
































































































































































































商品索引（五十音順）

アースガード ……………………… 高輝度コーン・バリケード 57
アイロン（建築用） …………型枠取付バイブレーター（アイロンバイブ） 69
アイロン専用コード（15m） …… 型枠取付バイブレーター（アイロンバイブ） 69
足踏み式手洗い器 ………………… シンク（トイレまわり用品） 29
足元ストーブ ……………………………季節商品（暖房器具） 48
アルミ6輪台車 …………………………………………… 台車 81
アングル棚 …………………………………………… 収納関連 39
インパクトレンチ ………………………………… 電動工具類 72
ウォータークーラー足踏式 ……………季節商品（冷房器具） 47
ウォールクラッシャー ……………………油圧クラッシャー関連 69
内吊BOX　L-ロング …………………………内吊関連ツール 75
エアコンパネル　単相100V ………………………オプション 20
エアコンパネル　単相200V ………………………オプション 20
A-1カラープロッター ……………………………OA機器関連 42
LEDチューブライト …………………高輝度コーン・バリケード 57
縦型LED電光盤 …………………… ソーラー式LED電光盤 55
横型LED電光盤 …………………… ソーラー式LED電光盤 55
LED矢印板 ……………………………………… 方向指示板 56
演台………………………………………………………… 式典 62
応接セット ……………………………………………… チェア 36
OAチェア（メッシュ） …………………………………… チェア 35
OA平デスク　W1000×D700×H700 ………………………デスク 34
OA平デスク　W1200×D700×H700　片袖タイプ …………デスク 34
OA平デスク　W1400×D700×H700　片袖/両袖タイプ ……デスク 34
OA平デスク　W1600×D700×H700　両袖タイプ …………デスク 34
OA用脇机 ……………………………………………… デスク 34
OAワゴン ……………………………………………… デスク 34
大麻（おおぬさ） …………………………………………… 式典 61
置型５馬力パッケージエアコン ………………… オプション 20
屋外アンテナ（UHF） ……………………………… 家電関連 44
折りイスカバー …………………………………………… 式典 62
折りたたみイス（スチール） …………………………… チェア 36
折りたたみテーブル　450×1800（木目） ……折りたたみテーブル 38
折りたたみテーブル　600×1800（木目） ……折りたたみテーブル 38
御唐櫃（おんからひつ） …………………………………… 式典 61

ガードマンボックス ………………………ガードマンボックス 23
会議用テーブル　450×1500 ……… 折りたたみテーブル 37
会議用テーブル　450×1800 ……… 折りたたみテーブル 37
会議用テーブル　600×1200 ……… 折りたたみテーブル 37
会議用テーブル　600×1800 ……… 折りたたみテーブル 37
会議用テーブル　750×750 ………… 折りたたみテーブル 37
会議用テーブル　750×1200 ……… 折りたたみテーブル 37
会議用テーブル　750×1500 ……… 折りたたみテーブル 37

会議用テーブル　900×1800 ……… 折りたたみテーブル 37
快適トイレ用消臭カートリッジ（8g） …………トイレ用品販売 30
カウンター900幅 …………………………………… 収納関連 38
カウンター1200幅 ………………………………… 収納関連 38
カウンター1800幅 ………………………………… 収納関連 38
掛時計………………………………………………… 家電関連 44
傘立て …………………………………………………… その他 45
ガス台（600巾） ……………………………… キッチンまわり 46
仮設停止ライン ………………………………………… その他 59
カネコミスト（4L）（10L） …………………… トイレ用品販売 30
壁代（かべしろ） …………………………………………… 式典 61
カラー高速機 …………………………………… OA機器関連 42
カラー複合機 …………………………………… OA機器関連 42
ガラス書庫 …………………………………………… 収納関連 38
簡易棚　タナー …………………………………………… 台車 82
缶ウォーマー ……………………………季節商品（暖房器具） 48
環境表示器………………………………………… 環境表示器 50
気化式冷風機……………………………季節商品（冷房器具） 48
キッチンパネル …………………………………… 各種パネル 21
緊急油処理ボックス …………………… 緊急油処理ボックス 59
金属探知機……………………………………………… 探知機 79
金屏風……………………………………………………… 式典 62
空気清浄機（8畳） …………………………………… 家電関連 43
くす玉 ……………………………………………………… 式典 62
クッションドラム ……………………………… クッションドラム 56
組立式パネルハウス …………………… 組立式パネルハウス 18
クリーンカート ………………………………………… その他 45
クリーンスタンド ……………………………………… その他 45
黒盆・金はさみ　白手袋（販売品） ……………………… 式典 62
携帯無線機（免許不要） …………………………… 通信機器 44
ケロガード ………………………… 高輝度コーン・バリケード 57
玄関パネル ………………………………………… 各種パネル 21
玄関マット ……………………………………………… その他 45
間知ブロックハンガー …………………… バイス関連ツール 77
工業用扇風機……………………………季節商品（冷房器具） 47
高輝度エバーコーン ……………… 高輝度コーン・バリケード 57
高輝度矢印板……………………………………… 方向指示板 56
紅白幕……………………………………………………… 式典 62
光波セオドライト（光波トランシット） ………角度と距離を出す（2人で） 53
コーンバー　2m ………………… 高輝度コーン・バリケード 57
55型液晶テレビ …………………………………… 家電関連 44
胡床（こしょう） …………………………………………… 式典 61
ゴミ箱付灰皿 …………………………………………… その他 45
コンクリートカンナ ………………………………… 電動工具類 72
コン太くん ……………………………………………… 洗浄機 71

