
製品カタログ レザー、ナイロン、帆布腰袋マルキン印



品名 マルキン印　ナイロン腰袋

規格 Ａ　黒 ＡⅡ　黒 Ａ　桃 ＡⅡ　桃

ナイロン腰袋

A　黒 AⅡ　黒 A　桃

製品詳細

AⅡ　桃

材質
本体：ナイロン

金具：スチール/ステン

製品サイズ 270x210x110 240x180x110 270x210x110 240x180x110

定価 ¥3,300 ¥3,000 ¥3,700 ¥3,400

JANコード 4934053151173 4934053151586 4573209901233 4573209901240

メーカー 株式会社 コヅチ

備考

水には強い素材ですが防水ではありません。

強い力で引っ張ると、縫合部、金具部よりほつれや裂ける可能性があります。

ナイロン製の為、火気に近付けないで下さい。



製品詳細

品名 マルキン印　ナイロン腰袋

規格 B　黒 BⅡ　黒 B　桃 BⅡ　桃

ナイロン腰袋

B　黒 BⅡ　黒 Ｂ　桃 BⅡ　桃

材質
本体：ナイロン

金具：スチール/ステン

製品サイズ 240x180x120 230x150x150 240x180x120 230x150x150

定価 ¥3,500 ¥3,200 ¥3,900 ¥3,600

JANコード 4934053151180 4934053151593 4573209901257 4573209901264

メーカー 株式会社 コヅチ

備考

水には強い素材ですが防水ではありません。

強い力で引っ張ると、縫合部、金具部よりほつれや裂ける可能性があります。

ナイロン製の為、火気に近付けないで下さい。



製品詳細

品名 マルキン印　レザー腰袋

規格 A　黒 AⅡ　黒 B　黒 BⅡ　黒

レザー腰袋

A　黒 AⅡ　黒 B　黒 BⅡ　黒

材質
本体：人口スウェード　人口皮革

金具：スチール/ステン

製品サイズ 270x200x40～ 240x180x40～ 245x185x120 225x155x130

定価 ¥4,100 ¥4,000 ¥4,800 ¥4,200

JANコード 4934053152330 4934053152347 4934053152477 4934053152484

メーカー 株式会社 コヅチ

備考

レザー製ですので火気等に近付けないでください。

リベット等の金属類の変形やゆるみ、糸のほつれ等の異常が生じた場合はご使用をおやめください。

ほつれなどの異常が出ましたら、ご使用を中止してください。



製品詳細

品名 マルキン印　レザー仮枠袋

規格 C　黒 CⅡ　黒

レザー仮枠袋

C　黒 CⅡ　黒

定価 ¥5,500 ¥5,300

JANコード 4934053152545 4934053152552

メーカー 株式会社 コヅチ

備考

レザー製ですので火気等に近付けないでください。

リベット等の金属類の変形やゆるみ、糸のほつれ等の異常が生じた場合はご使用をおやめください。

ほつれなどの異常が出ましたら、ご使用を中止してください。

材質
本体：人口スウェード　人口皮革

金具：スチール/ステン

製品サイズ 380x280x45 350x250x45



270x200x30～

メーカー 株式会社 コヅチ

備考
水には強い素材ですが防水ではありません。

強い力で引っ張ると、縫合部、金具部よりほつれや裂ける可能性があります。

材質
本体：６号撥水加工帆布

金具：スチール/ステン

製品サイズ

定価 ¥3,960 ¥3,960 ¥3,960 ¥3,960

JANコード 4934053152095 4934053152071 4934053152101 4934053152088

品名 マルキン印　帆布腰袋

規格 YK-01　黒 YK-02　紺 YK-03　国防 YK-04　灰

帆布腰袋

YK-01　黒 YK-02　紺 YK-03　国防

製品詳細

YK-04　灰



270x200x30～

メーカー 株式会社 コヅチ

備考
水には強い素材ですが防水ではありません。

強い力で引っ張ると、縫合部、金具部よりほつれや裂ける可能性があります。

材質
本体：６号撥水加工帆布

金具：スチール/ステン

製品サイズ

定価 ¥3,960 ¥3,960 ¥3,960 ¥3,960

JANコード 4934053152057 4934053152064 4934053152521 4934053152538

製品詳細

品名 マルキン印　帆布腰袋

規格 YK-05　白 YK-06　青 YK-13　紫 YK-14　桃

帆布腰袋

YK-05　白 YK-06　青 YK-13　紫 YK-14　桃



270x200x30～

メーカー 株式会社 コヅチ

備考
水には強い素材ですが防水ではありません。

強い力で引っ張ると、縫合部、金具部よりほつれや裂ける可能性があります。

材質
本体：６号撥水加工帆布

金具：スチール/ステン

製品サイズ

定価 ¥4,700 ¥4,700 ¥4,700 ¥4,700

JANコード 4934053151630 4934053152491 4934053152507 4934053152514

製品詳細

品名 マルキン印　帆布腰袋

規格 YK-09　黒 / 黒鰐柄 YK-10　黒 / 白蛇柄 YK-11　黒 / 黒蛇柄 YK-12　黒 / 茶蛇柄

帆布腰袋

YK-09　黒 / 黒鰐柄 YK-10　黒 / 白蛇柄 YK-11　黒 / 黒蛇柄 YK-12　黒 / 茶蛇柄



メーカー 株式会社 コヅチ

備考
