産業機器編２
1 ポンプ
1. ポンプ
・水中ポンプ ・ホームポンプ・
標準自吸式セルプラポンプ
・テストポンプ ・高圧ジェットポンプ ・防爆型液送ポンプ
・ケミカルポンプ ・ラジアルベーンポンプ ・ラバーポンプ
・ダイアフラムポンプ ・エアーパワードポンプ
・ギヤポンプ ・クーラントポンプ ・エンジンポンプ
2. 真空ポンプ
・モーター直結型油回転真空ポンプ
・ダイアフラム ・減圧加圧 ・オイルレス
・
ルーツ式ドライ真空ポンプ / ブロアー(空気圧縮機)

3. 洗浄機
・高圧洗浄機 ・冷水高圧洗浄機 ・温水高圧洗浄機
・超音波洗浄機
4. 洗浄剤

5. ホース各種
6. ホースリール
7. ホールステンレスホースバンド
8. ノズル
9. パイプヒーター
・投入型パイプヒーター ・プラグ型パイプヒーター
10. サーモスタット

11. 攪拌機
・ミニ可搬型攪拌機 ・立型攪拌機

2 溶接機
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

エンジン溶接機
ＴＩＧ溶接機
交流アーク溶接機
CO2/MAG/MIG自動溶接機
バッテリー溶接機
スポット溶接機
アーク溶接機

8. 溶接ロボット
9. 溶接用品各種
10. ガス溶接用品各種
11. ガス溶接用カプラ
12. 変圧機
13. スケーラー
14. 遮光面
15. ホットジェット塩ビ加工機
16. 工業用マーカー / 石筆

3 配管電設
1. バルブ
・青銅バルブ ・ステンレス鋼バルブ ・ダクタイルバルブ

2. マジックジョイント
3. ネジ込み式管継手
・ステンレス鋼製 ・ステンレス製
4. 溶接式管継手

・
黒管継手 ・白管継手 ・ステンレス継手
5. フランジ
・スチール ・メッキ ・ステンレス
6. ジョイント
・リングジョイント ・フレアージョイント
7. フレキ管
・定尺タイプ ・30m巻タイプ
8. サヤ管ヘッダー工法資材

9. パイプマシン
10. パイプマシン用チェーザ
11. ダイヘッド
12. 切断機・ねじ切機
13. 工具
・配管工具 ・
圧着工具 ・
 
電設用工具 ・油圧工具
・電動油圧工具 ・タイヤモンド工具 ・
ツバ出し工具各種

14. 排水管清掃機 / 掃除機
15. フロン回収装置
16. レンチ各種
17. チュ－ビングツール各種

18. レバー式チューブベンダー
19. チューブカッター / リーマー各種
20. フレアリングツール各種
21. マルチツール / 油圧マルチツール
22. レベル
23. ドレンクリーナー
24. ガスバーナー / バーナー

4 作業工具
1. ツールボックス
・２～３段式 ・山型樹脂 ・トランク型 ・PT型 ・配管用収納箱
・プラボックス付 ・パーツボックス ・ドリルケース
2. ツールケース / 作業袋

3.
4.
5.
6.

ワゴン車タフラック / スペースタフラック
コンテナラック
工具箱キャビネット / プラキャビン / プラ舟
キャビンセット

7. 工具 / 工具セット
・ソケット ・レンチ ・六角棒レンチ ・スパナ ・プライヤー
・ペンチ・ニッパー・ドライバー ・はさみ ・カッター・ラチェット
・パイプカッター ・ヒートニッパー ・レバーシャ ・ポンチ
・圧着工具 ・特殊工具
・板金加工 ・ハツリ工具 ・防爆工具