あ

か



セキュリティーカーゴ …………………………………… 台車 80
瀬戸物（せともの） ………………………………………… 式典 61
セラムヒート ……………………………季節商品（暖房器具） 48
全自動洗濯機（4.2kg用） …………………………… 家電関連 43
1200W軽規制車（ソーラー式） …………… 規制車シリーズ 55
扇風機（座敷用） ………………………季節商品（冷房器具） 47
騒音計…………………………………………………… 騒音計 51
騒音計用レベルレコーダー …… 騒音計用レベルレコーダー 51
掃除機………………………………………………… 家電関連 43
外祭用祭壇（そとさいようさいだん） …………………… 式典 61
ソーラーサークラー …………………… ソーラーサークラー 56
ソーラーチューブライト　10M ………高輝度コーン・バリケード 57
ソーラーフラッシュ ………………………ソーラーフラッシュ 56
ソーラー矢印板 …………………………………… 方向指示板 56
外用シンク（蛇口1ヶ付） ………… シンク（トイレまわり用品） 29
外用シンク（蛇口3ヶ付） ………… シンク（トイレまわり用品） 29
ジョイント ………………………………………………フェンス 58

タイルカーペット（グレー）レンタル用 ………タイルカーペット 46
タイルカーペット（ブルー）販売用 …………タイルカーペット 46
ダウントランス（3KVA・5KVA） …………………… トランス 78
多機能レーザー墨出し器（三脚付） …… 墨出し作業（1人で） 53
建方1番（1次締め） ……………………………… 電動工具類 72
玉串仮案（たまぐしかりあん） …………………………… 式典 61
多目的台車 ………………………………………………… 台車 82
多目的フロアスクレーパー …… 多目的フロアスクレーパー 68
ダルマストーブ …………………………季節商品（暖房器具） 48
単管パイプ　1m ………………………………………… 台車 81
単管パイプ　4m ………………… 高輝度コーン・バリケード 57
段差解消スロープ ………………………… 段差解消スロープ 83
単棟ハウス（スタンダードハウス）　20型単棟ハウス …………単棟ハウス 12
単棟ハウス（スタンダードハウス）　20型エアコン付ハウス ……単棟ハウス 12
単棟ハウス（スタンダードハウス）　30型単棟ハウス …………単棟ハウス 12
単棟ハウス（スタンダードハウス）　30型エアコン付ハウス ……単棟ハウス 12
単棟ハウス（スタンダードハウス）　40型単棟ハウス …………単棟ハウス 11
単棟ハウス（スタンダードハウス）　40型エアコン付ハウス ……単棟ハウス 11
単棟ハウス　29型ハウス（ハイルーフ仕様） …………………単棟ハウス 10
単棟ハウス　29型ハウス（ハイルーフ仕様）エアコン付き …… 単棟ハウス 10
単棟ハウス　40型ハイルーフエアコンハウス ……単棟ハイハウス 9
チェーンブロック ……………………………チェーンブロック 75
超音波加湿器（4リットル） ………………………… 家電関連 43
爪付ジャッキ ………………………………………… ジャッキ 66
DVDプレーヤー …………………………………… 家電関連 44
テープカット用ポール …………………………………… 式典 62
テープカット用リボン（販売品） ………………………… 式典 62
デスクパーテーション ………………………………… デスク 34

