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※表示価格は税抜価格となっております。
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E-mail：u-needs@citrus.ocn.ne.jp
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ステップドリル　コバルト竹ちゃん

特長

「　　●最高級コバルトハイスで長寿命

「　　●ステンレス材にも対応

「　　●スパイラル刃形状で抜群の切れ味

「　　●インパクトドライバ対応

TKC-5PC-F-SET

にはアルミケース付

TKC-3PC-SET

はアルミケース無し

ステップドリル　最強ブラック竹ちゃん

特長

「　　●最高級コバルトハイスのさらに上

「　　●窒化チタンコーティングで長寿命

「　　●ステンレス材にも対応

「　　●スパイラル刃形状で抜群の切れ味

「　　●インパクトドライバ対応

最強ブラック

六角軸コバルトドリル　六式

特長
「　　●最高級コバルトハイスで長寿命

「　　●ステンレス材にも対応

「　　●削り出し一体型加工を採用

「　　●芯ブレや折れに強い

「　　●インパクトドライバ対応

削り出し一体型加工

特長
「　　●急な作業にもすぐ対応できる

「　　●一緒に収納するので管理が簡単

「　　●個別で購入するよりも低コスト

六角軸スパイラルタップ下穴ドリル付セット

「タップ」
「下穴」
が１つの
セットに！

PROFESSIONAL

MULTI-SCREW

Vol.2

丸軸ストレートコバルトドリル　零式

六角軸スパイラルタップ　ユニタップ

特長

切れ味、
業界最強

「　　●HSS／チタンコーティングで長寿命

「　　●ステンレス材にも対応

「　　●ねじ山の形成・修正が瞬時に可能

「　　●インパクトドライバ対応

「　　●最高級コバルトハイスで長寿命

「　　●ステンレス材にも対応

「　　●驚きのスピードと切れ味
特長

切れ味、
業界最強

品名

型番

内容

特価

コバルト竹ちゃん5本組フルセット

D-TKC-5PC-F-SET

TKC-12/13/18/22/28　各1本

¥40,000

品名

型番

内容

特価

コバルト竹ちゃん3本セット

D-TKC-3PC-SET

TKC-12/22/28　各1本

¥27,500

品名

型番

特価

D-RCOD-15SET

六角軸コバルトドリル　六式15本組

内容
2.5/3.0/3.3/3.5/4.0/4.2/4.5/5.0

5.5/6.0/6.5/6.8/7.0/8.0/8.5　計15本

¥14,800

品名

型番

特価 ¥18,000

M3.M4.M5.M6.M8.M10.M12.3/8W

各2本　（計16本）
内容

D-UTP-F-SET

六角軸スパイラルタップ　ユニタップフルセット

型番 入数 明細 特価

D-UTP-FD-SET 16本
UTP-M3.M4.M5.M6.M8.M10.M12.3/8W

RCOD-2.5/3.4/4.3/5.2/6.8/8.0/10.5/8.5
¥19,500

D-UTP-456D-SET 16本
UTP-M4×3本.M5×3本.M6×2本

RCOD-3.3/3.3/3.4/4.2/4.2/4.3/5.0/5.2
¥14,800

D-UTP-4568D-SET 16本
UTP-M4×2本.M5×2本.M6×2本.M8×2本

RCOD-3.3/3.4/4.2/4.3/5.0/5.2/6.8/6.8
¥16,500

D-UTP-56810D-SET 16本
UTP-M5×2本.M6×2本.M8×2本.M10×2本

RCOD-4.2/4.3/5.0/5.2/6.8/6.8/8.5/8.5
¥19,500

記載されているセット以外にも

ユーザー様ご希望のオリジナルな

セット内容に変更できます。

品番 D-COD-25SET

特価 ¥19,800

コバルトドリル　零式25本組

セット明細

1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5

6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10

10.5/11/11.5/12/12.5/13

品番 D-COD-19SET

特価 ¥12,800

1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5

6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10

セット明細

コバルトドリル　零式19本組

型番 サイズ 特価

D-TKC-312 3-12 ¥5,100

D-TKC-12 4-12 ¥5,100

D-TKC-412L 4-12L ¥5,100

D-TKC-13 4-13 ¥5,500

D-TKC-416L 4-16L ¥8,200

D-TKC-18 4-18 ¥8,800