8. プレス
・板金用切断機プレス ・アーバープレス ・ハンドプレス
・プレス車輪(ゴム・ウレタン・ナイロン) ・緩衝キャスター
9. ハンマー
・ソフトハンマー ・ショックレスハンマー ・ハンマーキャスター
10. バイス
・強力バイス ・アングルバイス ・ハンドバイス
11. クランプ
・Ｌ型クランプ ・フリークランプ(微調整不要) ・トグルクランプ
・横押型クランプ ・引きクランプ ・エアー/バリクランプ
12. ハンダ / ホットメルト
・ハンダゴテ ・電気ハンダゴテ ・ハンダ除去器/吸煙器
・鉛フリーハンダ ・リン銅ろう ・銀ろう
13. グリスガン各種
・ポータブルグリス注油器 ・グリス/オイル用ルブリケーター

14. 静電気対策製品
15. カーテンレール /業務用 ドアハンガー

16. オイラー / ジョッキ各種
17. ポリエチレン容器
18. 刻印
・ハイス精密組合せ ・ローラーマーク ・金型デートマーク
19. ナンバリング / ネームプレートマシン

5 梱包資材
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

製封緘機
包装機
梱包機
荷造機
結束機 / 結束ベルト
ストレッチフィルム包装機
手巻用ストレッチフィルム
エステルバンド / ポリエステルバンド

9. かたづけダンボール
10. 各種テープ
・包装用 ・エコ結束テープ ・ふしぎテープ
11. 各種ひも
・ビニロンロープ ・ナイロンロープ ・トラックロープ
・パイレンカラーロープ ・標識ロープ
12. ゴムシリーズ

13. 梱包資材 / 保冷剤
14. クッション封筒
15. エアシートク
16. チャック付ポリ袋
17. 養生シート
18. 針金
・ビニール線 ・ステン線 ・ディックスター線

6 ボルト・ナット・ファスナー
1. ボルトンパック
・ドリルねじ ・木ねじ ・タッピングねじ ・十字穴付き小ねじ
・座金組込十字穴付き小ねじ ・座金組込六角セムス
・六角穴付ボルト ・六角穴付ボタンボルト ・六角ナット
・六角穴付止めねじ ・テーパープラグ ・六角穴付皿ボルト
・ワッシャー ・スナップリング ・Ｅ形止め輪 ・割ピン

2. アンカー
・ボルトンパック入タイプ ・化粧箱入タイプ
3. コンクリートドリル

4. ブラインドリベット
・ボルトンパック入タイプ ・化粧箱入タイプ
5. オープンタイプリベット（１箱1000本入）

6. 特殊リベット（１箱1000本入）
7. ナッター / ナット
8. エアーリベッター
9. ハンドリベッタ－
10. 電動式リベッタ－

7 研磨剤
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ワンタッチシリーズ
ダイヤモンドシリーズ / ダイヤモンドバー
ブラシシリーズ
研磨剤シリーズ（ディスク/軸付）
ジスクグラインダー用研磨剤
ハンドグラインダー用研磨剤
ミニ先端研磨剤
補修研磨剤
切断砥石

10. ダイヤ / ＣＢＮ研磨製品
11. ベルト研磨剤
12. 手研磨剤
13. オービタル / Ｗアクションサンダ－用ペーパー
14. 各種ペーパー
15. 砥石
・極薄切断砥石 ・油砥石 ・金型用砥石・軸
 付砥石
・オフセット型砥石 ・切断砥石

16. やすり
17. ダイヤモンドやすり / ダイヤ研磨製品
18. ダイヤモンドスプレー
19. ダイヤモンドホイール
20. ダイヤモンドカッター
21. ブラシ

・マイクロブラシ ・メンテナンスブラシ ・荒神ボーキ
・油筆 ・ベルトコンベア用クリーニングブラシ
22. 刷毛 / ペイント刷毛

23. ハンドラッパー
24. サンドペーパー
25. グローバルソー（チップソー）
26. バリ取りホイル

8 保護具
1. エアーグッディシリーズ
2. 安全靴
・鋼製先芯 ・ウレタン２層底 ・樹脂先芯
3. 作業長靴

4. 作業用スリッパ / サンダル / ソックス
5. 作業用メガネ各種
・防塵作業用メガネ ・ガス溶接用遮光メガネ
・レーザー光線用遮光メガネ
6. メガネラック /ホルダー