座卓用テーブル　450×1800（白・木目） …… 折りたたみテーブル 38
座卓用テーブル　600×1800（白・木目） …… 折りたたみテーブル 38
32型液晶テレビ …………………………………… 家電関連 44
3点式アイアンフォーク ………………………… アタッチメント 66
サントップ ……………………………………… ホイスト関連 76
三方（さんぼう） …………………………………………… 式典 61
鋤、鍬、鎌（すき、くわ、かま） ……………………………… 式典 61
CDラジカセ ………………………………………… 家電関連 44
GYMファン（大風量タイプ） …………………………… 送風機 80
ジェットヒーター500R ……………………………… ヒーター 84
ジェットヒーター1000R …………………………… ヒーター 84
司会台……………………………………………………… 式典 62
式次第（しきしだい） ……………………………………… 式典 61
式典会場レイアウト図（例） ………式典会場レイアウト図（例） 63
自動（オート）レベル …………………… 水平を出す（2人で） 52
シャーレンチ ……………………………………… 電動工具類 72
トイレ車載カー …………………………………トイレ車載カー 31
快適車載用トイレ（のせるくん） ………………… 車載用トイレ 31
車載用トイレ ……………………………………… 車載用トイレ 31
シャッターパネル ………………………………… 各種パネル 21
シャワーパネル …………………………………… 各種パネル 21
10型マルチハウス ………………………ガードマンボックス 23
19型液晶テレビ …………………………………… 家電関連 44
シューズBOX（12人用） …………………………… 収納関連 38
収納パネル ………………………………………… 各種パネル 21
シュレッダー（A3） ……………………………… OA機器関連 42
消火器（蓄圧式） ……………………………………… その他 45
消化器用ライフスタンド ……………………………… その他 45
消臭液（2L） ………………………………… トイレ用品販売 30
消臭の菌さん ………………………………… トイレ用品販売 30
除湿乾燥機…………………………………………… 家電関連 43
食器棚　H1200 …………………………………… 収納関連 39
食器棚　H1800 …………………………………… 収納関連 39
スケルトンバケット ……………………………… アタッチメント 65
すずらん灯　8連 ………………… 高輝度コーン・バリケード 57
スタッキングチェア …………………………………… チェア 36
スチール書庫 ………………………………………… 収納関連 38
ストロングペッカー ……………………………… 床剥がし機 68
スポットクーラー（1人用） ………………季節商品（冷房器具） 48
スポットクーラー（2人用） ………………季節商品（冷房器具） 48
図面掛A-1 ……………………………………………… その他 45
成長の菌さん（微生物成長促進剤） ………… トイレ用品販売 30
青白幕……………………………………………………… 式典 62
製氷機20リットル ………………………季節商品（冷房器具） 47
製氷機45リットル ………………………季節商品（冷房器具） 47
セオドライト（トランシット） ………………角度を出す（2人で） 52

さ

た



ハイハウス用手洗いパネル …… ハイハウス用手洗いパネル 19
花台………………………………………………………… 式典 62
ハンガーラック ………………………………………… その他 45
ハンディキャップトイレ ……………… ハンディキャップトイレ 32
ハンディーナイター ………………………………… 照明関係 83
ハンドトロウェル（土間仕上げ機） ……………… 仕上げ機械 68
ハンドベンダー ………………………………… 鉄筋加工関係 74
ひさし ……………………………………… その他オプション 21
ひもろぎ …………………………………………………… 式典 61
平床台車…………………………………………………… 台車 81
ファンヒーター …………………………季節商品（暖房器具） 48
風速計…………………………………………………… 風速計 51
ブーツBOX（8人用） ………………………………… 収納関連 38
フェンス留め金具 …………………………………… フェンス 58
ブラインド ………………………………… その他オプション 21
プラスチックフェンス ……………………………… フェンス 58
プラスチックベンチ …………………………………… チェア 36
ブルーヒーター（ファン付） ……………季節商品（暖房器具） 48
ブレーカー用杭打ちノミ ……………………… アタッチメント 67
ベビーコンプレッサー ………………………… エアーツール 71
ベビーホイスト ………………………………… ホイスト関連 76
ヘルラック（2人用） …………………………………… その他 45
奉献台（ほうけんだい） …………………………………… 式典 61
歩行者マット …………………………………………… その他 59
細バケット ……………………………………… アタッチメント 65
ボックスパレット（W1000）小（L1） …………………… 台車 80
ボックスパレット（W1200）小（L2） …………………… 台車 80
ホワイトボード回転式（行事/無地）3×6 ………ホワイトボード 41
ホワイトボード回転式（無地/無地）3×6 ………ホワイトボード 41
ホワイトボード壁掛式（行事）3×4 ……………ホワイトボード 41
ホワイトボード壁掛式（行事）3×6 ……………ホワイトボード 41
ホワイトボード壁掛式（工程表）3×6 …………ホワイトボード 41
ホワイトボード壁掛式（無地）3×4 ……………ホワイトボード 41
ホワイトボード壁掛式（無地）3×6 ……………ホワイトボード 41
ホワイトボードマグネット式（行事）3×4 ………ホワイトボード 41
ホワイトボードマグネット式（行事）3×6 ………ホワイトボード 41