水には強い素材ですが防水ではありません。

強い力で引っ張ると、縫合部、金具部よりほつれや裂ける可能性があります。

YK-17　黒 / 茶迷彩

270x200x30～

材質
本体：６号撥水加工帆布

金具：スチール/ステン

製品サイズ

定価 ¥4,700 ¥4,700 ¥4,700 ¥4,700

JANコード 4934053152606 4934053152613 4934053152620 4934053152668

製品詳細

品名 マルキン印　帆布腰袋

規格 YK-15　黒 / 緑迷彩 YK-16　黒 / 灰迷彩 YK-17　黒 / 茶迷彩 YK-18　国防 / 緑迷彩

帆布腰袋

YK-15　黒 / 緑迷彩 YK-16　黒 / 灰迷彩 YK-18　国防 / 緑迷彩



備考
水には強い素材ですが防水ではありません。

強い力で引っ張ると、縫合部、金具部よりほつれや裂ける可能性があります。

材質
本体：６号撥水加工帆布

金具：スチール/ステン

製品サイズ 270x200x30～

メーカー 株式会社 コヅチ

定価 ¥4,700 ¥4,700 ¥4,700 ¥4,700

JANコード 4934053152675 4573209902360 4573209902377 4573209902384

製品詳細

品名 マルキン印　帆布腰袋

規格 YK-19　灰 / 灰迷彩 YK-20　黒 / 茶虎柄 YK-21　紺 / 灰虎柄 YK-22　白 / 白虎柄

帆布腰袋

YK-19　灰 / 灰迷彩 YK-20　黒 / 茶虎柄 YK-21　紺 / 灰虎柄 YK-22　白 / 白虎柄



備考
水には強い素材ですが防水ではありません。

強い力で引っ張ると、縫合部、金具部よりほつれや裂ける可能性があります。

材質
本体：６号撥水加工帆布

金具：スチール/ステン

製品サイズ 270x200x30～

メーカー 株式会社 コヅチ

定価 ¥4,700 ¥4,700 ¥4,700

JANコード 4573209902391 4573209902407 4573209902414

製品詳細

品名 マルキン印　帆布腰袋

規格 YK-23　紫 / 紺和柄 YK-24　桃 / 赤和柄 YK-25　国防 / 緑和柄

帆布腰袋

YK-23　紫 / 紺和柄 YK-24　桃 / 赤和柄 YK-25　国防 / 緑和柄



メーカー

備考

株式会社 コヅチ

水には強い素材ですが防水ではありません。

強い力で引っ張ると、縫合部、金具部よりほつれや裂ける可能性があります。

材質

製品サイズ

本体：６号撥水加工帆布

金具：スチール/ステン

270x200x30～

定価 ¥4,200 ¥3,800

JANコード 4934053152118 4934053152170

品名

規格 YK-07　黒 / 補強付 YK-08　黒 / 内ポケット無し

帆布腰袋

YK-07　黒 YK-08　黒

製品詳細

マルキン印　帆布腰袋



備考
水には強い素材ですが防水ではありません。

強い力で引っ張ると、縫合部、金具部よりほつれや裂ける可能性があります。

材質
本体：６号撥水加工帆布

金具：スチール/ステン

製品サイズ 235x160x30～

メーカー 株式会社 コヅチ

定価 ¥4,000 ¥4,000 ¥4,000 ¥4,000

JANコード 4934053152200 4934053152217 4934053152224 4934053152231

品名 マルキン印　帆布腰袋　小型

規格 YKⅡ-01　黒 YKⅡ-02　紺 YKⅡ-03　国防 YKⅡ-04　灰

帆布腰袋

YKⅡ-01　黒 YKⅡ-02　紺 YKⅡ-03　国防 YKⅡ-04　灰

製品詳細



備考
水には強い素材ですが防水ではありません。

強い力で引っ張ると、縫合部、金具部よりほつれや裂ける可能性があります。

280x200x30～ 280x200x60～

材質
本体：６号撥水加工帆布

金具：スチール/ステン

製品サイズ

メーカー 株式会社 コヅチ

定価 ¥4,400 ¥5,000

JANコード 4573209902698 4573209902704

製品詳細

品名 マルキン印　帆布腰袋　角鋲無

規格 YKⅢ-01　黒 YKⅢ-01F　黒 / フタ付

帆布腰袋

YKⅢ-01　黒 YKⅢ-01F　黒 / フタ付



製品カタログ 皮製工具差しマルキン印



用途
ラチェット・モンキー

ミゼットカッター等

ラチェット・モンキー

ミゼットカッター等

ラチェット・モンキー

バール等
ハンマー・バール等

本体：牛黒床皮

金具：ステンレス / スチール / クロームメッキ

230 x 85 x 50 310 x 90 x 55 300 x 60 x 55 250 x 80 x 65

材質

製品サイズ

TK-01 TK-02 TK-03 TK-04

品名 マルキン印　黒皮工具差し

皮製工具差し

製品詳細

規格 TK-01 TK-02 TK-03 TK-04

定価 ¥1,800 ¥3,600 ¥2,940 ¥2,940

JANコード 4934053150961 4934053151661 4934053151678 4934053151685

メーカー 株式会社　コヅチ

備考

リベット等の金属類の変形やゆるみ、糸のほつれ等の異常が生じた場合はご使用をおやめください。

ほつれなどの異常が出ましたら、ご使用を中止してください。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。