7. 作業用マスク
・防塵マスク ・粉塵対応マスク ・クリーンマスク
・簡易マスク ・取替式防塵マスク
8. 作業用手袋
・革手袋 ・ゴム張手袋 ・すべり止め手袋
・インナー手袋 ・ニトリル手袋 ・天然ゴム手袋
9. 作業服
・耐熱 ・耐寒 ・溶接用保護 ・アラミド保護具

10. 安全帯
11. 防音保護具(イヤーマフ・耳栓)
12. グローブキャビネット / ドライヤー
13. 防災面 / 溶接面
14. ヘルメット
15. トランシーバー / メガホン
16. 現場用各種カメラ
17. 防塵保護具保管庫
18. シート各種
・スパッタシート ・パレットカバー ・クリアクロスシート
・ブルーターピーシート ・トラックシート ・保護シート

・反射シート
19. フィルム
・日照調整フィルム ・目隠しフィルム ・防虫フィルム
20. ノンスリップマット

21. 遮光フェンス
22. 安全ミラー
23. 保安用品
24. 消化器
25. 用途別蓄光サイン / 分別ラベル
26. 安全標識 / 有機溶剤関連標識 / 服務標識

9 化学製品
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ボンド / アロンアルファ / セメダイン
２液混合接着剤
ジェットメルト接着システム
スプレーのり
コーキング
シール材

7. 洗浄剤
8. 補修剤
9. 冷間溶接システム
10. シリコーン
11. 潤滑剤
・焼付き防止 ・防錆 ・超高圧潤滑剤

12.
13. 化学製品各種シリーズ
・
切削 ・研磨 ・防錆 ・保護 ・防蝕
・浸透 ・潤滑 ・吸油
・探傷・
ケガキ・
洗浄 ・剥離 ・危険物流出対策 ・塗料
14.
15. テープ各種
・ＶＨＢテープ ・マスキングテープ ・メディカル特殊テープ
・ポストイット ・コマンドフック/タブ 他
16. 電動テープカッター

17. ウエス / ウルトラワイパー各種
18. 産業用ワイパー
19. 衣料用洗濯洗剤 / 業務洗剤
20. 薬用ハンドソープ
21. エアータオル

22. 除菌ブラシ
23. 車用ケミカル用品各種

10 環境改善機器
1. 清掃用品

2.
3.

4.
5.

・ヘッド交換式清掃用品 ・ダスタークロス ・モップ
・バキュームクリーナー(乾湿両用) ・スチームクリーナー
・床洗浄機 ・スイーパー ・掃除機 ・バフィングマシン
・ポリシャー ・ワックス ・シュレッダー
マット
・玄関マット ・クリーンマット ・人工芝 ・フロアユニット
ダストボックス
・ダストカート ・分別ダストボックス ・バケツ ・ゴミ収納
・分別用回収袋 ・リサイクルカート ・エコダスター
・大型ゴミ容器 ・業務用ゴミ箱 ・生ゴミ処理機
プレス機
・一斗缶プレス機 ・ドラム缶プレス機 ・空き缶プレス機
焼却炉
・ダイオキシン抑制焼却炉 ・焼却炉各種

6. 粉砕器
7. 集塵機
8. 圧縮減容機
9. 浮上油回収装置
10. オイルミスト除去装置
11. 切削油劣化抑制装置
12. ジェットスイファン
13. フレキシブルダクト
14. 換気扇
15. アロールーフ
16. スクラップ台車
17. 蛍光ランプ / 点灯管 / 小丸電球
18. 乾電池 / ボタン電池
19. 消臭剤 / 殺虫剤 / 洗剤

11 季節商品
1. ヒーター
・熱風スポットヒーター ・ブライトヒーター

・遠赤外線ヒーター 
・ジェットヒーター

2. ストーブ
・赤外線ストーブ・業務用 ・家庭用
3. 給油用ポンプ

4. 工場扇 / 扇風機
5. 冷風機
6. エアコン
・スポットエアコン ・パッケージエアコン ・業務用
7. 製氷機

8. 給茶機
9. ウォータークーラー
10. 捕虫器
11. 電撃殺虫器