D-TKC-22 4-22 ¥9,300

D-TKC-28 4-28 ¥14,500

コバルト竹ちゃん　単品

型番 サイズ 特価

D-BTK-12 4-12 ¥7,200

D-BTK-12.5 3.5-12.5 ¥7,200

最強ブラック竹ちゃん　単品

型番/サイズ 特価 型番/サイズ 特価 型番/サイズ 特価 型番/サイズ 特価

D-RCOD-2.5 ¥800 D-RCOD-3.7 ¥1,000 D-RCOD-4.8 ¥1,000 D-RCOD-6.6 ¥1,300

D-RCOD-3.0 ¥800 D-RCOD-3.8 ¥1,000 D-RCOD-4.9 ¥1,000 D-RCOD-6.8 ¥1,800

D-RCOD-3.1 ¥800 D-RCOD-4.0 ¥1,000 D-RCOD-5.0 ¥1,300 D-RCOD-7.0 ¥1,800

D-RCOD-3.2 ¥800 D-RCOD-4.1 ¥1,000 D-RCOD-5.1 ¥1,300 D-RCOD-8.0 ¥1,800

D-RCOD-3.3 ¥800 D-RCOD-4.2 ¥1,000 D-RCOD-5.2 ¥1,300 D-RCOD-8.5 ¥1,800

D-RCOD-3.4 ¥800 D-RCOD-4.3 ¥1,000 D-RCOD-5.5 ¥1,300 D-RCOD-9.0 ¥2,100

D-RCOD-3.5 ¥1,000 D-RCOD-4.5 ¥1,000 D-RCOD-6.0 ¥1,300 D-RCOD-10.0 ¥2,100

D-RCOD-3.6 ¥1,000 D-RCOD-4.7 ¥1,000 D-RCOD-6.5 ¥1,300 D-RCOD-10.5 ¥2,100

六角軸コバルトドリル　六式　単品

各サイズ毎に10本買うと1本サービス!!

型番 ピッチ 下穴径 特価 型番 ピッチ 下穴径 特価
D-UTP-M3 0.5 2.5ｍｍ ¥980 D-UTP-M8 1.25 6.8ｍｍ ¥1,270

D-UTP-M4 0.7 3.3ｍｍ ¥980 D-UTP-M10 1.5 8.5ｍｍ ¥1,570

D-UTP-M5 0.8 4.2ｍｍ ¥980 D-UTP-M12 1.75 10.3ｍｍ ¥1,760

D-UTP-M6 1.0 5.0ｍｍ ¥980 D-UTP-3/8W 16 8.0ｍｍ ¥1,510

六角軸スパイラルタップ　ユニタップ　単品

大人気!!ステンレス材も楽々穴あけ!!



お問い合わせ先

中空壁用　パラソルボードアンカー 中空壁用　V打ち込み式　たたくちゃん

特長 特長

※付属ビスなし

耐衝撃　クリアハードボックス

すべてつながる！

特長

収納が楽になる！

「　　●フタ部分にポリカーボネードを採用

「　　●簡易防水ゴムパッキン付きで安心

「　　●全て連結できるので持ち運びが便利

「　　●クリアータイプで中身がまる見え

「　　●車内もすっきりコンパクトにまとまる

CHB-200S CHB-200M CHB-300GM

六角軸ドリルタップ　ドリルユニタップ

特長

「GT」ゴールドタイプは先端径が少し大きくなっており

通常品と比べると折れに強くなっています

「GT」ゴールドタイプは先端径が少し大きくなっており

通常品と比べると折れに強くなっています

「　　切断砥石　鬼刃

「　　●鋭いエッジでシャープに切断

「　　●両面補強で非常に優れた耐久性

「　　●一般鋼・ステンレス対応

※「KIBA-125」「KIBA-125Z」はベビーサンダー専用

鬼の切れ味

究極の1ｍｍ

鬼の切れ味

究極の1ｍｍ
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「　　●最大引抜強度

「　　□石こうボード9.5ｍｍ厚／33.3N（3.4kgf）

「　　□石こうボード12.5ｍｍ厚／61.8N（6.3kgf）

「　　※最大引抜強度は施工する材料・条件等により

「　　　 変わります。保証荷重ではありません。

「　　●最大引抜強度

「　　□石こうボード9.5ｍｍ厚／19.6N（2.0kgf）

「　　□石こうボード12.5ｍｍ厚／39.2N（4.0kgf）

「　　※最大引抜強度は施工する材料・条件等により

[        変わります。保証荷重ではありません。

「　　●先端がドリルになっているので下穴不要

「　　●鉄工ドリルとタップを別々で揃える手間いらず

「　　●ステンレス材に対応

「　　●インパクトドライバ対応

「　　●下穴・タップ作業があっという間に完了

※ベビーサンダー用125変換カバー別売

「　　●下穴なしで直接石こうボード

「　　　に使用可能

「　　●このアンカーだけで下穴あけ

「　　　アンカーの開脚が可能

「　　●9.0ｍｍ～13.0ｍｍまでのボー

「　　　ド厚に対応

特長

100枚入り

徳用BOX

も有ります

マルチビスシリーズ SDSコンクリートドリル

「　　●下穴なしで直接石こうボードに使用可能

「　　●室内の壁に刺してハンマーで打ち込むだけ

「　　●アンカー取り付け時に粉やゴミが出にくい

下穴なしでOK！ 下穴なしでOK！
位置決め簡単！

壁裏で２つに割れて

ガッチリ固定！

現場を汚さない!!