用途以外のご使用はしないでください。



用途
ラチェット・モンキー

ヨセポンチ等

ラチェット・ニッパー

ドライバー等

ミゼットカッター

Ｌ型カッター等

ラチェット・モンキー

バール等

メーカー 株式会社　コヅチ

備考

リベット等の金属類の変形やゆるみ、糸のほつれ等の異常が生じた場合はご使用をおやめください。

ほつれなどの異常が出ましたら、ご使用を中止してください。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。

用途以外のご使用はしないでください。

¥1,960 ¥1,680 ¥1,340

本体：牛黒床皮

金具：ステンレス / スチール / クロームメッキ

製品サイズ 210 x 70 x 35 200 x 120 x 40 220 x 90 x 35 250 x 80 x 65

材質

皮製工具差し

JANコード 	4934053151371 4934053151388 4934053151395 4934053151401

TK-05 TK-06 TK-07 TK-08

製品詳細

品名 マルキン印　黒皮工具差し

規格 TK-05 TK-06 TK-07 TK-08

定価 ¥1,200



JANコード 4934053151326 4934053151418 4934053151975 4934053151746

材質
本体：牛黒床皮

金具：ステンレス / スチール / クロームメッキ

製品サイズ 260 x 60 x 35 270 x 90 x 40 220 x 90 x 35 300 x 60 x 30

用途
ラチェット・モンキー

バール等
折込鋸等

ラチェット・モンキー

ヨセポンチ等

ラチェット・モンキー

バール等

TK-09 TK-10 TK-11 TK-12

皮製工具差し

製品詳細

品名 マルキン印　黒皮工具差し

規格 TK-09 TK-10 TK-11 TK-12

定価 ¥1,240 ¥2,500 ¥2,500 ¥2,400

メーカー 株式会社　コヅチ

備考

リベット等の金属類の変形やゆるみ、糸のほつれ等の異常が生じた場合はご使用をおやめください。

ほつれなどの異常が出ましたら、ご使用を中止してください。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。

用途以外のご使用はしないでください。



Ｌ型カッター・Ａ型カッター

替刃等

ラチェット・モンキー

ミゼットカッター等

TK-13 TK-14 TK-15 TK-16

TK-13 TK-14 TK-15 TK-16

製品詳細

品名 マルキン印　黒皮工具差し

規格

メーカー 株式会社　コヅチ

定価 ¥2,720 ¥2,400 ¥2,600 ¥3,800

本体：牛黒床皮

金具：ステンレス / スチール / クロームメッキ

製品サイズ 230 x 85 x 50 235 x 85 x 40 215 x 70 x 50 320 x 100 x 55

用途
ラチェット・モンキー

ミゼットカッター等

ラチェット・モンキー

ミゼットカッター等

皮製工具差し

備考

リベット等の金属類の変形やゆるみ、糸のほつれ等の異常が生じた場合はご使用をおやめください。

ほつれなどの異常が出ましたら、ご使用を中止してください。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。

用途以外のご使用はしないでください。

JANコード 4934053151753 4934053151906 4934053151913 4934053152156

材質



規格 TK-17 TK-18 TK-19 TK-20

TK-17 TK-18 TK-19 TK-20

製品詳細

品名 マルキン印　黒皮工具差し

JANコード 4934053152163 4934053152255 4934053152262 4934053152279

定価 ¥3,200 ¥2,720 ¥3,400 ¥3,400

皮製工具差し

材質
本体：牛黒床皮

金具：ステンレス / スチール / クロームメッキ

製品サイズ 250 x 95 x 55 250 x 70 x 30 270 x 120 x 30 240 x 100 x 50

用途
ラチェット・モンキー

ミゼットカッター等

ペンチ・ラチェット

モンキー等

ペンチ・ニッパー

ドライバー等

ペンチ・ラチェット

モンキー等

メーカー 株式会社　コヅチ

備考

リベット等の金属類の変形やゆるみ、糸のほつれ等の異常が生じた場合はご使用をおやめください。

ほつれなどの異常が出ましたら、ご使用を中止してください。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。

用途以外のご使用はしないでください。



皮製工具差し

TK-21 TK-22 TK-23 TK-24

製品詳細

品名 マルキン印　黒皮工具差し

規格 TK-21 TK-22 TK-23 TK-24

定価 ¥3,500 ¥2,800 ¥1,800 ¥1,760

JANコード 4934053152286 4934053152293 4934053152361 4934053152378

材質
本体：牛黒床皮

金具：ステンレス / スチール / クロームメッキ

製品サイズ 315 x 85 x 35 235 x 95 x 40 260 x 60 x 35 210 x 70 x 40

用途
ポンププライヤー

ペンチ等

ミゼットカッター

ペンチ等

ラチェット・モンキー

バール等

ラチェット・モンキー

ヨセポンチ等

メーカー 株式会社　コヅチ

備考

リベット等の金属類の変形やゆるみ、糸のほつれ等の異常が生じた場合はご使用をおやめください。

ほつれなどの異常が出ましたら、ご使用を中止してください。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。

