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インターケーブルはケーブル前処理を全般的にサポートします

インターケーブル社は、イタリア本社、ドイツに工場を有する、世界にケーブル
工事用作業工具、絶縁工具、電動工具を供給するメーカーです

販売店

※インターケーブル製品全般の注意事項
・本製品はイタリアからの輸入品となります。製品保証は納入時の不良における新品交換のみとし

使用された製品に関しては、原則適用外となります。正規輸入販売元経由外の購入は保証適用外となります
・修理はイタリア工場で対応となります。輸送費等が発生いたします
・上記における国内対応は左下に記載の輸入販売元にて対応します

6kV
CV、CVT
ケーブル専用

インターケーブルのスマートツールは、電力ケーブルの前処理作業をサポートします
日本では見たことがない構想から生まれた製品は、機能性とデザイン性に優れます
インターケーブル社が日本向けに開発したIMSは6kVの絶縁体を20〜100mmまで
任意の長さで剥ぎ取ります

適用ケーブル
38〜250㎟

6サイズ

専用ケースで
運搬と保管
スペース削減

ケーブルシース
の剥ぎ取り効率
化、中間皮むき
にも適用します
軽量でコンパク
ト、幅広い電圧
とサイズに適用

3kVから33kVの絶縁体皮む
きを1台で兼用し、無限大
の長さを剥ぎ取ることが
可能です
納入ユーザー様からの高
い評価を受けております

絶縁体の端部を
迅速に面取工具
3kVから33kVまで
に適用

外部半導電層を、
円周、らせん、
縦方向と3種類の
切断方法で剥ぎ
取ります、3kVか
ら33kVまで適用

インターケーブルジャパン全製品国内在庫

ヘッド交換で6サイズに対応
シンプルな操作が特徴

6kV施工が多いユーザー様向け
日本仕様新製品



インターケーブル IMS

ヘッド交換方式の絶縁体剥ぎ取り工具
IMSは、6kV電力ケーブル専用絶縁体剝ぎ取り工具です
皮むきは20から100mmまでを1mm単位で調整可能
（6kVのほぼ全ての工法皮むきに適用します）
アタッチメントで38㎟から250㎟までの6サイズに対応

耐衝撃性樹脂
頑丈で軽量

ヘッド交換方式
保管運搬容易

専用ケース
6種類を一緒に保管

ハンドル220g
アタッチメント75g

20から100mmまで
1mm単位で施工

コンパクト全長235mm
（アタッチメント装着時）

①サイズに適合するアタッチメント取付け ②皮むき長をダイアルを回転させて調整

③回転させて絶縁体剥ぎ取りを開始 ④設定した長さに達すると自動的に終了します https://youtu.be/FINvdVQvLQ4https://www.intercablejapan.com/ims/

Websiteから Youtubeから

IMSの作業はシンプル、回転させるだけ

ＩＭＳ導入で作業全般の効率化が図れます

6種類のケーブル作業が
コンパクトに運搬

ヘッド交換だけで
6サイズに適用

国内の多様な絶縁体
皮むき工法に適用

替刃交換方式で
長く使える

必要なサイズだけ
欲しい！にも対応

38,60,100,150,200,250の6種類と
ハンドルは専用ケースに収納さ
れており、運搬や管理などを
全面的に効率化します

ヘッド取付は5秒で終わります
しっかりとロックされるので
作業中に脱落などはありません

20から100mmまでを1mm単位で
調整できる製品は、IMSだけ
電力会社向けの圧縮工法にも
適用できます

Ｔ型ハンドルで
力作業を軽減

商品名 型番 ｹｰｽ寸法(mm) 重量(g)

IMS（ﾌﾙｾｯﾄ、専用ｹｰｽ入） 17165-HOK 300x290x75 900

IMSハンドル単体 AV6300

アタッチメント 6kV-38 1716048

アタッチメント 6kV-60 1716049

アタッチメント 6kV-100 1716050

アタッチメント 6kV-150 1716051

アタッチメント 6kV-200 1716052

アタッチメント 6kV-250 1716053

替刃（全サイズ共通） AV6399

※注意事項
・一部絶縁体等に取れ残りが発生することが

あります。適切な処理を お願いします。
・ケーブルの公差等で導体に薄い擦れ が発生する

場合があります。適切 な処理をお願いします
製品不良ではありません

・ケーブルは出来るだけ真っすぐにくせを取り
施工をお願いします

国内在庫あり
標準価格：オープン

刃の交換で長く使えます ハンドルとヘッドは単体販売可能
必要なサイズだけ購入で費用削減

力の伝わりやすいT型ハンドル
作業者負担を軽減します

内導の残り（海外ケーブル） 内導の残り

https://youtu.be/FINvdVQvLQ4
https://www.intercablejapan.com/ims/
https://www.intercablejapan.com/ims/
https://www.intercablejapan.com/ims/

