
● サイズ …
   337（W）×216（D）×406（H）mm
● 材質…ポリエステル　
● チェストベルト付

ツールバッグパック
EA925C-51

税込価格(10%) 20,625
円

円

18,750
品番
価格

● サイズ …356（W）×275（D）×275（H）mm

ツールバッグ（オープンタイプ）
EA925C-20

21

20

税込価格(10%) 12,155
円

円

11,050
品番
価格

● サイズ …530（W）×280（D）×280（H）mm

EA925C-21

税込価格(10%) 15,620
円

円

14,200
品番
価格

<共通仕様>
● 材質…ポリエステル　● 発泡ウレタングリップ付メタルハンドル　● ショルダーベルト付　● 底部すべり止めゴム付

「大容量」ツールバッグ
用途にあわせて
    　　スタイルいろい

ろ！ バックパック・ショルダー
ボストン・電工バケツほか

特集

コード類や多数のツー
ルを収納可能！

サービス作業に最適

バッグ内外に
各種ポケット付で
収納に便利！

ポケットが多く
道具の仕分けに便利です

※EA925C-21のみ

「大開口設計」

「大容量」

出し入れしやすい！

取り外せる仕切り板付 便利なパーツケース付！ビス・端子など小物の管理に最適なツールバッグシリーズ

「ウレタン
　　グリップ」

クッション性抜群！

「動かせる！」
仕切り板付

オープンタイプ

ツールバッグ

品番 サイズ
W×D×H（㎜ ） 価格 税込価格

（10%）

EA925C-26 550×240×300 11,800円 12,980円
●丈夫なキャンバス生地を
高品質の革素材で補強した、
軽くて収納力に優れたバッグです

●材質…キャンバス生地
　　　底面スウェード素材

＋

［パーツケース付］ツールバッグ

品番 サイズ
W×D×H（㎜ ） 価格 税込価格

（10%）

EA925C-23 585×305×380 13,350円 14,685円
●多数のポケットと
大容量のプロ仕様モデル。

●材質…ポリエステル
●

●

ショルダーベルト付
パーツケースサイズ…
                    175×140×40mm

［パーツケース付］電工ツールバッグ

品番 サイズ
W×D×H（㎜ ） 価格 税込価格

（10%）

EA925CA-1A 203×203×406 8,230円 9,053円

●材質…ポリエステル
●

●

ショルダーベルト、テープフッカー
ビニールテープホルダー付
パーツケースサイズ…180×138×40mm

●転倒しにくい縦型モデル。

［パーツケース付］ツールバッグ

品番 サイズ
W×D×H（㎜ ） 価格 税込価格

（10%）

EA925CA-2 390×270×260 8,190円 9,009円
●多数のポケットと
大容量のプロ仕様モデル。

●材質… ナイロン、ポリエステル
●

●

ショルダーベルト
テープフッカー付
パーツケースサイズ…
                      340×225×50mm

★

ツールバッグ

品番 サイズ
W×D×H（㎜ ） 価格 税込価格

（10%）

EA925C-17A 480×200×330 14,800円 16,280円
●多数のポケットと、電動工具も収納
可能な大容量のプロ仕様モデル。
★両面ジッパー開閉式内ポケット付。
●材質…ポリエステル
●ショルダーベルト、底部すべり止めゴム付

ボストンバッグ

品番 サイズ
W×D×H（㎜ ）容量 価格 税込価格

（10%）

EA925C-25 610×305×305 52ℓ 7,760円 8,536円
●エアホースや、パワーツール、延長コードなどを
持ち運びできる、多目的バッグです。

●材質…ポリエステル（600デニール）
●ショルダーベルト付

電工バケツ（超厚手キャンバス地）

品番 サイズ（㎜ ）容量 価格 税込価格
（10%）

EA925ZA-2 ∅305×406 29ℓ 13,650円 15,015円
●材質…キャンバス生地 ●ポケット…内側1個
●金属ハトメの周りは革で補強しています。