用途以外のご使用はしないでください。



皮製工具差し

TK-25 TK-26 TK-27 TK-28

製品詳細

品名 マルキン印　黒皮工具差し

規格 TK-25 TK-26 TK-27 TK-28

定価 ¥2,520 ¥3,100 ¥2,900 ¥4,600

JANコード 4934053152385 4934053152408 4934053152415 4573209901196

材質
本体：牛黒床皮

金具：ステンレス / スチール / クロームメッキ

製品サイズ 200 x 120 x 35 210 x 80 x 35 170 x 80 x 35 280 x 130 x 50

用途
ペンチ・ニッパー

ドライバー等
水平器等 水平器等

ハッカー・折尺・マーカー

ミゼットカッター等

メーカー 株式会社　コヅチ

備考

リベット等の金属類の変形やゆるみ、糸のほつれ等の異常が生じた場合はご使用をおやめください。

ほつれなどの異常が出ましたら、ご使用を中止してください。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。

用途以外のご使用はしないでください。



皮製工具差し

TK-29 TK-30 TK-31 TK-32

製品詳細

品名 マルキン印　黒皮工具差し

規格 TK-29 TK-30 TK-31 TK-32

定価 ¥2,400 ¥2,700 ¥3,000 ¥3,300

JANコード 4573209901271 4573209901288 4573209901295 4573209901950

材質
本体：牛黒床皮

金具：ステンレス / スチール / クロームメッキ

製品サイズ 220 x 45 x 30 230 x 50 x 35 250 x 50 x 35 285 x 50 x 35

用途
ライト・マーカー

ヨセポンチ等

ライト・マーカー

ヨセポンチ等

ライト・マーカー

ヨセポンチ等

ライト・マーカー

ヨセポンチ等

メーカー 株式会社　コヅチ

備考

リベット等の金属類の変形やゆるみ、糸のほつれ等の異常が生じた場合はご使用をおやめください。

ほつれなどの異常が出ましたら、ご使用を中止してください。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。

用途以外のご使用はしないでください。



皮製工具差し

TK-33 TK-34 TK-35 TK-36

製品詳細

品名 マルキン印　黒皮工具差し

規格 TK-33 TK-34 TK-35 TK-36

定価 ¥2,700 ¥4,800 ¥4,300 ¥3,400

JANコード 4573209902674 4573209902681 4573209902742 4573209902759

材質
本体：牛黒床皮

金具：ステンレス / スチール / クロームメッキ

製品サイズ 200 x 80 x 60 290 x 110 x 45 290 x 100 x 45 290 x 55 x 55

用途 ハンマー・玄能等 板金鋏・ツカミ箸等 板金鋏等 ツカミ箸等

メーカー 株式会社　コヅチ

備考

リベット等の金属類の変形やゆるみ、糸のほつれ等の異常が生じた場合はご使用をおやめください。

ほつれなどの異常が出ましたら、ご使用を中止してください。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。

用途以外のご使用はしないでください。



皮製工具差し

TK-37 TK-38 TK-39

製品詳細

品名 マルキン印　黒皮工具差し

規格 TK-37 TK-38 TK-39

定価 ¥7,000 ¥4,600 ¥4,600

JANコード 4573209903022 4573209903060 4573209903145

材質
本体：牛黒床皮

金具：ステンレス / スチール / クロームメッキ

メーカー 株式会社　コヅチ

備考

リベット等の金属類の変形やゆるみ、糸のほつれ等の異常が生じた場合はご使用をおやめください。

ほつれなどの異常が出ましたら、ご使用を中止してください。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。

用途以外のご使用はしないでください。

製品サイズ 382 x 82 x 60 288 x 123 x 66 315 x 115 x 66

用途 ノミ・曲尺等
ペンチ・ニッパー

ドライバー等

マジック、カッター

ハサミ等



皮製工具差し

TK-12-1 TK-23-1

製品詳細

品名 マルキン印　ヌメ皮工具差し

規格 TK-12-1 TK-23-1

定価 ¥3,900 ¥3,000

JANコード 4934053152354 4934053152392

材質

製品サイズ 300 x 60 x 30 260 x 60 x 35

本体：牛床皮

金具：ステンレス / スチール / クロームメッキ

用途
ラチェット・モンキー

バール等

ラチェット・モンキー

バール等

メーカー 株式会社　コヅチ

備考

リベット等の金属類の変形やゆるみ、糸のほつれ等の異常が生じた場合はご使用をおやめください。

ほつれなどの異常が出ましたら、ご使用を中止してください。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。

