
① 梅田企画　HIKOKI　決算セール　3月末まで
② 梅田企画　2021-2022冬　TOOLNEWSﾁﾗｼ配布中
③ 三晃製砥　速技(105x1x15)切断砥石　200枚購入でQUOｶｰﾄﾞ付
③ ﾍﾞｯｾﾙ　鳶ｿｹﾛｯｸ(MLS20179)　超面接触6角ｿｹｯﾄ　新発売
④ BC　VOOGO　ﾌﾞﾗｯｸﾆﾄﾘﾙ手袋1箱50枚入　在庫入荷
⑤ OSG　高精度芯出し装置(3Dｾﾝｻ・ｾﾝﾄﾛ)ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ～12/27まで
⑥         焼きばめ装置/ﾊﾞﾗﾝｽ測定器　ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ　～12/27まで
⑦ ﾀﾞｲｷﾝ　家庭用ｾﾗﾑﾋｰﾄCER11YS-W　在庫残り僅か

梅田機工株式会社

クイックニュース
新年あけましておめでとうございます。
平素は格別のお引き立てを賜わり、誠にありがとうございます。

下記の通りご案内申し上げ、ご用命をお待ち申し上げます。

令和4年2月号

梅田機工株式会社 本社 大阪市西区立売堀2-5-17
ＴＥＬ 06-6532-5731 ＦＡＸ06-6532-1673

ホームページ http://www.umedakikou.co.jp Eメール tool@umedakikou.co.jp

今月のオススメ商品

価格改訂メーカー

ｲｼﾈﾝｹﾐｶﾙ 1/1より

ﾛﾌﾞﾃｯｸｽ 1/1より

ﾋﾟｶｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 1/1より

日立産機システム 1/1より

（空圧機器類）

日本精密（ﾘｭｰﾀｰ） 1/5より

ﾘﾝｸﾞｽﾀｰ 1/1より

育良精機 1/1より

ﾏｸｾﾙｲｽﾞﾐ 1/5より

ｱﾙｲﾝｺ 1/1より

不二空機 1/1より

KTC 2/1より

富士ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ 2/1より

ﾋﾞｸﾀｰﾁｬｯｸ 2/1より

ｱﾏﾀﾞﾏｼﾅﾘｰ（旧ﾆｺｯﾃｸ） 2/1より

キソパワツール 2/1より

ナカトミ(夏季商材）2/1より

ｶﾜﾀﾃｯｸ 2/1より

サンコーテクノ 4/1より

ｲﾁｸﾞﾁ 4/1より

キトー (ｴｸｾﾙER2型)4/1より

ベッセル 4/1より

2022年

決算セール 本日より2022年3月末まで

さらに期間中、下記対象商品をご購入特典

数量限定で定価¥10,300円のコードレスクリーナー

R18DTB(NN)がなんと

¥4,800で購入出来ます。

ｲﾝ ﾟｸ  ﾞ ｲ ﾞｰ

WH36DC
最大トルク：200N/m
●Bluetooth蓄電池と力こぶﾋﾞｯ 付
●ﾋﾞｯ 振れを軽減し、ｶ ｱ  しにくい

●業界最速、締付ｽﾋﾟｰ ﾞ

●業界最短・最軽量で軽快な取り回し

●3灯LED ｲ 搭載/4 ｰ ﾞ切替搭載

ｱｸﾞﾚｯｼﾌﾞｸﾞﾘｰﾝ(2XPS)

ｽ ﾛﾝｸﾞﾌﾞ ｯｸ(2XPBS)

ﾌﾚｱﾚｯ ﾞ(2XPRS)

ﾃﾞ ｰﾌﾟ ｰｼｬﾝﾌﾞﾙ (ー2XPDS)

ﾌ ﾚｽ ｸﾞﾘｰﾝ(2XPGS)