cable stripping

		商品名		型番		ｹｰｽ寸法(mm)		重量(g)								商品名		型番		ｹｰｽ寸法(mm)		重量(g)				商品名		型番		適合ケーブル テキゴウ		全長(mm) ゼンチョウ

		AMS （樹脂ｹｰｽ入） ジュシ イ		AV6220		160 x65x35 		200								AMX（ﾗﾁｪｯﾄ付、替刃用ﾗﾁｪｯﾄﾚﾝﾁ付、ﾅｲﾛﾝｹｰｽ入） ツ カエバ ヨウ ツ イ		1730 0		260 x140x65 		1300				ケーブルストリッパー		AV8210		0.08~6㎟		205

		AMS/1000V （ﾅｲﾛﾝｹｰｽ入） イ		17130		170 x75x50		200								AMX用替刃 ヨウ		1730 1								AV8210専用替刃 センヨウ カエバ		AV8211

		AMSｼﾘｰｽﾞ共通替刃 キョウツウ		AV6299																						ケーブルストリッパー		AV8203		1.5~35㎟		205



		商品名		型番		寸法(mm)		重量(g)								商品名		型番		ｹｰｽ寸法(mm)		重量(g)

		AMS MAXI（布ｹｰｽ付） ヌノ		AV6240		250 x150x90 		800								FBS（滑剤付、替刃用六角ﾚﾝﾁ付、専用ｹｰｽ入） カツザイ ツ カエバ ヨウ ロッカク ツ センヨウ イ		1722 0		235 x200x655		800				商品名		型番		適合径(mm) テキゴウ ケイ		全長(mm) ゼンチョウ

		AMS 共通替刃 キョウツウ		AV6299												FBS用替刃 ヨウ		1714 2								ケーブルストリッパー		AV3810		4.5~29		138

																FBS用交換部品（バイスプレート、固定ネジ） ヨウ コウカン ブヒン コテイ		1714 5								専用替刃 センヨウ カエバ		AV3919

		商品名		型番		ｹｰｽ寸法(mm)		重量(g)

		MSU（布ｹｰｽ、ﾅｲﾌ付） ヌノ		AE6210		290 x110x90 		900																		商品名		型番		適合径(mm) テキゴウ ケイ		全長(mm) ゼンチョウ

		MSU用替刃 ヨウ		AE6219																						ケーブルストリッパー		AB16		0.3~4.5		190

																										専用替刃 センヨウ カエバ		AV8219

		商品名		型番		ｹｰｽ寸法(mm)		重量(g)

		AISｾｯﾄ（樹脂ｹｰｽ入） ジュシ イ		1719 0		390 x340x90 		2000																		商品名		型番		適合電線(㎟) テキゴウ デンセン		全長(mm) ゼンチョウ

		AIS用替刃 ヨウ		1719 5																						ワイヤーストリッパー		1105160		0.75~6		160

		商品名		型番		ｹｰｽ寸法(mm)		重量(g)

		HLSｾｯﾄ（滑剤付、樹脂ｹｰｽ入） カツザイ ツ ジュシ イ		AV6400		175x65x50 		600

		HLS用替刃 ヨウ		AV6499



		商品名		型番		ｹｰｽ寸法(mm)		重量(g)

		IMS-Ⅱ（滑剤付、専用ｹｰｽ入） カツザイ ツ センヨウ イ		1723 0		235 x200x655		1000

		IMS-Ⅱ用替刃 ヨウ		1723 2

		交換部品（ﾌﾟﾚｰﾄ、ﾈｼﾞ） コウカン ブヒン		1723 5



		商品名		型番		ｹｰｽ寸法(mm)		重量(g)

		UFSｾｯﾄ（ﾅｲﾛﾝｹｰｽ入） イ		1724 0		170x100x50 		390

		UFS用替刃 ヨウ		1724 2

		商品名		型番		ｹｰｽ寸法(mm)		重量(g)