用途以外のご使用はしないでください。



製品カタログ 皮製工具差しマルキン印



製品詳細

ナイロン工具差し

A B C D

品名 マルキン印　ナイロン工具差し

規格 A B C D

JANコード 4934053151197 4934053151203 4934053151210 4934053151227

定価 ¥1,400 ¥1,720 ¥1,860 ¥1,600

材質
本体：ナイロン

金具：スチール / クロームメッキ

製品サイズ 230 x 80 x 35 250 x 150 x 40 250 x 120 x 70 260 x 85 x 55

備考

リベット等の金属類の変形やゆるみ、糸のほつれ等の異常が生じた場合はご使用をおやめください。

ほつれなどの異常が出ましたら、ご使用を中止してください。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。

用途以外のご使用はしないでください。

用途
ラチェット・モンキー

ミゼットカッター等

ミゼット・モンキー

ラチェット等

ラチェット・ドライバー

ミゼットカッター等

ラチェット・モンキー

ミゼットカッター等

メーカー 株式会社　コヅチ



ナイロン工具差し

E F G H

製品詳細

品名 マルキン印　ナイロン工具差し

規格 E F G H

定価 ¥1,380 ¥2,760 ¥2,440 ¥2,980

JANコード 4934053151234 4934053151920 4934053151937 4934053151944

材質
本体：ナイロン

金具：スチール / クロームメッキ

製品サイズ 260 x 55 x 35 320 x 85 x 55 310 x 60 x 50 280 x 130 x 65

メーカー 株式会社　コヅチ

備考

リベット等の金属類の変形やゆるみ、糸のほつれ等の異常が生じた場合はご使用をおやめください。

ほつれなどの異常が出ましたら、ご使用を中止してください。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。

用途以外のご使用はしないでください。

用途
ラチェット・ヨセポンチ

バール等

ラチェット・モンキー

ミゼットカッター等

ラチェット・モンキー

バール等

モンキー・ドライバー

ミゼットカッター等



製品カタログ 胴当てベルトマルキン印



製品詳細

胴当てベルト

黒鰐柄 灰鰐柄 紺鰐柄 茶鰐柄

定価 ¥5,200

JANコード 4934053151647 4934053152576 4934053152590 4934053152583

品名 マルキン印　胴当てベルト

規格 黒鰐柄 灰鰐柄 紺鰐柄 茶鰐柄

備考

本製品は作業中の腰への負担を軽減するものです。腰痛などの治療を目的とするベルトではありません。

本製品は安全帯ではありません。落下防止の目的としてのご使用は絶対にしないでください。

本製品はポリプロピレンなどの合成繊維製ですので、火気等に近付けないでください。

用途

メーカー 株式会社　コヅチ

電設・通信・配管・建設・仮枠・土木・大工・造園・その他一般作業用保護ベルト

材質
本体：ポリプロピレン

金具：スチール / クロームメッキ

製品サイズ 90 x 680 x 10



製品詳細

品名 マルキン印　胴当てベルト

規格 緑迷彩 茶迷彩 灰迷彩 黒レザー張

胴当てベルト

緑迷彩 茶迷彩 灰迷彩 黒レザー張

メーカー 株式会社　コヅチ

備考

本製品は作業中の腰への負担を軽減するものです。腰痛などの治療を目的とするベルトではありません。

本製品は安全帯ではありません。落下防止の目的としてのご使用は絶対にしないでください。

本製品はポリプロピレンなどの合成繊維製ですので、火気等に近付けないでください。

¥5,200 ¥3,200

材質
本体：ポリプロピレン

金具：スチール / クロームメッキ

製品サイズ 90 x 680 x 10

用途 電設・通信・配管・建設・仮枠・土木・大工・造園・その他一般作業用保護ベルト

定価

JANコード 4573209901219 4573209901202 	4573209901226 4573209902889



製品詳細

品名 コヅチ　胴当てベルト　マルキン印　オリジナルカラー

規格 NB-610D　茶 NB-610D　赤 NB-610D　紺 NB-610D　白

胴当てベルト

茶 赤 紺 白

メーカー 株式会社　コヅチ

備考

本製品は作業中の腰への負担を軽減するものです。腰痛などの治療を目的とするベルトではありません。

本製品は安全帯ではありません。落下防止の目的としてのご使用は絶対にしないでください。

本製品はナイロンなどの合成繊維製ですので、火気等に近付けないでください。

¥4,900

材質
本体：ナイロン

金具：スチール / クロームメッキ

製品サイズ 90 x 680 x 10

用途 電設・通信・配管・建設・仮枠・土木・大工・造園・その他一般作業用保護ベルト

定価

JANコード 4934053094630 4934053094623 4934053094555 4934053090427



製品詳細

品名 コヅチ　胴当てベルト　マルキン印　オリジナルカラー

規格 NB-610D　紫 NB-610D　桃

胴当てベルト

紫 桃

材質
本体：ナイロン

金具：スチール / クロームメッキ

製品サイズ 90 x 680 x 10

用途 電設・通信・配管・建設・仮枠・土木・大工・造園・その他一般作業用保護ベルト

定価 ¥4,900

JANコード 4934053094715 4934053094814

メーカー 株式会社　コヅチ

備考

本製品は作業中の腰への負担を軽減するものです。腰痛などの治療を目的とするベルトではありません。

本製品は安全帯ではありません。落下防止の目的としてのご使用は絶対にしないでください。

本製品はナイロンなどの合成繊維製ですので、火気等に近付けないでください。



胴当てベルト用 補助ベルト

黒 紺 赤 白

定価 ¥680

JANコード 4934053151708 4934053152323 4934053152316 4934053152309

製品詳細

品名 マルキン印　胴当てベルト用　補助ベルト

規格 黒 紺 赤 白

メーカー 株式会社　コヅチ

備考

金属類の変形やゆるみ、糸のほつれ等の異常が生じた場合はご使用をおやめください。

ナイロン製の為、火気等に近付けないでください。

ほつれなどの異常が出ましたら、ご使用を中止してください。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。