定価￥70,100

¥50,500 ＊色指定願います。

ｲﾝ ﾟｸ  ﾞ ｲ ﾞｰ

WH36DC

最大トルク：200N/m
●ﾋﾞｯ 振れを軽減し、ｶ ｱ  しにくい

●業界最速、締付ｽﾋﾟｰ ﾞ

●業界最短・最軽量で軽快な取り回し

●3灯LED ｲ 搭載/4 ｰ ﾞ切替搭載

定価￥68,100

¥49,000

ｺｰ ﾞﾚｽ冷温庫

UL18DB(WM/WMG)

定価￥87,800

¥65,000

18V/14.4V対応(ｽ ｲ ﾞ式充電池のみ)

●冷蔵と冷凍が同時に！2部屋を個別に温度設定

●大容量の25L

●大型 ｬｽﾀｰと ﾝ ﾞﾙで移動も ｸ ｸ

●3電源使用可能/充電機能付き

●１年保証付（付属品は除く）

ｲﾝ ﾟｸ ﾚﾝﾁ

WR36DC(2XP)

最大トルク：300N/m
●土台伏せ作業に最適

●土台緊結皿座金、羽子板ﾎﾞﾙ 、

ｺｰﾁﾎﾞﾙ 等を締め付け

出来る「木工 ｰ ﾞ」搭載

●強力 ﾙｸでｽﾋﾟｰﾃﾞ な締め付け

 ﾞ ｲ ﾞ ﾞﾘﾙ

DS36DA(2XP)

最大トルク：138N/m ｸ ｯﾁ22段
●大径穴あけが可能で作業用途が大幅に拡大

●高効率ﾌﾞ ｼﾚｽ ｰﾀｰ搭載

●RFC機能搭載

定価￥75,600

¥56,000

 ﾞﾘﾙ

D3613DA(XP)

ｲﾝ ﾟｸ ﾚﾝﾁ

WR36DA(2XP)

鉄工：13ｍｍ / 木工40mm
●押し付けやすく使いやすいD型 ﾝ ﾞﾙ

●作業が止まりにくい電子ｸ ｯﾁ搭載

●RFC機能搭載

定価￥61,600

¥45,000
定価￥79,800

¥58,000

12.7 19

最大トルク：1100N/m
●ｸ ｽ最強の締め付け ﾙｸと優れた操作性

●無段変速ｽｲｯﾁの採用と打撃力4段階切替

●ﾌﾘｸｼｮﾝﾘﾝｸﾞ採用により ｹｯ 交換がｽ ｰｽﾞ

定価￥95,000

¥69,000

NEW

ﾛｰﾀﾘｰ ﾝﾏ ﾞﾘﾙ

DH36DPE(2XP)

ｺﾝｸﾘｰ ：28mm 3 ｰ ﾞ切替
●ｽﾘ 、軽量で上向き作業に最適

●ｸ ｽ最速穴あけｽﾋﾟｰ ﾞ

●RFC機能搭載

●ｻｲｸﾛﾝ式集塵ｼｽﾃ （別売）取付可能

定価￥93,800

¥68,500

クラス最速穴あけスピード

ﾃﾞ ｽｸｸﾞ ｲﾝﾀﾞ

G3610DA(XP)

 ｲｼ径：100mm
●ｸ ｽ最強の切断・研削性能

●過負荷作業時でも高速回転数を確保する

強力 ｰﾀ及び制御回路を採用

● ｯｸ ﾞｯｸ軽減ｼｽﾃ 搭載

●再起動防止機能

定価￥58,000

¥42,500

クラス最細径

 ﾞﾙ ｻﾝﾀﾞ

SB3602DA(2XP)
 ゙ﾙ 幅：20mm
●ｸ ｽ最強の研削性能

●作業環境に応じた ﾞﾙ の角度調整が可能

●作業に合わせた変速ﾀﾞｲ ﾙで ﾞﾙ の速度を調整

定価￥160,000

¥116,500

丸ノコ

C3606DA(SK)
(2XPS/2XPBS)