		IMS（ﾌﾙｾｯﾄ、専用ｹｰｽ入） センヨウ イ		17165-HOK		300x290x75		900

		IMSハンドル単体		AV6300

		アタッチメント 6kV-38		1716048

		アタッチメント 6kV-60		1716049

		アタッチメント 6kV-100		1716050

		アタッチメント 6kV-150		1716051

		アタッチメント 6kV-200		1716052

		アタッチメント 6kV-250		1716053

		替刃（全サイズ共通）		AV6399





cable cutting

				商品名		型番		全長(mm) ゼンチョウ

				絶縁ケーブルナイフ（灰色） ゼツエン ハイイロ		AV3910		185

				AV3910専用替刃 センヨウ カエバ		AV3911		50

				絶縁ケーブルナイフ（赤色） ゼツエン アカイロ		AV3920		185

				AV3920専用替刃 センヨウ カエバ		AV3921		50





				商品名		型番		全長(mm) ゼンチョウ

				完全絶縁セラミックケーブルナイフ カンゼン ゼツエン		AV3930		185





				商品名		型番		全長(mm) ゼンチョウ

				ストリッピング絶縁ケーブルナイフ ゼツエン		2887 00		175





































scissors

		商品名		型番		全長(mm) ゼンチョウ		ｾｯﾄ内容 ナイヨウ		重量(g)								商品名		型番		ｹｰｽ寸法(mm)		重量(g)				商品名		型番		適合ケーブル テキゴウ		全長(mm) ゼンチョウ

		万能電工ﾊｻﾐ バンノウ デンコウ		16011		140		ﾌﾞﾘｽﾀｰﾊﾟｯｸ入 イ		82								AMX（ﾗﾁｪｯﾄ付、替刃用ﾗﾁｪｯﾄﾚﾝﾁ付、ﾅｲﾛﾝｹｰｽ入） ツ カエバ ヨウ ツ イ		1730 0		260 x140x65 		1300				ケーブルストリッパー		AV8210		0.08~6㎟		205

		万能電工ﾊｻﾐ バンノウ デンコウ		16013		140		16011とｾﾌﾃｨｰｹｰｽｾｯﾄ		95								AMX用替刃 ヨウ		1730 1								専用替刃 センヨウ カエバ		AV8211

		万能電工ｿﾌﾄｸﾞﾘｯﾌﾟﾊｻﾐ バンノウ デンコウ		16012		140		ﾌﾞﾘｽﾀｰﾊﾟｯｸ入 イ		82

		万能電工ｿﾌﾄｸﾞﾘｯﾌﾟﾊｻﾐ バンノウ デンコウ		16014		140		16012とｾﾌﾃｨｰｹｰｽｾｯﾄ		95

																												商品名		型番		適合ケーブル テキゴウ		全長(mm) ゼンチョウ





		商品名		型番		全長(mm) ゼンチョウ		ｾｯﾄ内容 ナイヨウ		重量(g)

		１台３役 多機能電工ﾊｻﾐ ダイ ヤク タキノウ デンコウ		16020-F1		140		ﾍﾞﾙﾄ取付け収納ｹｰｽｾｯﾄ トリツケ シュウノウ		160

		１台４役 検電付多機能電工ﾊｻﾐ ダイ ヤク ケンデン ツ タキノウ デンコウ		16020-CF1		140		ﾍﾞﾙﾄ取付け収納ｹｰｽｾｯﾄ トリツケ シュウノウ		165



		商品名		型番		全長(mm) ゼンチョウ		ｾｯﾄ内容 ナイヨウ		重量(g)

		高機能電工ﾊｻﾐ コウキノウ デンコウ		16040		140		ﾍﾞﾙﾄ取付収納ｹｰｽｾｯﾄ トリツケ シュウノウ		95

		VDE絶縁工具 電工ﾊｻﾐ ゼツエン コウグ デンコウ		16031		180				180



































handｙ cutter

		商品名		型番		全長(mm) ゼンチョウ		重量(g)				商品名		型番		最大切断 サイダイ セツダン		全長(mm) ゼンチョウ		重量(g)

		絶縁サイドカッター２K ゼツエン		1102160		160		208				絶縁ラチェット式ケーブルカッターD34 ゼツエン シキ		1606 032		Φ32mm		265		650

												絶縁ラチェット式ケーブルカッターD54 ショート ゼツエン シキ		1607 054		Φ54mm		285		800

		商品名		型番		全長(mm) ゼンチョウ		重量(g)				絶縁ラチェット式ケーブルカッターD54 ロング ゼツエン シキ		1605 054		Φ54mm		320		900