材質
本体：ナイロン / マジックテープ

金具：スチール / クロームメッキ

製品サイズ

用途 胴当てベルト、胴ベルトのダレ防止用補助ベルト



製品カタログ ハンマー、柄マルキン印



品名 マルキン印　仮枠ハンマー

仮枠ハンマー

黒　ラセン　450mm 金　ラセン　450mm 銀　ラセン　450mm

製品詳細

銅　ラセン　450mm

規格
黒　止付 / 止無　中

ラセン　450mm

金　止付 / 止無　中

ラセン　450mm

銀　止付 / 止無　中

ラセン　450mm

銅　止付 / 止無　中

ラセン　450mm

材質

製品サイズ

定価 ¥7,000 ¥8,600 ¥14,600 ¥8,100

JANコード
止付　4573209900274

止無　4573209900755

止付　4573209900458

止無　4573209900939

止付　4573209900397

止無　4573209900878

止付　4573209900335

止無　4573209900816

150x450x22～

頭：スチール / メッキ

柄：樫柄

頭：ステンレス

柄：樫柄

頭：スチール / メッキ

柄：樫柄

メーカー 金井産業　株式会社

備考

※無垢の天然木の為、商品自体の個体差があります。

水に濡れないようにして下さい。劣化やカビ、腐敗などの原因になります。

濡れた場合は、乾いたタオル等でよく拭き、乾燥させて下さい。



製品詳細

品名 マルキン印　仮枠ハンマー

仮枠ハンマー

黒　SY式　450mm 金　SY式　450mm 銀　SY式　450mm 銅　SY式　450mm

材質

製品サイズ

定価 ¥7,400 ¥9,000 ¥15,000 ¥8,500

JANコード
止付　4573209900250

止無　4573209900731

止付　4573209900434

止無　4573209900915

止付　4573209900373

止無　4573209900854

止付　4573209900311

止無　4573209900793

頭：スチール / メッキ

柄：樫柄

頭：ステンレス

柄：樫柄

頭：スチール / メッキ

柄：樫柄

150x450x22～

規格
黒　止付 / 止無　中

SY式　450mm

金　止付 / 止無　中

SY式　450mm

銀　止付 / 止無　中

SY式　450mm

メーカー 金井産業　株式会社

備考

※無垢の天然木の為、商品自体の個体差があります。

水に濡れないようにして下さい。劣化やカビ、腐敗などの原因になります。

濡れた場合は、乾いたタオル等でよく拭き、乾燥させて下さい。

銅　止付 / 止無　中

SY式　450mm



仮枠ハンマー

製品詳細

品名 マルキン印　仮枠ハンマー

規格
黒　止付 / 止無　中

蛇曲　450mm

金　止付 / 止無　中

蛇曲　450mm

銀　止付 / 止無　中

蛇曲　450mm

材質

製品サイズ

定価 ¥7,500 ¥9,100 ¥15,100 ¥8,600

JANコード
止付　4573209900298

止無　4573209900779

止付　4573209900472

止無　4573209900953

止付　4573209900410

止無　4573209900892

止付　4573209900359

止無　4573209900830

黒　蛇曲　450mm 金　蛇曲　450mm 銀　蛇曲　450mm 銅　蛇曲　450mm

銅　止付 / 止無　中

蛇曲　450mm

頭：スチール / メッキ

柄：樫柄

頭：ステンレス

柄：樫柄

頭：スチール / メッキ

柄：樫柄

150x450x22～

メーカー 金井産業　株式会社

備考

※無垢の天然木の為、商品自体の個体差があります。

水に濡れないようにして下さい。劣化やカビ、腐敗などの原因になります。

濡れた場合は、乾いたタオル等でよく拭き、乾燥させて下さい。



黒　止付 / 止無　中

ラセン　600mm

金　止付 / 止無　中

ラセン　600mm

銀　止付 / 止無　中

ラセン　600mm

銅　止付 / 止無　中

ラセン　600mm

メーカー 金井産業　株式会社

備考

※無垢の天然木の為、商品自体の個体差があります。

水に濡れないようにして下さい。劣化やカビ、腐敗などの原因になります。

濡れた場合は、乾いたタオル等でよく拭き、乾燥させて下さい。

材質

製品サイズ

頭：スチール / メッキ

柄：樫柄

頭：ステンレス

柄：樫柄

頭：スチール / メッキ

柄：樫柄

150x600x22～

定価 ¥7,700 ¥9,300 ¥15,300 ¥8,700

JANコード
止付　4573209900281

止無　4573209900762

止付　4573209900465

止無　4573209900946

止付　4573209900403

止無　4573209900885

黒　ラセン　600mm 金　ラセン　600mm 銀　ラセン　600mm 銅　ラセン　600mm

止付　4573209900342

止無　4573209900823

仮枠ハンマー

製品詳細

品名 マルキン印　仮枠ハンマー

