
年販売キャンペーン年販売キャンペーン
エンジン工具エンジン工具

足場工具

バッテリー工具バッテリー工具

工具 足場

■バッテリーヘッジトリマー HSA56

■バッテリー刈払機 FSA57
　ナイロンカッター仕様

■バッテリー刈払機
　FSA45■バッテリーヘッジトリマー HSA45

■バッテリーチェンソー MSA120C-B ■バッテリーブロワー BGA45

36,300 円

17,600 円 36,300 円 17,600 円

17,600 円

47,300 円

■コードレスインパクト
　ドライバ
　WH14DB（2SC）

41,426 円

■コードレスインパクト
　ドライバ
　WH18DB（2JC）

44,660 円

■充電式インパクト
　ドライバ
　TD001GRDX

■マルチボルト
　コードレス
　インパクト
　ドライバ 
　WH36DC（2XP）　

52,437 円

54,670 円
■充電式インパクト
　レンチ
　TW004GRDX　

57,310 円

■充電式グラインダ
　GA009GRDX

57,442 円

■充電式レシプロソー
　JR001GRDX

62,370 円

■梯子兼用脚立

■脚部伸縮式梯子兼用脚立

■コンクリートカッター
　ERC12CC

■ディスクグラインダ
　G10SP4（SS）

10,395 円

248,490 円

21,780 円

11,880 円

■脚部伸縮式脚立

■専用脚立 脚軽BLACK

■伸縮天板・伸縮脚付足場台

■階段用作業台

■折りたたみ式作業台
　リョーマ DXD-60P

15,180 円

17,600 円

■エンジンヘッジトリマー HS45

■エンジン刈払機
　FS55C-E 

■エンジン刈払機
　FS55C-E
　ナイロンカッター仕様

■エンジンチェンソー MS170C-E
　　（35cm  スペアチェン付き）

■エンジンチェンソー MS230
　　（40cm  スペアチェン付き）

27,500 円

29,700 円

44,000 円

~ 32,780 円

~ 20,680 円

25,080 円
~ 32,780 円

9,680 円
~ 19,580 円

29,480 円
~ 32,780 円

■充電式ドライバー

4,180 円

20212021

27,500

27,500 円27,500 27,500 円27,500

29,700

44,000

248,490

10,395

21,780 47,300

62,370

17,600

17,600

17,600 36,300

36,300

商品コード：HANKYAN017
　　　　  ～ HANKYAN019

商品コード：HANKYAN020
　　　　  ～ HANKYAN024

商品コード：HANKYAN025
　　　　  ～ HANKYAN027

商品コード：HANKYAN028
　　　　  ～ HANKYAN033

商品コード：HANKYAN034
　　　　     HANKYAN035

商品コード：HANKYAN036

商品コード：HANKYAN049

商品コード：HANKYAN004

商品コード：HANKYAN007

商品コード：
HANKYAN005 商品コード：

HANKYAN006

商品コード：HANKYAN011

商品コード：HANKYAN003

商品コード：HANKYAN062

商品コード：HANKYAN008

商品コード：HANKYAN009 商品コード：HANKYAN012商品コード：HANKYAN014

商品コード：HANKYAN010
商品コード：HANKYAN013

商品コード：
HANKYAN059

商品コード：
HANKYAN060

商品コード：
HANKYAN061

商品コード：
HANKYAN064

商品コード：
HANKYAN065

商品コード：HANKYAN066

商品コード：HANKYAN067

商品コード：HANKYAN055

※ブレードは別売となります

※記載している金額は税込になります。
期間：2021年4月1日（木）～2021年12月29日（水）

32,780

11,880
20,680

25,080
32,780

9,680
19,580

29,480
32,780

15,180

17,600 4,180

41,426

44,660

52,437

54,670

57,310

57,442



夏季 ウイルス対策

その他
防災

夏季 ウイルス対策

防災
その他

https://www.aktio.co.jp
ご用命はこちら

■アルミニウム合金製
　棚台車 CAG-F1850-Z

■ローテーティングレーザー
　RL-Ｈ5Ａ+ＬＳ８０Ｌ電池パッケージ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（三脚付き）