「四角ビット」で大好評!!

四角
ビット付

四角
ビット付

ビスがナメない！倒れない！落とさない！

厚鉄板用 薄鉄板用 ステンレス用

コンクリート用 ALC用 鉄骨用

特価

マルチビス　シリーズ

用途／マルチビス種類

大特価!!

型番 箱仕様 入数 特価
D-VB412 ユニーズパック 50本 ¥1,190

D-VB412-200P プラケース中箱 200本 ¥4,270

D-VB412-400P プラケース中箱 600本 ¥11,760

打ち込みボードアンカー　たたくちゃん

型番 サイズ（ｍｍ） 特価

D-CHB-200S W230×H360×D65 ¥2,100

D-CHB-200M W440×H360×D65 ¥4,100

D-CHB-200L W440×H360×D105 ¥4,800

耐衝撃　クリアハードボックス　仕切りタイプ

型番 サイズ（ｍｍ） 特価

D-CHB-300GS W440×H360×D65 ¥4,500

D-CHB-300GM W440×H360×D65 ¥4,000

D-CHB-300GL W440×H360×D105 ¥5,000

耐衝撃　クリアハードボックス　カップタイプ

品名 明細 入数 特価

GT-M4 8本

GT-M5 4本

GT-M6 4本

型番：D-GT-M456-SET

六角軸

ドリルユニタップ

ゴールドセット
¥22,000

品名 明細 入数 特価

BT-M4 4本

BT-M5 4本

BT-M6 4本

BT-M8 2本

BT-M10 2本

型番：D-BT-M456810-SET

六角軸

ドリルユニタップ

ブラックセット
¥26,000

明細 サイズ 先端径 特価

D-GT-M4 M4×0.7 3.4ｍｍ ¥1,480

D-GT-M5 M5×0.8 4.4ｍｍ ¥1,540

D-GT-M6 M6×1.0 5.2ｍｍ ¥1,600

六角軸ドリルユニタップ　ゴールド　単品

明細 サイズ 先端径 特価

D-BT-M4 M4×0.7 3.3ｍｍ ¥1,480

D-BT-M5 M5×0.8 4.2ｍｍ ¥1,540

D-BT-M6 M6×1.0 5.0ｍｍ ¥1,600

D-BT-M8 M8×1.25 6.8ｍｍ ¥2,210

D-BT-M10 M10×1.5 8.5ｍｍ ¥2,550

六角軸ドリルユニタップ　ブラック　単品

型番 サイズ 特価
D-KIBA-105Z 105×1.0×15 ¥2,500
D-KIBA-125ZB 125×1.0×22 ¥5,000
D-KIBA-125Z 125×1.0×15 ¥5,000

切断砥石　鬼刃　ジルコニア　10枚入り

型番 サイズ 特価
D-KIBA-105 105×1.0×15 ¥1,500
D-KIBA-125B 125×1.0×22 ¥3,000
D-KIBA-125 125×1.0×15 ¥3,000

切断砥石　鬼刃　10枚入り

型番 箱仕様 入数 特価
D-PB409 ユニーズパック 30本 ¥1,050

D-PB412 ユニーズパック 30本 ¥1,050

D-PB416 ユニーズパック 30本 ¥1,050

D-PB409-200P プラケース中箱 200本 ¥6,300

D-PB412-200P プラケース中箱 200本 ¥6,300

D-PB416-200P プラケース中箱 200本 ¥6,300

D-PB409-400P プラケース大箱 400本 ¥11,200

D-PB412-400P プラケース大箱 400本 ¥11,200

D-PB416-400P プラケース大箱 400本 ¥11,200

パラソルボードアンカー

型番 サイズ 入数 特価
D-SDS3.5-8P 3.5×110 8本 ¥3,480

D-SDS4.3-8P 4.3×160 8本 ¥4,480

D-SDS5.0-8P 5.0×160 8本 ¥4,480

D-SDS5.5-8P 5.5×160 8本 ¥4,480

D-SDS6.0-8P 6.0×160 8本 ¥4,480

D-SDS8.0-8P 8.0×160 8本 ¥4,480

SDSコンクリートドリル　8本徳用パック

型番 サイズ 入数 特価
D-SDS3.5-20P 3.5×110 20本 ¥7,980

D-SDS4.3-20P 4.3×160 20本 ¥9,980

D-SDS5.0-20P 5.0×160 20本 ¥9,980

D-SDS5.5-20P 5.5×160 20本 ¥9,980

D-SDS6.0-20P 6.0×160 20本 ¥9,980

D-SDS8.0-20P 8.0×160 20本 ¥9,980

SDSコンクリートドリル 20本 超徳用パック

ブラックタイプ

極薄の切れ味抜群１ｍｍ刃!!