規格



仮枠ハンマー

黒　SY式　600mm 金　SY式　600mm 銀　SY式　600mm 銅　SY式　600mm

製品詳細

品名 マルキン印　仮枠ハンマー

規格
黒　止付 / 止無　中

SY式　600mm

金　止付 / 止無　中

SY式　600mm

銀　止付 / 止無　中

SY式　600mm

銅　止付 / 止無　中

SY式　600mm

定価 ¥8,200 ¥9,800 ¥15,800 ¥9,200

JANコード
止付　4573209900267

止無　4573209900748

止付　4573209900441

止無　4573209900922

止付　4573209900380

止無　4573209900861

止付　4573209900328

止無　4573209900809

材質
頭：スチール / メッキ

柄：樫柄

頭：ステンレス

柄：樫柄

頭：スチール / メッキ

柄：樫柄

製品サイズ 150x600x22～

メーカー 金井産業　株式会社

備考

※無垢の天然木の為、商品自体の個体差があります。

水に濡れないようにして下さい。劣化やカビ、腐敗などの原因になります。

濡れた場合は、乾いたタオル等でよく拭き、乾燥させて下さい。



仮枠ハンマー

黒　蛇曲　600mm 金　蛇曲　600mm 銀　蛇曲　600mm 銅　蛇曲　600mm

製品詳細

品名 マルキン印　仮枠ハンマー

規格
黒　止付 / 止無　中

蛇曲　600mm

金　止付 / 止無　中

蛇曲　600mm

銀　止付 / 止無　中

蛇曲　600mm

銅　止付 / 止無　中

蛇曲　600mm

定価 ¥8,300 ¥9,900 ¥15,900 ¥9,300

製品サイズ 150x600x22～

メーカー 金井産業　株式会社

備考

※無垢の天然木の為、商品自体の個体差があります。

水に濡れないようにして下さい。劣化やカビ、腐敗などの原因になります。

濡れた場合は、乾いたタオル等でよく拭き、乾燥させて下さい。

JANコード
止付　4573209900304

止無　4573209900786

止付　4573209900489

止無　4573209900960

止付　4573209900427

止無　4573209900908

止付　4573209900366

止無　4573209900847

材質
頭：スチール / メッキ

柄：樫柄

頭：ステンレス

柄：樫柄

頭：スチール / メッキ

柄：樫柄



材質
頭：スチール / メッキ

柄：樫柄

頭：ステンレス

柄：樫柄

頭：スチール / メッキ

柄：樫柄

製品サイズ 150x450x22～

メーカー 金井産業　株式会社

備考

※無垢の天然木の為、商品自体の個体差があります。

水に濡れないようにして下さい。劣化やカビ、腐敗などの原因になります。

濡れた場合は、乾いたタオル等でよく拭き、乾燥させて下さい。

定価 ¥6,900 ¥8,400 ¥14,600 ¥7,600

JANコード
止付　4573209900038

止無　4573209900519

止付　4573209900212

止無　4573209900694

止付　4573209900151

止無　4573209900632

止付　4573209900090

止無　4573209900571

仮枠ハンマー

黒　ラセン　450mm 金　ラセン　450mm 銀　ラセン　450mm 銅　ラセン　450mm

製品詳細

品名 マルキン印　仮枠ハンマー

規格
黒　止付 / 止無　小

ラセン　450mm

金　止付 / 止無　小

ラセン　450mm

銀　止付 / 止無　小

ラセン　450mm

銅　止付 / 止無　小

ラセン　450mm



材質
頭：スチール / メッキ

柄：樫柄

頭：ステンレス

柄：樫柄

頭：スチール / メッキ

柄：樫柄

製品サイズ 150x450x22～

メーカー 金井産業　株式会社

備考

※無垢の天然木の為、商品自体の個体差があります。

水に濡れないようにして下さい。劣化やカビ、腐敗などの原因になります。

濡れた場合は、乾いたタオル等でよく拭き、乾燥させて下さい。

定価 ¥7,300 ¥8,800 ¥15,000 ¥8,000

JANコード
止付　4573209900014

止無　4573209900496

止付　4573209900199

止無　4573209900670

止付　4573209900137

止無　4573209900618

止付　4573209900076

止無　4573209900557

仮枠ハンマー

黒　SY式　450mm 金　SY式　450mm 銀　SY式　450mm 銅　SY式　450mm

製品詳細

品名 マルキン印　仮枠ハンマー

規格
黒　止付 / 止無　小

SY式　450mm

金　止付 / 止無　小

SY式　450mm

銀　止付 / 止無　小

SY式　450mm

銅　止付 / 止無　小

SY式　450mm



材質
頭：スチール / メッキ

柄：樫柄

頭：ステンレス

柄：樫柄

頭：スチール / メッキ

柄：樫柄

製品サイズ 150x450x22～

メーカー 金井産業　株式会社