		絶縁ケーブルカッターＤ１７ ゼツエン		1602160		160		218

												商品名		型番		最大切断 サイダイ セツダン		全長(mm) ゼンチョウ		重量(g)

		商品名		型番		全長(mm) ゼンチョウ		重量(g)				絶縁ラチェット式ケーブルカッター ゼツエン シキ		2515 22		Φ62mm		420		2200

		絶縁ケーブルカッターD15 ゼツエン		11094		160		218				絶縁ラチェット式ケーブルカッター ゼツエン シキ		2515 25		Φ80mm		550		3150



												商品名		型番		最大切断 サイダイ セツダン		全長(mm) ゼンチョウ		重量(g)

												絶縁ラチェット式ACSRカッター ゼツエン シキ		1608 032		Φ32mm		346		1400





















modular hand tools

		品名 ヒンメイ		品番 ヒン バン		差込角 サシコミ カク		寸法
(mm) スンポウ		重量
(g) ジュウリョウ

		絶縁T型
トルクレンチ ゼツエン カタ		1501 2		9.5mm		210*160		240

				1501 1		12.7mm		195*160		340

		品名 ヒンメイ		品番 ヒン バン		差込角 サシコミ カク		寸法
(mm) スンポウ		重量
(g) ジュウリョウ

		絶縁リバーシブル
ラチェットレンチ ゼツエン		1502 2		9.5mm		200*65		250

				1502 1		12.7mm		260*75		525

		品名 ヒンメイ		品番 ヒン バン		トルク
（Nm）		寸法
(mm) スンポウ		重量
(g) ジュウリョウ

		絶縁Ｔ型
トルクレンチ
（差込角9.5mm） ゼツエン カタ サシコミ カク		1508 008		8		110*160		400

				1508 010		10		140*160		400

				1509 012		12		140*160		400

				1509 015		15		140*160		400

				1510 020		20		140*160		400

				1510 025		25		140*160		400

		絶縁Ｔ型
トルクレンチ
（差込角12.7mm） ゼツエン カタ サシコミ カク		AC3708		8		110*160		560

				AC3710		10		140*160		560

				AC3712		12		140*160		560

				AC3715		15		140*160		560

				AC3720		20		140*160		560

				AC3725		25		140*160		560





insulated tools

		商品名		型番		全長(mm) ゼンチョウ		重量(g)				商品名		型番		全長(mm) ゼンチョウ		重量(g)

		絶縁エンジニアペンチ２K ゼツエン		1101160		160		218				絶縁先曲がりロングペンチ２K ゼツエン サキ マ		1104160		160		164

				1101180		180		250						1104200		180		206

				1101200		200		282



												商品名		型番		全長(mm) ゼンチョウ		重量(g)

		商品名		型番		全長(mm) ゼンチョウ		重量(g)				絶縁ロングノーズプライヤー２Ｋ ゼツエン		1106160		160		170

		絶縁ペンチ ISO Plus ゼツエン		11092		190		142

												商品名		型番		全長(mm) ゼンチョウ		重量(g)

		商品名		型番		全長(mm) ゼンチョウ		重量(g)				絶縁ラウンドノーズプライヤー２Ｋ ゼツエン		1107160		160		170

		完全絶縁グリッププライヤー ISO Plus カンゼン ゼツエン		11091		180		134

												商品名		型番		全長(mm) ゼンチョウ		重量(g)

		商品名		型番		全長(mm) ゼンチョウ		重量(g)				絶縁ロングノーズペンチ２Ｋ ゼツエン		1103160		160		170

		絶縁ロングノーズペンチ２Ｋ ゼツエン		1103160		160		170						1103200		200		208

				1103200		200		208

												商品名		型番		全長(mm) ゼンチョウ		重量(g)

		商品名		型番		全長(mm) ゼンチョウ		重量(g)				絶縁パイプレンチ２Ｋ ゼツ		1110250		240		398

		完全絶縁ロングプライヤー ISO Plus カンゼン ゼツエン		11095		200		100

												商品名		型番		全長(mm) ゼンチョウ		重量(g)

												絶縁ピンセット（ストレート） ゼツ		111846		145		50

														111801		210		83

												絶縁ピンセット（カーブ） ゼツ		111845		145		50

														111800		210		79

												商品名		型番		全長(mm) ゼンチョウ		重量(g)

												絶縁ホールカッター ゼツエン		284300		200		90

												商品名		型番		全長(mm) ゼンチョウ		重量(g)

