーガン

品番 ノズル長
（㎜ ）

エアー量
（ℓ/min）

穴径
（㎜ ） 価格 税込価格

（10%）

EA123KD-11 500 470 2.8 1,600円 1,760円
EA123KD-12 750 457 2.8 1,830円 2,013円
●使用圧力…1.2MPa
●ホース取付ねじ…Rc1/4
●本体材質…POM製
●プラグ付

12

樹脂製エアーガン

品番 ノズル長
（㎜ ）

エアー量
（ℓ/min）

穴径
（㎜ ） 価格 税込価格

（10%）

EA123KC-1A 100 340 3 1,630円 1,793円
EA123KC-50A 替シールド 810円 891円
●シールド付き（∅98㎜ ）
●使用圧力…0.5～0.8MPa ●最高圧力…1.0MPa
●取付けねじ… ●プラグ付Rc1/4 

フォークリフト
メンテナンス用品特集

#SP19-098※表示価格は、2020年度カタログ価格となります。

お問い合わせ先
営業部 TEL.06-6532-6226



DC-DCコンバーター

ターミナル

品番 入力
電圧

出力電圧×
定格出力 価格 税込価格

（10%）

EA812JK-30 DC40V
～60V DC13.8V×3A 14,500円 15,950円

㎜
g

72×75×35（H）
340

●電動フォークリフトなどの

●サイズ…

●重量…約

DC48VからDC12Vに変換する
コンバーターです。

●バックモニター、LEDライト、パトライトなどの電装品の接続に

ファインUナットレンチセット

価格73,500円 税込価格（10%）
 80,850円 品番 EA949K

●材質…
      スチール

●サイズ…差込角3/8  M10×0.75・M12×1.0・M15×1.0・
M17×1.0・M20×1.0

　　　　差込角1/2  M25×1.5・M30×1.5・M35×1.5・
M40×1.5・M45×1.5・M50×1.5

●ラチェットハンドル… （3/8 225㎜ 、（1/2 390㎜ 
●エクステンションバー… （3/8 75㎜ 、（1/2 150㎜ 

（セット内容15点）

ファインUナット用ソケットレンチ

品番 適用
ナットサイズ

重量
（g） 価格 税込価格

（10%）

EA949K-55 M55 487 48,600円 53,460円
EA949K-60 M60 536 54,500円 59,950円
EA949K-65 M65 624 62,000円 68,200円
EA949K-70 M70 783 71,500円 78,650円
EA949K-75 M75 906 83,000円 91,300円
EA949K-80 M80 1029 98,000円 107,800円
EA949K-85 M85 1157 109,500円 120,450円
EA949K-90 M90 1619 129,000円 141,900円
EA949K-95 M95 1638 155,000円 170,500円
EA949K-100 M100 1760 205,000円 225,500円
●材質…クロムモリブデン鋼
●ファインUナットレンチ専用工具です。

ドラム缶用カバー

品番 サイズ 価格 税込価格
（10%）

EA992B-600 ∅597×35㎜ 3,020円 3,322円
● 200ℓスチール製クローズドラム缶用

●材質…
ポリエチレン

●ドラム缶上の雨水溜りを防止し、缶の吸湿による
内容物の変質を防止します。

●耐候性、耐薬品性に優れています。

［前後進］音声案内機（フォークリフト用）
●音量… 0～93㏈
●電源…DC12～48V
●防水仕様（IP25相当）
●サイズ…∅77×115㎜
●重量…400g