マイティアーム（パワーアーム） ……………… ホイスト関連 76
マイティオート200 ……………………… バイス関連ツール 77
マイティトロウェル（土間仕上げ機） ……………… 仕上げ機械 68
真榊（まさかき） …………………………………………… 式典 61
マシンバイス ……………………………… バイス関連ツール 77
マップケース ………………………………………… 収納関連 39
マップケース（足付） ………………………………… 収納関連 39
丸イス …………………………………………………… チェア 36
マルチウエイト10 …………………………………… フェンス 58

鉄筋カッター …………………………………… 鉄筋加工関係 73
鉄筋カッター＆ベンダー ……………………… 鉄筋加工関係 74
鉄筋結束機………………………………………… 鉄筋結束機 73
鉄筋探査機……………………………………………… 探知機 79
手水具（てみずぐ） ………………………………………… 式典 61
デラックスチェア ……………………………………… チェア 35
デラックスチェア（オットマン付） ……………………… チェア 35
電気スタンド ………………………………………… 家電関連 44
電気ポット（2.2リットル） …………………………… 家電関連 43
電子レンジ …………………………………………… 家電関連 43
電動式油圧ポンプ ………………………油圧クラッシャー関連 69
電話機子機付（増設子機3台まで可能） …………… 家電関連 43
快適目隠しフェンス ……………………………… 快適トイレ 28
快適Wideトイレ …………………………………… 快適トイレ 27
軽水洗快適トイレ ………………………………… 快適トイレ 28
本水洗快適トイレ ………………………………… 快適トイレ 28
大小兼用（洋式） ……………………………… 軽水洗トイレ 25
大小兼用（和式） ……………………………… 軽水洗トイレ 25
男子小専用 ……………………………………… 軽水洗トイレ 25
フェンス付トイレ小専用 ……………………… 軽水洗トイレ 25
フェンス付トイレ大小兼用（和式） …………… 軽水洗トイレ 25
トイレハウス ……………………………… 40型トイレハウス 19
トイレパネル ……………………………………… 各種パネル 21
大小兼用（洋式）（架台付） …………………… 本水洗トイレ 26
大小兼用（和式）（架台付） …………………… 本水洗トイレ 26
男子小専用（架台付） ………………………… 本水洗トイレ 26
手洗用（架台付） ……………………………… 本水洗トイレ 26
非水洗トイレ（男子小専用） …………………… 非水洗トイレ 26
レディーストイレ …………………………レディース専用トイレ 29
とまるくん …………… 進入車両強制停止装置　とまるくん 56
トラックスケール ………………………………… 測定機関係 78
トルシャット ………………………………………… 電動工具類 72

長ぐつ洗浄機 …………………………………………… 洗浄機 71
流し台（1000巾） ………………………………キッチンまわり 46
流し台（600巾） …………………………………キッチンまわり 46
2点式アイアンフォーク ………………………… アタッチメント 65
法面バケット …………………………………… アタッチメント 65

パーテーション ……………………………… パーテーション 46
灰皿（ステンレス） ……………………………………… その他 45
灰皿（現場用） ………………………………………… その他 45
灰皿付消火器スタンド ………………………………… その他 45
パイプレーザー …………………… 配管用レーザー（1人で） 53