												絶縁ケーブルシースソー/細目刃 ゼツ ホソメ ハ		430302		250		140

												替刃（24歯／細目） カエバ ハ ホソメ		480801		120		6

												替刃（14歯／粗目） カエバ ハ アラメ		430805		120		6

												商品名		型番		全長(mm) ゼンチョウ		重量(g)

												絶縁ハックソー小（鋸） ゼツエン ショウ ノコギリ		424200		280		230

												替刃（幅5mm、厚み0.8mm） カエバ ハバ アツ		433010		150		3

												商品名		型番		全長(mm) ゼンチョウ		重量(g)

												絶縁ハックソー大（鋸）刃421000取付品 ゼツエン ダイ ノコギリ ハ トリツケ ヒン		424200		470		660

												替刃（22歯、幅13、厚み0.63mm）） カエバ ハ ハバ アツ		421000		300		17

												替刃（18歯、幅13、厚み0.64mm）） カエバ ハ ハバ アツ		421016		300		17

												替刃（22歯、幅25、厚み0.8mm）） カエバ ハ ハバ アツ		421920		300		40





screw driver

		品名 ヒンメイ		品番 ヒン バン		先端幅
(mm) センタン ハバ		先端厚み
(mm) センタン アツ		ﾋﾞｯﾄ長
(mm) ナガ		全長
(mm) ゼンチョウ