品番 EA864CN-1 価格 24,000円 税込価格（10%）
 26,400円 

●音声で前進・後進時の注意喚起を
1台で行えます。

● 2種類の音声を収録。
●電源制御なので結線時リレー不要
で簡単取付。

ドライブレコーダー（フォークリフト用）

価格 41,000円 税込価格（10%）
 45,100円 品番 EA763AA-401

EA763AA-421 取付用マグネット 1,500円 1,650円
オプション

401 421

●電源…DC12・24・48V
●サイズ…125×35×50（H）㎜

●視野角… °
前：140° 120°
後：120°

● 2.7インチワイド液晶モニター

●録画画素…
34万画素

●機能… 前後2カメラ搭載、サージ電流・静電気からのIC回路保護
●付属品… DC48Vコンバーター、microSDカード（32GB）、取付ステー、防水ケース

●工業用フォークリフト
ホイールのロックリングの脱着に
最適です

●材質…鍛造炭素鋼
●  用途…

-7：ロックリングの脱着に
-8：サイドリングとロックリングの
  分割に

ホイールロックリングツールセット（フォークリフト用）

品番 仕様 価格 税込価格
（10%）

EA519CC-6 2本セット 43,800円 48,180円

品番 全長
（㎜ ）

先幅
（㎜ ）

重量
（g）

軸径
（㎜ ） 価格 税込価格

（10%）

EA519CC-7 400 30・35 815 16 21,900円 24,090円
EA519CC-8 395 7・16 680 16 20,500円 22,550円

ホイールロックリングツール（単品）

（アメリカ）7

8

7

8

●これ1本でトラック・バスのい
ろんな機種に対応できます

六角・八角兼用

●使用範囲…65～135㎜ 
●くわえ部有効深さ…33㎜ 

●全長…285㎜

ハブナットレンチ

品番 EA613AD-70価格9,870円 税込価格（10%）
 10,857円 

ファインUナット用ソケット

品番 サイズ 差込角 全長（㎜ ）
重量
（g） 価格 税込価格

（10%）

EA949K-10 M10 3/8 36 53 2,910円 3,201円
EA949K-12 M12 3/8 37 56 3,160円 3,476円
EA949K-15 M15 3/8 38 76 3,540円 3,894円
EA949K-17 M17 3/8 39 91 3,490円 3,839円
EA949K-20 M20 3/8 40 112 3,780円 4,158円
EA949K-25 M25 1/2 46.6 174 4,130円 4,543円
EA949K-30 M30 1/2 50 248 4,440円 4,884円
EA949K-35 M35 1/2 53.5 326 4,890円 5,379円
EA949K-40 M40 1/2 57 408 5,140円 5,654円
EA949K-45 M45 1/2 60.5 518 5,490円 6,039円
EA949K-50 M50 1/2 64 622 5,770円 6,347円
●材質…スチール
●ファインUナットレンチ専用工具です。

［フォークリフト充電用］延長コード

品番 コード長 重量 価格 税込価格
（10%）

EA815-6 5m 1.9㎏ 16,700円 18,370円

●電線仕様…2PNCT 3.5㎟  ×4心
●許容電流…32A
● 1次側：切りっぱなし、

2次側： 定格440V、40A、
3P＋Eフォークリフト用プラグ付属

●メーカー各社のフォークリフトに適合
●耐熱性に優れた2PNCTケーブル。

フォークリフト用整備工具セット

特殊工具・その他周辺機器

オリジナル

1/21/2
12.7sq12.7sq

1/21/2
12.7sq12.7sq

● キャビネットサイズ…508（W）×232（D）×300（H）ｍｍ　● 重量…17.1kg　● 材質…ケース：スチール、型抜き：EVA

（3/8”）ソケット（6角）　5.5・7・8・10・12・13mm
（3/8”）エクステンションバー　100・150mm （3/8”）ユニバーサルジョイント　45mm
スパナ　5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm
めがねレンチ　5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm
（3/8”）ラチェットハンドル　180mm （3/8”）スピンナーハンドル　300mm
モンキーレンチ　150・300mm コンビネーションプライヤー　200mm
⊕貫通ドライバー　#1×75・#2×100・#3×150mm ⊖貫通ドライバー　5.5×75・6.0×100・8.0×150mm
⊕スタビードライバー　#2×35mm ⊖スタビードライバー　6.0×35mm
平行ピンポンチ　3・4・5・6・8・10mm スクレーパー　161mm ニッパー　170mm

