
#27-292(R)　・・・
(右カーブ用)

#27-292(L)　・・・
(左カーブ用)

※

※インチサイズのネジ切りダイスです。

#27-19700　・・・
(３メーター＆１２０インチ表示)

#27-19800　・・・
(１４４インチ表示)

※

※インチサイズのネジ切りタップです。

#27-19700 #27-19800

#27-12000　・・・
(１/１６”・３/３２”・１/８”用)

#27-3004　・・・
#27-12100　・・・ ※

(１/８”・５/３２”・３/１６”・１/４”用)

#27-12400　・・・
(１/１６”・３/３２”・１/８”

・５/３２”・３/１６”用)

#27-02560　・・・
(１/１６”・３/３２”・１/８”・５/３２”用)

#27-00222　・・・
カッティング 3/16"～5/8" (8種類) ・重量2 lbs(0.9kg) 

・３/３２”・#12 SEISMIC用) 直径3/32"～3/16"
#27-00200   ・・・・・・  \5,590

※

カッティング 1/4"～3/4"
直径1/16"～1/4"
#27-01471   ・・・・・・  \7,230

#27-20447　・・・
(１/１６”・３/３２”・１/８”用)

#27-20448　・・・
カッティング 4", 3/4", 1/16"
直径3/32", 18", 5/32", 3/16", 14", 7/32"

※ #27-16840   ・・・・・・  \7,330

ニコスリーブ圧着作業手順

※

¥4,280

☆ＭＥＡＳＵＲＥ(メジャー)
¥2,970

この工具はパイプ等を回したりねじった
りする場合に使用するレンチです。スト
ラップ式ですのでパイプにキズをつける
事なく作業が出来ます。パイプの太さ
は３インチ程度まで可能です。
工具の長さは１１-１/２”(２９．２ｃｍ)
重量は１．５ｌｂｓ(０．６７ｋｇ)です。

¥3,860

これらのメジャーはインチ表示(＃１９８００)及びインチ＆メーター併用
表示(＃１９７００)の自動巻取り、１/２”幅のスチール製メジャーです。

☆ＳＴＲＡＰ ＷＲＥＮＣＨ(ストラップレンチ)
¥9,870

¥2,480
¥2,480
¥2,480
¥2,480

10-32(AN3)
1/4-28(AN4)
5/16-24(AN5)

27-TR-08

27-TR-15
27-TR-163/8-24(AN6)

27<ＴＯＯＬＳ>工具関係

切り口とレバーに段差のあるタ
イプで、作業のしやすい切れ味
の良いシートカッターです。右
用と左用がありますのでカーブ
に合せて使い分けて下さい。も
ちろん直線もＯＫです。

¥4,280

サイズ
ＬＨ(左回り用) ＲＨ(右回り用)

商品番号 価格 商品番号 価格

☆ＡＤＪＵＳＴＡＢＬＥ ＲＯＵＮＤ ＲＰＲＩＴ ＤＩＥＳ
　(ネジ切り用ダイス)

価格
¥2,96027-DＬ-06

サイズ

6-32
¥2,960
¥3,370
¥3,210
¥3,430

8-32

☆ＨＡＮＤ ＴＨＲＥＡＤ ＴＡＰＳ(ネジ切り用タップ)

¥3,430

価格

☆ＯＦＦＳＥＴ ＳＮＩＰＳ(アルミシートカッター)

ＬＨ(左回り用) ＲＨ(右回り用)
商品番号商品番号

¥2,480
¥2,730

27-DR-06
27-DＬ-08
27-DＬ-10
27-DＬ-14
27-DＬ-15

27-DR-10
27-DR-14
27-DR-15

27-DR-08

¥2,430 ¥1,460
27-TL-15
27-TL-16

27-TL-06
27-TL-08

10-32(AN3) ¥2,110 ¥1,060
27-TR-14

27-TL-10

5/16-24(AN5) ¥2,430 ¥1,350
1/4-28(AN4) ¥2,430 ¥1,06027-TL-14

27-TR-10

3/8-24(AN6)