		絶縁マイナス
ドライバー ゼツエン		1301 025		2,5		0,4		75		175

				1301 030		3,0		0,5		100		200

				1301 035		3,5		0,6		100		200

				1301 040		4,0		0,8		100		200

				1301 045		4,5		1,0		125		230

				1301 055		5,5		1,0		125		230

				1301 065		6,5		1,2		150		255

				1301 080		8,0		1,2		175		290

				1301 100		10,0		1,6		200		320

		品名 ヒンメイ		品番 ヒン バン		先端ｻｲｽﾞ センタン		ﾋﾞｯﾄ長
(mm) ナガ		全長
(mm) ゼンチョウ

		絶縁プラス
ドライバー ゼツエン		1302 0		0		60		160

				1302 1 		1		75		175

				1302 2 		2		100		205

				1302 3		3		150		265

				1302 4		4		200		320

		品名 ヒンメイ		品番 ヒン バン		先端ｻｲｽﾞ センタン		ﾋﾞｯﾄ長
(mm) ナガ		全長
(mm) ゼンチョウ

		絶縁ポジドライブ
ドライバー ゼツエン		1303 0 		0		60		160

				1303 1 		1		75		175

				1303 2 		2		100		205

				1303 3 		3		150		265

		品名 ヒンメイ		品番 ヒン バン		先端ｻｲｽﾞ センタン		ﾋﾞｯﾄ長
(mm) ナガ		全長
(mm) ゼンチョウ

		コンビネーション
（プラス*マイナス）		1313 1		1		80		180

				1313 2		2		100		205





		品名 ヒンメイ		品番 ヒン バン		先端ｻｲｽﾞ センタン		ﾋﾞｯﾄ長
(mm) ナガ		全長
(mm) ゼンチョウ

		コンビネーション
（ポジドラ*マイナス）		1314 1 		1		80		175

				1314 2 		2		105		205

		品名 ヒンメイ		品番 ヒン バン		先端ｻｲｽﾞ センタン		ﾋﾞｯﾄ長
(mm) ナガ		全長
(mm) ゼンチョウ

		絶縁六角
ドライバー ゼツエン ロッカク		1304 020		2		60		160

				1304 025		2,5		75		175

				1304 030		3		75		180

				1304 040		4		75		180

				1304 050		5		75		190

				1304 060		6		100		215

				1304 080		8		100		220

		品名 ヒンメイ		品番 ヒン バン		先端ｻｲｽﾞ センタン		ﾋﾞｯﾄ長
(mm) ナガ		全長
(mm) ゼンチョウ

		絶縁ボールポイント
六角ドライバー ゼツエン ロッカク		1305 020		2		100		200

				1305 025		2,5		100		200

				1305 030		3		100		205

				1305 040		4		100		205

				1305 050		5		100		215

				1305 080		8		150		270

		品名 ヒンメイ		品番 ヒン バン		先端ｻｲｽﾞ センタン		ﾋﾞｯﾄ長
(mm) ナガ		全長
(mm) ゼンチョウ

		絶縁六角ソケット
ドライバー ゼツエン ロッカク		1306 040		4		125		225

				1306 050		5		125		225

				1306 055		5,5		125		225

				1306 060		6		125		230

				1306 070		7		125		230

				1306 080		8		125		230

				1306 090		9		125		230

				1306 100		10		125		240

				1306 110		11		125		240

				1306 120		12		125		240

				1306 130		13		125		240

		品名 ヒンメイ		品番 ヒン バン		先端ｻｲｽﾞ センタン		ﾋﾞｯﾄ長
(mm) ナガ		全長
(mm) ゼンチョウ

		絶縁ヘクスローブ
ドライバー ゼツエン		1307 010		10		60		160

				1307 015		15		75		175

				1307 020		20		75		180

				1307 025		25		75		180

				1307 030		30		100		215





driver set

		品名 ヒンメイ		セット内容 ナイヨウ		数量 スウリョウ

		絶縁ドライバー
1399001 セット ゼツエン		マイナスドライバー 1301040		1

				マイナスドライバー 1301045		1

				プラスドライバー 13021		1

				プラスドライバー 13022		1

		絶縁ドライバー
1399002 セット ゼツエン		マイナスドライバー 1301030		1

				マイナスドライバー 1301040		1

				マイナスドライバー 1301055		1

				マイナスドライバー 1301065		1

		絶縁ドライバー
1399003 セット ゼツエン		プラスドライバー 13020		1

				プラスドライバー 13021		1

				プラスドライバー 13022		1

		絶縁ドライバー
1399004 セット ゼツエン		ポジドライブドライバー 13030		1

				ポジドライブドライバー 13031		1

				ポジドライブドライバー 13032		1

		絶縁ドライバー
1399005 セット ゼツエン		コンビドライバー 13131		1

				コンビドライバー 13132		1

		絶縁ドライバー
1399006 セット ゼツエン		コンビドライバー 13141		1

				コンビドライバー 13142		1

		品名 ヒンメイ		セット特徴 トクチョウ

		絶縁ドライバー
1399001 セット ゼツエン		プラスとマイナス各2本 カク ホン

				合計4本のセット ゴウケイ ホン

		絶縁ドライバー
1399002 セット ゼツエン		マイナスドライバーのみ

				合計4本のセット ゴウケイ ホン

		絶縁ドライバー
1399003 セット ゼツエン		プラスドライバーのみ

				合計3本のセット ゴウケイ ホン

		絶縁ドライバー
1399004 セット ゼツエン		ポジドライブドライバーのみ

				合計3本のセット ゴウケイ ホン

		絶縁ドライバー
1399005 セット ゼツエン		コンビネーションドライバー

				プラスとマイナス兼用合計2本 ケンヨウ ゴウケイ ホン

		絶縁ドライバー
1399006 セット ゼツエン		コンビネーションドライバー

				ポジドラとマイナス兼用合計2本 ケンヨウ ゴウケイ ホン

		品名 ヒンメイ		セット特徴 トクチョウ				品名 ヒンメイ		セット特徴 トクチョウ

		絶縁ドライバー
1399010 セット ゼツエン		六角ソケットドライバー全種 ロッカク ゼンシュ				絶縁ドライバー
1399012 セット ゼツエン		ボールポイントドライバー全種 ゼンシュ

				合計11本のセット ゴウケイ ホン						合計6本のセット ゴウケイ ホン

		絶縁ドライバー
1399011 セット ゼツエン		六角ドライバー全種 ロッカク ゼンシュ				絶縁ドライバー
1399013 セット ゼツエン		ヘクスローブドライバー全種 ゼンシュ

				合計7本のセット ゴウケイ ホン						合計5本のセット ゴウケイ ホン









tool set

		商品名		型番		寸法(mm) スンポウ		重量(g)

		ユーロマリオセット赤（ケース付） アカ ツ		1912 2		110*220*65		600

		ユーロマリオセット黒（ケース付） クロ ツ		1913 2		120*230*70		700

		ユーロマリオケース単体赤 タンタイ アカ		1912 0		110*220*65		100

		ユーロマリオケース単体黒 タンタイ クロ		1913 0		120*230*70		100



		商品名		型番		全長(mm) ゼンチョウ		重量(g)

		ユーロノームセット（ポーチ付） ツ				360*270*70		960

		商品名		型番		全長(mm) ゼンチョウ		重量(g)