■ラッシングベルト
　固定側1ｍ+巻取側5ｍ
　ナローフック ３T1-5A

■ラッシングベルト
　固定側1ｍ+巻取側5ｍ
　両端アイ ３T1-5E

■ワークシューズ CP209Boa

■ミニ２槽式洗濯機 SW-A252

■電動台車 DSK-AS361B2

■スマート防犯カメラ
　ririca RLC036C

187,000 円

11,682 円

■【基陽】ワンタッチ式胴ベルト
　2丁掛け巻取式ランヤード
　1200mm、1400mm

■ドライブレコーダーミラー
　バルーチェ

■1.6kVAｲﾝﾊﾞｰﾀｰ発電機 GV-16i

■0.9kVAｲﾝﾊﾞｰﾀｰ発電機 GV-9i

■LEDヘッドライト800 型式LHL-04B

■LEDヘッドライト800 型式LHL-04G

■充電式LEDケイ･ライト プラス
　【屋外用】 型式 LWK-15H

■BFX延長コード〈漏電遮断器付〉
　【屋外用】型式 BFX-013KC

98,780 円

■充電式LED吊り下げ灯
　【屋外用】 型式 LTL-20B

■45Ｗ LED投光器
　【屋外用】 型式 ZLF-45

■マグネシウム空気電池 Watt Satt

■ポータブル電源1000W/970Whタイプ
　SKJ-MT1000SB 1000Ｗ専用ソーラーパネル

■２折充電式LED
　ハイパワーワークライト

■空気発電池　Aセット
　（電池本体+付属インバータ）

■充電式エリアライト ML810

■LEDチェンジライト
　LEH-CH3P-2G

■マルチチェンジャ－ライト
　LEN-H20MC

■ＬＥＤコネクトライン
　LECN-10J-W

■ソ－ラ－ＬＥＤセンサ－ライト
　SOL-10PIR-60K

■防災バック YBG-30R

■電撃式殺虫器
　「業務用 電撃！蚊チっと」
　型式　DGK-1P

■電撃式殺虫器
　「電撃！蚊チっと」
　型式　DGK-1H

■吸引式蚊取り器
　「蚊取り・先攻！」
　型式　KTS-1

■ネッククーラー
　スマートアイス

■【バートル】新型13V黒
　ファンバッテリーセット

10,780 円 4,378 円 5,940 円

■【バートル】フルハーネス
　対応冷感ベスト

■シャネボウ メットクーリング
　10枚セット

■エアームーバー BF531

■加湿空気清浄機 KI-JS70W

■小型気化式送風機　
　CF-200N-OZ

■光触媒式 空気清浄機
　KL-W01

31,790 円

96,250 円

■温度計・ディスペンサー
　RS-E1526

■アクリルパーテーション
　W600×H600 窓あきタイプ

　W900×H600 窓あきタイプ

■非接触型温度計・消毒機 
　ピッとシュ！

■パルスゼロメーター 2個セット

■業務エアコン用
　AT254吸着フィルター（10枚入り）

■熱中症対策キット
　YHEK-30

■リュック＆キャリー型 防災バック
　YRC-30

■スーパーダッシュバッグ
　ＢＯＸセット DBW-02S

■ポータブル冷蔵冷凍庫
　ＰＲＦ-128

■水冷服 ■気化式冷風機
　RKF406

■気化式冷風機
　RKF506

商品コード：HANKYAN047

商品コード：HANKYAN001

商品コード：HANKYAN048

商品コード：HANKYAN069

商品コード：HANKYAN079

商品コード：HANKYAN084

商品コード：HANKYAN085

商品コード：HANKYAN086

商品コード：HANKYAN087

商品コード：HANKYAN088

商品コード：HANKYAN090

商品コード：HANKYAN039 商品コード：HANKYAN040 商品コード：HANKYAN041

商品コード：HANKYAN077商品コード：HANKYAN075 商品コード：HANKYAN091

商品コード：HANKYAN092 商品コード：HANKYAN093 商品コード：HANKYAN094

商品コード：
HANKYAN095
～ HANKYAN096 商品コード：HANKYAN097 商品コード：HANKYAN098

商品コード：HANKYAN050

商品コード：HANKYAN051

商品コード：HANKYAN078

商品コード：HANKYAN057

商品コード：HANKYAN056

商品コード：HANKYAN080

商品コード：HANKYAN052

商品コード：HANKYAN053

商品コード：HANKYAN081
　　　　  ～ HANKYAN082

商品コード：HANKYAN083

商品コード：HANKYAN015

商品コード：HANKYAN016

商品コード：HANKYAN037

商品コード：HANKYAN038

商品コード：HANKYAN042

商品コード：HANKYAN043

商品コード：HANKYAN044

商品コード：HANKYAN045

商品コード：HANKYAN046

商品コード：HANKYAN054

商品コード：HANKYAN058

商品コード：HANKYAN063

商品コード：HANKYAN070

商品コード：HANKYAN071

商品コード：HANKYAN072

商品コード：HANKYAN073

商品コード：HANKYAN074

商品コード：HANKYAN076

商品コード：HANKYAN099

商品コード：HANKYAN089Mサイズ

Lサイズ

44,000 円

51,700 円

8,778 円

6,600 円

8,250 円

32,780 円

5,720 円

18,150 円

19,250 円

31,790

44,000

96,250

51,700

8,778 19,250

6,600

8,250

32,780

5,720

18,150

5,478 円 118,250 円 3,278 円

20,900 円 4,906 円 18,535 円 32,890 円
~ 39,380 円

139,590 円 258,390 円

10,780 4,378 5,940 5,478 118,250 3,278

258,39020,900 4,906 18,535 32,890
39,380

139,590

206,800 円

129,800 円

3,729 円

3,729 円

20,240 円

23,980 円
12,980 円

19,800 円

~ 20,680 円

23,980

206,800

129,800

3,729

3,729

11,682

12,980

187,000

19,800

20,240 20,680

65,780 円

6,600 円

6,600 円

27,280 円

7,678 円

21,780 円

15,180 円

44,000 円

190,080 円

4,180 円

96,580 円

32,340 円

15,950 円

20,680 円

28,050 円

12,650 円

4,378 円

8,800 円

33,000 円

98,780

65,780

6,600

6,600

27,280

7,678

21,780

15,180

44,000

190,080

4,180

96,580

32,340

15,950

20,680

28,050

12,650

4,378

8,800

33,000