6-32 ¥1,810

27-DＬ-16

¥1,030
8-32 ¥1,960 ¥1,080

27-TR-06

27-DR-16

(１/３２・３/６４”・１/１６”

ワイヤー製作時に使用する工具です。＃１２０００及び＃１２１００はボルト締めによ
り圧着するタイプ、その他はハンドレバータイプです。これらの作業にとって重要な
ことは、インチのワイヤー・インチのスリーそしてこれらのインチの工具を使用しな
ければなりません。

圧着作業後に規定の安全サイ
ズに圧着されているかを確認
するゲージです。

ワイヤーにニコスリーブを入れます。その後シンブルを入れかしめますが、重要な
ことはシンブル側を必ずラッパ状態にしなければなりません。ラッパ状態にしない
と、そこからワイヤーが破断する危険があります。又、ニコスリーブは２ヶ使用(フラ
イングワイヤー)して下さい。

¥2,590

◎ＮＩＣＯＰＲＥＳＳ ＳＬＥＥＶＥ ＧＡＵＧＥ
　(圧着確認ゲージ)

¥3,150
(１/３２”・３/６４”・１/１６”
・３/３２”・１/８”・３/１６”用)

☆ＮＩＣＯＰＲＥＳＳ ＳＷＡＧＩＮＧ ＴＯＯＬＳ
　(ニコスリーブ圧着工具)

¥13,800

¥43,900

¥29,800

¥38,600

☆ＲＩＶＥＴ　ＣＵＴＴＥＲ（リベットカッター）

重要

※
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#27-06716　・・・ #27-05400　・・・
(ポケットタイプ) (スタンダードタイプ)

サイズ：8-5/8"（63.5ｍｍ）Ｘ2-1/2"（219ｍｍ）
ＵＳＡ製

#27-03698 ・・・

全長：約10.2cm
重量：約816g
回転数：2800

※ ※左のライトアングルドリルに適合するドリルビットです。

#27-00684 ・・・

※エンジン内の重要なホース用のクランプです。
下記のFIRE JACKETを使用することは、とても有効です。

※-６５°F～＋２０００°Ｆまで耐えられる耐熱ホースカバーです。
燃料ホースの保護やマフラーの熱からの保護など、セーフティにご使用下さい。

※1Ft(30cm)単位です。必要な長さをご注文下さい。

☆RIGHT ANGLE DRILLS SMALL BODY ☆MALE THREADED DRILL BITS

 (ライトアングルドリル)  (ドリルビット)

¥35,900

27-06102 #40 ¥920

商品番号 サイズ 価格

高精度で耐久性のあるドリル。
このドリルには1/4-28"の右のドリルビットが適合します。

27-05702 #10 ¥960
27-05802 #20 ¥920
27-05902 #21 ¥920
27-06002 #30 ¥910

ボルトの長さを計る専用ゲージ
ＡＮ３～ＡＮ１０までの種類を計る
事が出来、１５ｃｍｘ１５．２ｃｍサイ
ズのアルミ製ハイグレードタイプで
す。

☆ＡＮ ＢＯＬＴ ＧＡＵＧＥ(ボルトゲージ)
¥2,390 ¥3,530

耐久性のあるビニール製でできており、ス
ケールとルーラーが表示されています。
AN3(3/16")～AN8(1/2")の太さと8"(約
203㎜)までの長さのボルトが測定可能で
す。　　　　　　　　　　　　　　　インチとミリの
換算数値の表示もあります。

27-02652 1-1/2" ¥650
27-02654 2" ¥800

¥7,200

商品番号 内径 価格
27-02653 1" ¥600

58-7814 7/8"(22.22mm) ¥3,100
58-1016 1"(25.40mm) ¥3,490

☆RED SILICONE FIRE JACKET

☆エコノミー ジョイントバンド専用工具（カッター付）

商品番号 内径
価格

(1Ft/30cm)
58-5810 5/8"(15.87mm) ¥2,280
58-3412 3/4"(19.05mm) ¥2,700

Band-It#
J242
J252
J253

☆バンドクランプ
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