		ハイパーマリオセット（腰袋付） コシ フクロ ツ		1915 2		245*245*50		1200

		ハイパーマリオ腰袋のみ コシ フクロ		1915 0		245*245*50		300

		商品名		型番		全長(mm) ゼンチョウ		重量(g)

		ユーロコンパクト（ケース付） ツ		1917 2		430*340*160		4500

		ユーロコンパクト（ケース単体） タンタイ		1917 0		430*340*160		3300

		商品名		型番		全長(mm) ゼンチョウ		重量(g)

		ニュープロフェッショナル（ケース付） ツ		1931 1		460*400*200		8100

		ニュープロフェッショナル用ケース ヨウ		1931 0		430*340*160		5500





wrench

		品名 ヒンメイ		品番 ヒン バン		開口
(mm) カイコウ		全長
(mm) ゼンチョウ		重量
(g) ジュウリョウ						品名 ヒンメイ		品番 ヒン バン		ｻｲｽﾞ		全長
(mm) ゼンチョウ		重量
(g) ジュウリョウ

		絶縁モンキーレンチ
 ゼツエン		1519 04		0 – 13 		110		140						絶縁クロス型
ソケットレンチ ゼツエン カタ		1214 01		10 11 14 17		140 x 140 		220

				1519 06		0 – 20		130		190								1214 02		10 12 14 17		140 x 140 		220

				1519 08		0 – 27		210		260								1214 03		11 12 13 17		140 x 140 		220

				1519 10		0 – 30 		260		400								1214 04		10 13 14 17		140 x 140 		230

				1519 12		0 – 34		310		870								1214 05		11 13 14 17		140 x 140 		230

				1519 15		0 – 44		360		1230								1214 06		13 17 19 22		140 x 140 		340

				1519 18		0 – 53 		450		1900								1214 07		14 17 19 22		140 x 140 		360

																		1214 08		10 11 12 13		140 x 140 		200

																		1214 09		10 11 13 17		140 x 140 		220

		品名 ヒンメイ		品番 ヒン バン		ｻｲｽﾞ		全長
(mm) ゼンチョウ		重量
(g) ジュウリョウ

		絶縁スパナ
 ゼツエン		1513 06		6		76		20

				1513 07		7		82		20

				1513 08		8		96		20

				1513 09		9		105		24

				1513 10		10		110		29

				1513 11		11		115		33

				1513 12		12		130		44

				1513 13		13		137		48

				1513 14		14		140		54

				1513 15		15		150		58

				1513 16		16		160		70

				1513 17		17		161		84

				1513 18		18		163		100

				1513 19		19		175		105

				1513 20		20		172		149

				1513 21		21		200		159

				1513 22		22		200		192

				1513 24		24		220		242

				1513 27		27		242		322

				1513 30		30		285		343

				1513 32		32		280		500

				1513 34		34		280		500

				1513 36		36		310		575

		品名 ヒンメイ		品番 ヒン バン		ｻｲｽﾞ		全長
(mm) ゼンチョウ		重量
(g) ジュウリョウ

		絶縁メガネレンチ
 ゼツエン		1613 06		6		146		41

				1613 07		7		151		50

				1613 08		8		159		62

				1613 09		9		157		68

				1613 10		10		179		84

				1613 11		11		183		90

				1613 12		12		195		106

				1613 13		13		188		113

				1613 14		14		197		135

				1613 15		15		191		160

				1613 16		16		218		175

				1613 17		17		204		205

				1613 18		18		236		227

				1613 19		19		240		296

				1613 20		20		250		300

				1613 21		21		264		305

				1613 22		22		255		308

				1613 24		24		268		422

				1613 27		27		290		455

				1613 30		30		272		561

				1613 32		32		317		646

				1613 34		34		322		1060

				1613 36		36		306		1060



		品名 ヒンメイ		品番 ヒン バン		ｻｲｽﾞ		全長
(mm) ゼンチョウ		重量
(g) ジュウリョウ

		絶縁Ｌ型メガネレンチ
 ゼツエン カタ		1614 10		10		70 x 190		100

				1614 12		12		70 x 195 		100

				1614 13		13		70 x 215 		180

				1614 14		14		80 x 245 		220

				1614 17		17		90 x 245 		240

				1614 18		18		90 x 245 		240

				1614 19		19		95 x 245 		240

				1614 20		20		100 x 250 		280

				1614 22		22		100 x 250 		280