のこ刃径：165mm 切込み深さ66mm
●ｸ ｽ最強の切断性能

●型枠材60mmを一発切断

●集塵機RP3608DBと無線連動を実現

●ｻｲﾚﾝ  ｰ ﾞ搭載

● ｯｸ ﾞｯｸ軽減ｼｽﾃ 搭載

●逆5度傾斜機構付

定価￥87,500

¥63,500

2XPS

ｱｸﾞﾚｯｼﾌﾞｸﾞﾘｰﾝ

2XPBS

ｽ ﾛﾝｸﾞﾌﾞ ｯｸ

ﾛｰﾀﾘ ﾞﾝ ﾞ ｰ

CB3612DA(XP)

 ゚ｲﾌﾟ外径120mm
●ｸ ｽ最速の切断ｽﾋﾟｰ ﾞ+帯鋸長寿命

●定置ｽﾀﾝ ﾞCB12ST2（別売）で作業用途拡大

●ﾌﾞ ｼﾚｽ ｰﾀｰと3段 ﾞｱ減速機構採用

定価￥109,000

¥78,500

切断ｽﾋﾟｰ ﾞクラス最速

連続作業性能の大幅向上

ｾｰ ﾞ ｰ

CR36DA(XP)

 ゚ｲﾌﾟ外径130mm
●当社独自の ｲﾝ回転式ｶ ﾝﾀ  ｲ による低振動

と ｰﾋﾞﾀﾙ機構により、切断効率が向上

●実用振動値約50％低減

定価￥78,800

¥57,500

木材の切断ｽﾋﾟｰ ﾞ比較

ｼﾞｸﾞ ｰ

CJ36DA(XP)

木材135mm 軟鋼板10mm ｽﾃﾝ3.2mm
●低速ｽﾀｰ で切断始めの墨線が合わせやすい

●ｽ ﾛｰｸ数を一定に保つ定速度制御付き

定価￥71,800

¥52,000

 ﾝ ﾞｸﾞ ｲﾝﾀﾞ

GP36DA(XP)

●AC品を超えた ﾟﾜﾌﾙ研削

●選べる2 ｰ ﾞで速度調整可能

定価￥58,600

¥42,500

AC品を超えたパワフル研削

ﾁｯﾌﾟ ｰ切断機

CD3605DFA(XP)
のこ刃径：150mm
●ｽﾀﾝ ﾞ脱着で1台2役

ハンディﾀｲﾌﾟとしても使用可能

●スタンド付でキレイに切断出来る

●高効率集塵を可能にするﾀﾞｽ ﾎﾞｯｸｽ装備

●ｻｲﾚﾝ  ｰ ﾞ搭載

● ｯｸ ﾞｯｸ軽減ｼｽﾃ 搭載

定価￥77,000

¥56,000

ｲﾝ ﾟｸ  ﾞ ｲ ﾞｰ

WH36DA
(2XP/2XPB/2XPBY/2XPR)のいずれか

ｱｸﾞﾚｯｼﾌﾞｸﾞﾘｰﾝ(2XP)

ｽ ﾛﾝｸﾞﾌﾞ ｯｸ(2XPB)

ﾌﾚｱﾚｯ ﾞ(2XPR)

ﾃﾞ ｰﾌﾟ ｰｼｬﾝﾌﾞﾙｰ(2XPD)

ﾌ ﾚｽ ｸﾞﾘｰﾝ(2XPG)

＊色指定願います。

最大トルク：180N/m
●高速のねじ締めｽﾋﾟｰ ﾞで最後までｽﾋﾟｰ ﾞが落ちにくい

●4 ｰ ﾞ切替機能付き

●大容量小物入れｹｰｽ

＊色指定出来ません

定価￥70,600

¥47,000

ﾘﾁ  ｲ ﾝ電池

BSL36A18/BSL36B18

定価￥24,500

¥18,500

プレゼント対象外

定価￥28,000

¥21,000

ｱｸﾞﾚｯｼﾌﾞｸﾞﾘｰﾝ(WM)

ﾌ ﾚｽ ｸﾞﾘｰﾝ(WMG)

＊色指定願います。

ｱｸﾞﾚｯｼﾌﾞｸﾞﾘｰﾝ(WM)

ﾌ ﾚｽ ｸﾞﾘｰﾝ(WMG)

＊      /集塵機共に在庫無くなり次第終了
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ブラックニトリル手袋(1箱50枚入)


