
運搬・建設機器

ウィンチ･ホイスト ･クレー
ン･チェーンブロック･吊具･
運搬車           ･コンベア･
バイブレーター

砥石・鋲螺
研削砥石･切断砥石
･研磨布紙･アンカー･ボル
ト･ナット･ピン･ストップリング

工作用機器
ローリングセンター･割出台
･円テーブル･ツーリング
･多軸アタッチメント･チャック

環境機器・
工場管理

工場扇･ハシゴ･作業台
･部品保管庫･物品棚
･コンテナ･公害防止機器
･接着剤

配管機材
バルブコック･継手
･高圧ホース

保護具
防塵マスク・手袋・無塵衣
・保護メガネ

油圧・空圧機器

油圧ポンプ･油圧モーター
･油圧バルブ･油圧シリン

ダー  ･油圧工具･産業用ロ
ボット

工作機械

旋盤･マシニング･フライス
盤     ･放電加工機･金型周
辺機器           ･ボール盤･
木工機械･切断機           ･
鍛圧

測定工具

ゲージ･試験機
･光学測定機器
･三次元測定機･回転計
･硬度計･計量器

電動・空気工具

電気ドリル･エアドリル
･小型モーター･送排風機
･コードリール･溶接機
･空気圧縮機

医療研究機器・
科学機器

研究必需品・
クリンルーム用品

品目名 品目詳細

切削工具

超硬工具･セラミック
･サーメット工具

･ダイヤモンド工具
･バンドソー

･ヤスリ･ホルソー

作業工具

自動車工具･ペンチ･ニッ
パー    ･プライヤー･配管/
電設工具           ･給油機
器･ハケ･ブラシ･ハンダ



品目名 品目詳細 メーカー お取扱いの商品など

切削工具

超硬工具･セラミック
･サーメット工具

･ダイヤモンド工具
･バンドソー

･ヤスリ･ホルソー

オーエスジー (株) (OSG) エンドミル ・ タップ ・ ダイス ・ ゴールドドリル
(株)小笠原プレシジョンラボラトリー 小型ホブ・ピニオンカッター
京セラ(株) ホルダー ・ スロアウェイチップ
サンドビック(株) ホルダー ・ スロアウェイチップ
(株)斉藤ﾂｲｽﾄﾄﾞﾘﾙ製作所 ドリル
住友電気工業(株) エンドミル ・ ドリル ・ スロアウェイチップ
(資)大洋ツール製作所 サイドカッター・メタルソー・リーマー
ダイジェット工業(株) 超硬工具全般
東陽精工(株) 面取りカツター
東芝タンガロイ(株) ホルダー ・ スロアウェイチップ
日進工具(株)（NS） エンドミル
(有)沼田精基製作所 彫刻用カツター
日立ツール(株) エンドミル・スロアウェイチップ・ ドリル・ リーマー・ブローチ
(株)不二越 (ナチ) エンドミル・ドリル・ホブ ・ブローチ・ハンドソー・ バンドソー
三菱マテリアルツールズ(株) エンドミル・スロアウェイチップ・ ドリル

作業工具

自動車工具･ペンチ･ニッ
パー    ･プライヤー･配管/
電設工具           ･給油機
器･ハケ･ブラシ･ハンダ

(株)エンジニア コテライザー ・ セラミック調整ドライバー ・ ピンセツト
角田興業(株) ハンドバイス ・ トグルクランプ
新日本ツール(株) (ASH) スパナ・ラチェット・ボックススパナ
トラスコ中山(株) カッター・ハンダ・ハンマー・ヤスリ・バイス・キャスター・刻印・スバナ

(株)丹羽製作所 時計用ドライバー ・ ピンバイス
花園工具(株) (ビクター) ペンチ・ニッパー
PBボーマン社 ボールレンチ
東邦工機(株)（HIT） モンキーレンチ・パイプレンチ・メガネレンチ・リベッター
フジ矢(株) ペンチ・マイクロニッパ・電動ニッパ
(株)ベッセル ドライバー各種
北総システムズ(有) ハンドプレス・エアープレス
ボンダス ボールドライバー・六角棒レンチ・T型ボールドライバー
前田金属工業(株) (トネ) ソケットレンチ ・ スパナ・メガネレンチ・モンキーレンチ
室本鉄工(株) (メリー) ペンチ・ミニチュアニッパー・プライヤー
(株)ロブテックス (エビ) レンチ(モンキー・メガネ・パイプ)・リベッター・シャコ万力
千住金属工業(株) はんだ・ソルダーペースト
日本アルミット(株) アルミットはんだ・ソルダーペースト
(株)石崎電機製作所(ｼｭｱｰ) 電気半田こて
日本ボンコート(株) ハンダコテ
ホーザン(株) 電気ハンダゴテ・ ICホーム・ソルダープルト・精密ニッパー
白光(株) 電気ハンダゴテ ・ ハンダ除去器 ・ 静電対策商品