ボールポイント六角棒レンチ　1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm ボールピンハンマー　730g
平タガネ　19×180mm ウォーターポンププライヤー　250mm ラジオペンチ　165mm

（3/8”）ソケット（12角）　14・17・19・21・22・24mm

【60点】
フォークリフト用整備工具セット
EA612SF-1

税込価格 (10%)81,400円 円74,000
品番
価格

3/83/8
9.5sq9.5sq

3/83/8
9.5sq9.5sq

<セット内容>

● キャビネットサイズ…520（W）×215（D）×300（H）ｍｍ　
● 重量…19.9kg　● 材質…ケース：スチール、型抜き：EVA

管理・保管に！
整理整頓
紛失防止対策

（3/8”）ソケット（6角）　5.5・7・8・10・12・13mm
（3/8”）エクステンションバー　100・150mm
スパナ　5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm
めがねレンチ　5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm
モンキーレンチ　150・300mm
ボールポイント六角棒レンチ　1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
（3/8”）ラチェットハンドル　180mm
（3/8”）ユニバーサルジョイント　45mm
ボールピンハンマー　720g
平行ピンポンチ　3・4・5・6・8・10mm
⊕貫通ドライバー　#1×75・#2×100・#3×150mm
⊕スタビードライバー　#2×25mm ⊖スタビードライバー　6.3×25mm
平タガネ　19×190mm ウォーターポンププライヤー　250mm ラジオペンチ　160mm

⊖貫通ドライバー　5.5×75・6.3×100・8.0×150ｍｍ

スクレーパー　150mm ニッパー　170mm

（3/8”）スピンナーハンドル　300mm

コンビネーションプライヤー　200mm

（3/8”）ソケット（12角）　14・17・19・21・22・24mm

【60点】
フォークリフト用整備工具セット

EA49-1
税込価格 (10%)132,000円 円120,000

品番
価格

3/83/8
9.5sq9.5sq

<セット内容>

● キャビネットサイズ…520（W）×215（D）×300（H）ｍｍ　
● 重量…19.9kg　● 材質…ケース：スチール、型抜き：EVA

（1/2”）ソケット（6角）　8・10・12・13・14mm

（1/2”）エクステンションバー　150mm
スパナ　5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm
めがねレンチ　10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm
モンキーレンチ　164.5・316mm
ボールポイント六角棒レンチ　1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
ロングノーズロッキングプライヤー　165mm
（1/2”）ラチェットハンドル　250mm
スクレーパー　150mm ニッパー　159mm コンビハンマー　730g

（1/2”）スピンナーハンドル　400mm
カーブロッキングプライヤー　180mm

コンビネーションプライヤー　200mm

⊕貫通ドライバー　#1×75・#2×100・#3×150mm
⊕スタビードライバー　#2×25mm ⊖スタビードライバー　6.3×25mm
平タガネ　19×190mm ウォーターポンププライヤー　250mm ラジオペンチ　160mm

⊖貫通ドライバー　5.5×75・6.3×100・8.0×150ｍｍ

（1/2”）ソケット（12角）　17・19・21・22・24・26・27・30・32mm

【56点】
フォークリフト用整備工具セット

スチールキャビネット付
「工具セット専用・型抜き」

EA49
税込価格 (10%)137,500円 円125,000

品番
価格

<セット内容>

● ケースサイズ…508（W）×232（D）×300（H）ｍｍ　● 重量…18.9kg　● 材質…ケース：スチール、型抜き：EVA

⊕スタビードライバー　#2×35mm ⊖スタビードライバー　6.0×35mm
平行ピンポンチ　3・4・5・6・8・10mm スクレーパー　161mm ニッパー　170mm

ボールポイント六角棒レンチ　1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm ボールピンハンマー　730g
平タガネ　19×180mm