な

は

ま



連棟ハウス（スタンダード）　40型2連棟 ……… 平屋ハウス 7
連棟ハウス（スタンダード）　40型3連棟 ……… 平屋ハウス 7
連棟ハウス（スタンダード）　40型4連棟 ……… 平屋ハウス 7
連棟ハウス（スタンダード）　40型2連棟2階 …… 2階建ハウス 5
連棟ハウス（スタンダード）　40型3連棟2階 …… 2階建ハウス 6
連棟ハウス（スタンダード）　40型4連棟2階 …… 2階建ハウス 6
連棟ハウス（スタンダード）　40型1階3連棟・2階2連棟 …… 2階建ハウス 6
ロッカー1人用 ……………………………………… ロッカー 40
ロッカー2人用 ……………………………………… ロッカー 40
ロッカー2人用（上下タイプ） ……………………… ロッカー 40
ロッカー3人用 ……………………………………… ロッカー 40
ロッカー4人用 ……………………………………… ロッカー 40
ロッカー6人用 ……………………………………… ロッカー 40
ロッカー9人用 ……………………………………… ロッカー 40
ロッカー12人用 …………………………………… ロッカー 40

ワイヤレスチューナー ……………………………… 家電関連 44

マルチバイスワニ ………………………… バイス関連ツール 77
ミストファン ……………………………季節商品（冷房器具） 47
ミニコンテナ（0.3坪） ………………………… ミニコンテナ 22
メタレッター（トイレ用凍結防止液　20L） ………トイレ用品販売 30
メッキフェンス樹木（H1200） ……………………… フェンス 58
メッキフェンス樹木（H1800） ……………………… フェンス 58
メッキフェンス樹木扉付（H1800） ………………… フェンス 58
10型物置（シャッター） …………………………………… 物置 22
20型物置（シャッター） …………………………………… 物置 22

油圧アースオーガー …………………………… アタッチメント 67
油圧杭打機………………………………… 油圧ハンドツール 70
油圧草刈機……………………………………… アタッチメント 66
油圧縦掘りハンドオーガー ……………… 油圧ハンドツール 70
油圧横掘りハンドオーガー ……………… 油圧ハンドツール 70
ユニットシャワー ……………………………… バス・シャワー 23
ユニットバス …………………………………… バス・シャワー 23

ライナックス ……………………………………… 床研削機械 68
落下防止キーパー（安全ブロック）15m …… 落下防止キーパー 59
リフレッシュルーム ………………………リフレッシュルーム 16
リボンバラ（販売品） ……………………………………… 式典 62
冷蔵庫200リットル ………………………………… 家電関連 43
冷蔵庫100リットル ………………………………… 家電関連 43
冷凍チェストストッカー …………………季節商品（冷房器具） 47
レザーベンチ …………………………………………… チェア 36
レシプロソー ……………………………………… 金属加工機 74
レターケース ………………………………………… 収納関連 39
レバーブロック …………………………………レバーブロック 75
レベルプレーナー（レーザーレベル） ………水平を出す（1人で） 52
レンガ調オープンデッキ ……………………… 店舗用ハウス 24
レンガ調店舗ハウス …………………………… 店舗用ハウス 24
レンガ調店舗ハウス+オープンデッキハウス（連結例） ………店舗用ハウス 24
連棟ハイハウス　2連棟ハイハウス ……… 2連棟ハイハウス 2
連棟ハイハウス　40型4連棟ハイハウス ……平屋ハイハウス 4
連棟ハイハウス　40型4連棟2階ハイハウス ……2階建ハイハウス 4
連棟ハイハウス　50型単棟ハイハウス …… 単棟ハイハウス 15
連棟ハイハウス　50型2連棟ハイハウス … 平屋ハイハウス 14
連棟ハイハウス　50型5連棟ハイハウス … 平屋ハイハウス 14
連棟ハイハウス　50型10連棟2階ハイハウス … 2階建ハイハウス 15
連棟ハイハウス　50型14連棟2階ハイハウス … 2階建ハイハウス 13
連棟ハウス（スタンダード）　30型単棟2階 …… 2階建ハウス/平屋ハウス 8
連棟ハウス（スタンダード）　30型2連棟 ……… 2階建ハウス/平屋ハウス 8
連棟ハウス（スタンダード）　40型単棟2階 ……2階建ハウス 5
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