測定工具

ゲージ･試験機
･光学測定機器
･三次元測定機･回転計
･硬度計･計量器

(株)アイゼン ピンゲージ
ソニー・プレシジョン・テクノロジー(株) デジタルマイクロメーター・マグネスケール
(株)東日製作所 トルクドライバー ・ トルクレンチ
東商アソシエート(株) (TC) ピンゲージ・スプラインゲージ・マスターギアー
(株)中村製作所 (カノン) ノギス ・ トルクゲージ ・ トルクレンチ
新潟精機(株) (SK) ピンゲージ・リンクゲージ・ツーリングシリーズ
(株)ミツトヨ ノギス・マイクロメーター・ダイヤルゲージ ・ ３次元測定器
オーエスジー (株) (OSG) ネジゲージ

電動・空気工具

電気ドリル･エアドリル
･小型モーター･送排風機
･コードリール･溶接機
･空気圧縮機

(株)ナカニシ 小型グラインダー・先端工具
日東工器(株) カプラ ・ アトラエース ・ バキュームアトラ
日本精密機械工作(株) (リューター) マイクログラインダー ・ ハンドグラインダー ・ 先端カッター
日立工機(株) 電気ドリル・グラインダー・ ボール盤・ ロータリーハンドソー
松下電工(株) コードレス電気ドライバー
ミニター(株) 電動グラインダ ・ ミニベルトサンダー ・ 先端カッター
(株)ハイオス コードレス電気ドライバー・ねじ締めロボット・ハンディタッパ
瓜生製作(株) エアードライバー
室本鉄工(株) (ナイル) エアーニッパー・電動ニッパ
(株)ムラキ 小型エアーグラインダー(ニューモーター)・先端工具

医療研究機器・
科学機器

研究必需品・
クリンルーム用品

アズワン(株) 実験、研究必需品・洗浄、乾燥、滅菌、クリーンルーム用品　
柴田科学器械工業(株) 理化学用ガラス器具・バイオ関連機器
東京硝子器械(株) (TGK) ガラス器具(ビーカー・フラスコ)・クリーンルーム用品
ヤマト科学(株) 理科学機器・実験台

保護具
防塵マスク・手袋・無塵衣
・保護メガネ

アズワン(株) 保護用品(防塵マスク・手袋各種・白衣・前掛け・保護メガネ)
東京硝子器械(株) (TGK) 保護用品(防塵、マスク・手袋各種・無塵衣・保護メガネ)
トラスコ中山(株) 作業用メガネ・マスク・手袋・ヘルメット
(株)日本緑十字社 保護用品(手袋各種・無塵衣・メガネ・安全靴・ステッカー)
山本光学 度付き安全メガネ・防塵作業用メガネ
ミドリ安全(株) 保護用品(手袋各種・無塵衣・メガネ・安全靴・ステッカー)
ユニット(株) ステッカー



品目名 品目詳細 メーカー お取扱いの商品など

油圧・空圧機器

油圧ポンプ･油圧モーター
･油圧バルブ･油圧シリン

ダー  ･油圧工具･産業用ロ
ボット

SMC(株) 空圧用ソレノイドバルブ ・ エアーシリンダー ・ 減圧弁
(株)コガネイ シリンダー電磁弁
シーケーディ(株) (CKD) バルブ・シリンダ・ソレノイド・コントロール機器
ダイキン工業(株) ベーンポンプ・油圧モーター
太陽鉄工(株) 油空圧シリンダー ・ 空気圧バルブ ・ 真空機器
日本精器(株) 真空シリンダー・ガイドシリンダー
(株)不二越 (ナチ) ギヤーポンプ・ソレノイドバルブ・ピストンポンプ

工作機械

旋盤･マシニング･フライス
盤     ･放電加工機･金型周
辺機器           ･ボール盤･
木工機械･切断機           ･
鍛圧

大隈豊和機械(株) NC旋盤・NCフライス盤・マシニングセンター
オーエスジー (株) (OSG) ドリル研磨機.
(株)北川鉄工所 卓上ボール盤・タッピングボール盤・NC用テーブル・パワーバイス
(株)チップトン バレル研磨機・バレル研磨石
ファナック(株) 放電加工機・産業用ロボット・
平和テクニカ(株) 切断機
三菱電機(株) ワイヤーカット放電加工機
三井精機工業(株) スクリュウコンプレッサー・治具研削盤・ マシニングセンター
ヤマザキマザック(株) マシニングセンタ
(株)ラクソー 帯ノコ盤