（1/2”）ソケット（6角）　8・10・12・13・14mm （1/2”）ソケット（12角）　17・19・21・22・24・27・30・32mm
（1/2”）エクステンションバー　100・150mm
（1/2”×3/8”）ソケットアダプター　35mm
めがねレンチ　10×12・11×13・14×17・19×21・22×24
（1/2”）ラチェットハンドル　250mm
モンキーレンチ　150・300mm コンビネーションプライヤー　200mm
⊕貫通ドライバー　#1×75・#2×100・#3×150mm ⊖貫通ドライバー　5.5×75・6.0×100・8.0×150mm

（1/2”）スピンナーハンドル　400mm

スパナ　5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm
（1/2”）ユニバーサルジョイント　67mm

ウォーターポンププライヤー　250mm ラジオペンチ　165mm

【62点】
フォークリフト用整備工具セット
EA612SF-2

税込価格 (10%)92,950円 円84,500
品番
価格

<セット内容>

1/21/2
12.7sq12.7sq

● ケースサイズ…470（W）×200（D）×230（H）ｍｍ　● 重量…19.9kg　● 材質…スチール

（1/2”）インパクト用ディープソケット　17・21・23・27・32mm

⊖割柄ドライバー　9.5×150mm

⊕スタビードライバー　#2×35mm
⊕貫通ドライバー　#1×75・#2×100・#3×150mm

オイルフィルターレンチ

めがねレンチ（ショートサイズ）　10×12mm
コンビネーションプライヤー　200mm
六角レンチ（9本組）　1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm

ボールピンハンマー　450g両口スパナ　8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×22・22×24mm
めがねレンチ　8×10・10×12・12×14・14×17・17×19・19×21・22×24・24×27mm
（3/8”）ラチェットハンドル　200mm

（3/8”）ユニバーサルジョイント　56mm
（1/2”）ラチェットハンドル　250mm
（1/2”）ソケット（6角）　10・12・13・14mm
（1/2”）スパークプラグソケット　16・21mm （1/2”）エクステンションバー　75・125mm

（1/2”）ソケット（12角）　17・19・21・22・24・27・30・32mm
（1/2”）スピンナーハンドル　375mm

（3/8”）エクステンションバー　75・150mm
（3/8”）ソケット　7・8・9・10・11・12・13・14・17・19・21・22mm

平たがね　20×200mm センターポンチ　4×120mm
強力型ニッパー　175mm ラジオペンチ　205mm
ソケットホルダー　3/8 用・1/2 用 モンキーレンチ　300mm

ブレーキシュー調整ツールフレアナットレンチ　10×12mm
⊖貫通ドライバー　5.5×75・6.0×100mm

⊖スタビードライバー　6.0×35mm
小物袋スクレーパー　180mm

【89点】
フォークリフト用整備工具セット
EA612SF-6

税込価格 (10%)94,600円 円86,000
品番
価格

<セット内容>

フォークリフト整備専用のツールを厳選した工具セットです

キャビネットの引出しは
開閉がスムーズな
ベアリングレール仕様

型抜きは下地が目立つ
赤色なので、
紛失防止対策になります

×

×

薄型ドレンパン

品番 容量 サイズ（㎜ ） 価格 税込価格
（10%）

EA992DB-21 20ℓ 850×600×125（H） 10,800円 11,880円
● 125㎜  の薄型設計で車体下へのアクセスが容易です。

●キャスター
付

●クーラント等ラジエーターの補修時に最適です。

グリースチャージガンセット

品番 最大吐出量 価格 税込価格
（10%）

EA991CG-9 30㎖ 31,200円 34,320円

●手動式

● 16㎏ 缶に直接セット可能
●サイズ…∅350×650（H）㎜

 

●重量…6㎏ 
●ホース長…1.5m
● NLGI-1～2
●ノズルねじサイズ…M10×P1.0
●スチール製

（16㎏  缶セット例）

（ドイツ）

型抜き型抜き

型抜き型抜き

型抜き型抜き

型抜き型抜き