				1614 24		24		100 x 250 		280

				1614 30		30		110 x 260 		470



		品名 ヒンメイ		品番 ヒン バン		ｻｲｽﾞ		全長
(mm) ゼンチョウ		重量
(g) ジュウリョウ

		絶縁T型ソケットレンチ ゼツエン カタ		1374 10		10		160 x 200		310

				1374 11		11		160 x 200 		330

				1374 12		12		160 x 200 		350

				1374 13		13		160 x 200 		360

				1374 14		14		160 x 200 		440

				1374 16		16		160 x 200 		450

				1374 17		17		160 x 200 		450

				1374 18		18		160 x 200 		470

				1374 19		19		160 x 200 		510

				1374 20		20		160 x 200 		510

				1374 22		22		160 x 200 		520

				1374 24		24		160 x 200 		540



		品名 ヒンメイ		品番 ヒン バン		ｻｲｽﾞ		全長
(mm) ゼンチョウ		重量
(g) ジュウリョウ

		絶縁T型ソケットレンチ
ロングタイプ ゼツエン カタ		1384 10		10		160 x 300 		370

				1384 11		11		160 x 300 		380

				1384 12		12		160 x 300 		400

				1384 13		13		160 x 300 		420

				1384 14		14		160 x 300 		470

				1384 16		16		160 x 300 		520

				1384 17		17		160 x 300 		520

				1384 18		18		160 x 300 		560

				1384 19		19		160 x 300 		560

				1384 20		20		160 x 300 		600

				1384 22		22		160 x 300 		600

				1384 24		24		160 x 300 		660



		品名 ヒンメイ		品番 ヒン バン		ｻｲｽﾞ		全長
(mm) ゼンチョウ		重量
(g) ジュウリョウ

		絶縁Ｌ型六角レンチ
 ９０度曲 ゼツエン		1163 25		2,5		35 x 104 		30

				1163 03		3		35 x 104 		31

				1163 04		4		35 x 104 		34

				1163 05		5		35 x 106 		36

				1163 06		6		40 x 110 		46

				1163 08		8		45 x 120 		80

				1163 10		10		50 x 120 		125



		品名 ヒンメイ		品番 ヒン バン		ｻｲｽﾞ		全長
(mm) ゼンチョウ		重量
(g) ジュウリョウ

		絶縁Ｌ型六角レンチ
 ９０度曲 重作業用 ゼツエン ジュウ サギョウヨウ		1165 05		5		35 x 150		75

				1165 06		6		40 x 150		88



		品名 ヒンメイ		品番 ヒン バン		ｻｲｽﾞ		全長
(mm) ゼンチョウ		重量
(g) ジュウリョウ

		絶縁Ｔ型六角レンチ
 軽量型 ゼツエン ケイリョウガタ		1173 25		2,5		95 x 115 		80

				1173 03		3		95 x 115 		80

				1173 04		4		95 x 115 		80

				1173 05		5		95 x 115 		80

				1173 06		6		95 x 115 		90



		品名 ヒンメイ		品番 ヒン バン		ｻｲｽﾞ		全長
(mm) ゼンチョウ		重量
(g) ジュウリョウ

		絶縁Ｔ型六角レンチ
 重作業型 ゼツエン ジュウ サギョウ カタ		1175 04		4		95 x 160 		105

				1175 05		5		95 x 160 		105

				1175 06		6		95 x 160 		110

				1175 08		8		95 x 160 		115

				1175 10		10		95 x 160 		120

				1175 13		13		95 x 160 		145



		品名 ヒンメイ		品番 ヒン バン		ｻｲｽﾞ		全長
(mm) ゼンチョウ		重量
(g) ジュウリョウ

		絶縁小型六角レンチ ゼツエン コガタ		1179 73		5		70 x 120		80



		品名 ヒンメイ		品番 ヒン バン		ｻｲｽﾞ		全長
(mm) ゼンチョウ		重量
(g) ジュウリョウ

		絶縁Ｔ型六角レンチ
 ロング ゼツエン		1179 72		5		90 x 200		105

				1179 70		6		90 x 200		105



		品名 ヒンメイ		品番 ヒン バン		ｻｲｽﾞ		全長
(mm) ゼンチョウ		重量
(g) ジュウリョウ

		絶縁Ｔ型六角レンチ
 スーパーロング ゼツエン		1173 35		5		90 x 240 		100

				1173 36		6		90 x 240 		115

				1173 38		8		90 x 240 		130

				1173 31		10		90 x 240 		115






















































































































































































































































































































































































































































	スライド番号 1
	スライド番号 2