工作用機器
ローリングセンター･割出台
･円テーブル･ツーリング
･多軸アタッチメント･チャック

エヌティーツール(株) 治具用ブッシュ・面取りシリーズ・エンドミルチャック
(株)MST コーポレーション 精密治具・ツーリング・焼きばめ式チャッキングシステム
大昭和精機(株) (BIG) ニューベビーチャック ・ ミーリングチャック
(株)ナベヤ (ERON & NBK) 治具部品 ・ 精密バイス ・ 定盤 ・ 作業台
(株)日研工作所 ミーリングチャック ・ ボーリングバー ・ プローチリーマー
(株)ビグモント 多軸アタッチメント
(株)森精機製作所 CNC旋盤・ターニングセンタ
ユキワ精工(株) ドリルチャック

環境機器・
工場管理

工場扇･ハシゴ･作業台
･部品保管庫･物品棚
･コンテナ･公害防止機器
･接着剤

旭化成(株) ハンドクリーナー・ラッキーボーイ
小津産業(株) ワイパー・ベンコット
日本製紙クレシア(株) キムワイプ ・ キムタオル・ケイドライ・JKワイパー
三菱樹脂(株) ヒシコンテナ
矢崎化工(株) イレクター・専用接着剤・ハンドカッター・イレクタースプレー
(株)パトライト 回転:警示灯・電子音報知器・パトセンサー
(株)サカエ 作業台 ・ パネルラック ・ 工具保管ケース ・ スチール棚
(株)スイデン 工場用扇風機・ポータブル送排風機・換気扇
三甲(株) 樹脂パレット・ボックスパレット(折りたたみタイプ)
(株)オオモリ クリーン用品掃除機・工業用クリーナー

配管機材
バルブコック･継手
･高圧ホース

イノック製造(株) ステンレス製ネジ込み管継手
日東工器(株) カプラ・チューブフィッター・
(株)ピスコ ワンタッチ継ぎ手・チューブ
(株)カクダイ 水道用バルブ・水栓金具・銅管継手
(株)トヨックス エアーホース・耐圧ホース
チヨダエンジニアリング(株) ウレタンチューブ ・ タッチコネクター・スリーブ継ぎ手
ニッタムアー(株) 継ぎ手・ナイロン、ウレタンチューブ
東洋バルヴ(株) バルブ・コック・ボールバルブ・電動ボール弁

運搬・建設機器

ウィンチ･ホイスト ･クレー
ン･チェーンブロック･吊具･
運搬車           ･コンベア･
バイブレーター

をくだ屋技研(株) 運搬機器 ・ キャッチパレットトラック
オークラ輸送機(株) ローラーコンベヤ ・ ソロバンコンベヤ
(株)スギヤス (ビシャモン) ハンドパレットトラック ・ テーブルリフト ・ ハイリフター
(株)ダイフク 保管棚 ・ 回転ラック ・ 立体自動倉庫 ・ 無人搬送車
花岡車輌(株) 台車 ・ ハンドトラック ・ リフト付運搬車 ・ テーブルリフト
(株)栃木屋 蝶番・マグネットキャッチ・スライドレール・アジャスター
ハンマーキャスター(株) 車輪
スガツネ工業(株) (LAMP) 蝶番・マグネットキャッチ・スライドレール・アジャスター

砥石・鋲螺
研削砥石･切断砥石
･研磨布紙･アンカー･ボル
ト･ナット･ピン･ストップリング

(株)イチグチ 研磨工具・フラップディスク・スカットディスク
クレノートン(株) 研削砥石 ・ オフセット切断砥石
(株)光陽社 研磨布 ・ 研磨紙
三共理化学(株)(ﾌｼﾞｽﾀｰ) 研磨布 ・ 研磨紙
日本レジボン製砥(株) フレキシブル砥石 ・ オフセット砥石 ・ 切断砥石
理研コランダム(株) 研磨布 ・ 研磨紙 ・ 研磨ベルト
(株)ノリタケカンパニーリミテド 切削砥石 ・ ダイヤモンド工具 ・ CBN工具 ・ 研磨布紙
SPSアンブラコ㈱ キャップスクリュー・セットスクリュー・L型レンチ
ジャスタン(株) (JST) キャップスクリュー・セットスクリュー・L型レンチ
サンコーテクノ(株) オールアンカー・アンカーボルト