●超厚手キャンバス製の高耐久仕様。

Large capacity
TOOL BAG

［パーツケース付］ツールバッグ

品番 サイズ
W×D×H（㎜ ） 価格 税込価格

（10%）

EA925C-24 305×216×356 8,370円 9,207円
●多数のポケットと大容量の
プロ仕様モデル。

●材質…ポリエステル
●

●

ショルダーベルト付
パーツケースサイズ…
                         200×75×40mm



ツールホルダー・ポーチ

● サイズ …155（W）×40（D）×205（H）mm
● ベルト長…1,100mm　● ベルト幅…37mm
● 材質…ポリエステル（1680デニール）　● D環付

【ESCOオリジナル】
ベルト付ツールホルダー

EA925AY-1
税込価格(10%) 2,057円 円1,870

品番
価格

● サイズ …370（W）×65（D）×270（H）mm
● ベルト長…1,100mm　● ベルト幅…40mm
● 材質…ポリエステル（1680デニール）　● D環付

【ESCOオリジナル】
ベルト付ツールホルダー

EA925AY-2
税込価格(10%) 1,672円 円1,520

品番
価格

● サイズ …450（W）×90（D）×270（H）mm
● ベルト幅…40mm
● 材質…ポリエステル（1680デニール）　● D環付

【ESCOオリジナル】
ベルト付ツールホルダー

EA925AY-3
税込価格(10%) 1,936円 円1,760

品番
価格 ● サイズ …450（W）×60（D）×240（H）mm

● ベルト幅…40mm
● 材質…ポリエステル（1680デニール）　● D環付
● ポケットにフタ（マジックテープ式）付

【ESCOオリジナル】
ベルト付ツールホルダー

EA925AY-4
税込価格(10%) 1,815円 円1,650

品番
価格

● サイズ …75（W）×45（D）×160（H）mm
● ベルト通し幅…60mm　● 材質…ポリエステル
● フック、ループフック付　● マジックテープ式
● 縦横2方向ベルト通しとクリップの3WAY取付仕様

【3WAY取付】ツールホルダー
EA925CA-4

税込価格(10%) 2,387円 円2,170
品番
価格

● サイズ …100（W）×45（D）×180（H）mm
● ベルト通し幅…70mm　● 材質…ポリエステル
● フック、ループフック付　● マジックテープ式
● 縦横2方向ベルト通しとクリップの3WAY取付仕様

【3WAY取付】ツールホルダー
EA925CA-3

税込価格(10%) 1,496円 円1,360
品番
価格

● サイズ …140（W）×45（D）×190（H）mm
● ベルト通し幅…55mm　● 材質…ポリエステル　
● ループフック、カラビナ付　● ファスナー開閉式
● 横方向ベルト通し、クリップ、カラビナの3WAY取付仕様

【3WAY取付】ツールホルダー
EA925CA-7

税込価格(10%) 4,169円 円3,790
品番
価格● サイズ …外寸：75（W）×40（D）×145（H）mm

　　　　　内寸：57（W）×25（D）×127（H）ｍｍ
● ベルト通し幅…65mm　● 材質…ポリエステル　
● D環付　● マジックテープ式
● 縦横2方向ベルト通しとクリップの3WAY取付仕様

【3WAY取付】ツールホルダー
EA925CD-6

税込価格(10%) 2,948円 円2,680
品番
価格

こだわりの

特集 スマートフォン・ハンディターミナル・小物等の収納に

バックルベルト
一体型 D環付

ワンタッチで
簡単着脱！

「3WAY取付」
ベルト2方向とクリッ

プで

「3WAY取付」

出し入れがスムーズ！
マチ付大きめ
ポケットタイプ

サイズ違い
複数ポケットタイプ

仕分けに便利！ 小物の収納に！

ベルトを通す必要なし
！

マジックテープ式
フタ付タイプ

tool holder & Pouch

ツールホルダー・ポーチ

オリジナルツールホルダー

★縦横2方向ベルト通し

横方向 縦方向

工具以外にも！

シンプルな
2段ポケットタイプ

使いやすい！

一般的な横方向のベルト取付に加え、サスペンダーや
肩ベルト等の縦方向からも取付可能な仕様になっています

裏面 裏面 裏面裏面

#SP20-165※表示価格の有効期限は２０21年12月末日までとなります。

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

〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号
TEL：06-6532-6226  FAX：06-6541-0929
http://www.esco-net.com/　MAIL：esco-sp@esco-net.com