備考

※無垢の天然木の為、商品自体の個体差があります。

水に濡れないようにして下さい。劣化やカビ、腐敗などの原因になります。

濡れた場合は、乾いたタオル等でよく拭き、乾燥させて下さい。

定価 ¥7,400 ¥8,900 ¥15,100 ¥8,100

JANコード
止付　4573209900052

止無　4573209900533

止付　4573209900175

止無　4573209900717

止付　4573209900175

止無　4573209900656

止付　4573209900113

止無　4573209900595

仮枠ハンマー

黒　蛇曲　450mm 金　蛇曲　450mm 銀　蛇曲　450mm 銅　蛇曲　450mm

製品詳細

品名 マルキン印　仮枠ハンマー

規格
黒　止付 / 止無　小

蛇曲　450mm

金　止付 / 止無　小

蛇曲　450mm

銀　止付 / 止無　小

蛇曲　450mm

銅　止付 / 止無　小

蛇曲　450mm



材質
頭：スチール / メッキ

柄：樫柄

頭：ステンレス

柄：樫柄

頭：スチール / メッキ

柄：樫柄

製品サイズ 150x600x22～

メーカー 金井産業　株式会社

備考

※無垢の天然木の為、商品自体の個体差があります。

水に濡れないようにして下さい。劣化やカビ、腐敗などの原因になります。

濡れた場合は、乾いたタオル等でよく拭き、乾燥させて下さい。

定価 ¥7,500 ¥9,000 ¥15,200 ¥8,200

JANコード
止付　4573209900045

止無　4573209900526

止付　4573209900465

止無　4573209900946

止付　4573209900403

止無　4573209900885

止付　4573209900342

止無　4573209900823

仮枠ハンマー

黒　ラセン　600mm 金　ラセン　600mm 銀　ラセン　600mm 銅　ラセン　600mm

製品詳細

品名 マルキン印　仮枠ハンマー

規格
黒　止付 / 止無　小

ラセン　600mm

金　止付 / 止無　小

ラセン　600mm

銀　止付 / 止無　小

ラセン　600mm

銅　止付 / 止無　小

ラセン　600mm



材質
頭：スチール / メッキ

柄：樫柄

頭：ステンレス

柄：樫柄

頭：スチール / メッキ

柄：樫柄

製品サイズ 150x600x22～

メーカー 金井産業　株式会社

備考

※無垢の天然木の為、商品自体の個体差があります。

水に濡れないようにして下さい。劣化やカビ、腐敗などの原因になります。

濡れた場合は、乾いたタオル等でよく拭き、乾燥させて下さい。

定価 ¥8,000 ¥9,500 ¥15,700 ¥8,700

JANコード
止付　4573209900021

止無　4573209900502

止付　4573209900205

止無　4573209900687

止付　4573209900144

止無　4573209900625

止付　4573209900083

止無　4573209900564

仮枠ハンマー

黒　SY式　600mm 金　SY式　600mm 銀　SY式　600mm 銅　SY式　600mm

製品詳細

品名 マルキン印　仮枠ハンマー

規格
黒　止付 / 止無　小

SY式　600mm

金　止付 / 止無　小

SY式　600mm

銀　止付 / 止無　小

SY式　600mm

銅　止付 / 止無　小

SY式　600mm



材質
頭：スチール / メッキ

柄：樫柄

頭：ステンレス

柄：樫柄

頭：スチール / メッキ

柄：樫柄

製品サイズ 150x600x22～

メーカー 金井産業　株式会社

備考

※無垢の天然木の為、商品自体の個体差があります。

水に濡れないようにして下さい。劣化やカビ、腐敗などの原因になります。

濡れた場合は、乾いたタオル等でよく拭き、乾燥させて下さい。

定価 ¥8,100 ¥9,600 ¥15,800 ¥8,800

JANコード
止付　4573209900069

止無　4573209900540

止付　4573209900243

止無　4573209900724

止付　4573209900182

止無　4573209900663

止付　4573209900120

止無　4573209900601

仮枠ハンマー

黒　蛇曲　600mm 金　蛇曲　600mm 銀　蛇曲　600mm 銅　蛇曲　600mm

製品詳細

品名 マルキン印　仮枠ハンマー

規格
黒　止付 / 止無　小

蛇曲　600mm

金　止付 / 止無　小

蛇曲　600mm

銀　止付 / 止無　小

蛇曲　600mm

銅　止付 / 止無　小

蛇曲　600mm



仮枠ハンマー

八角玄能　ラセン 船手玄能　ラセン 船屋玄能　ラセン 仮枠ハンマー　ラセン

製品詳細

品名 マルキン印　玄能

規格
八角玄能　ミラー

ラセン　350mm

船手玄能　ミラー

ラセン　350mm

船屋玄能　ミラー

ラセン　350mm

仮枠ハンマー　止付 / 止無

小　ラセン　350mm

定価 ¥5,600 ¥5,600 ¥6,600 ¥7,200

JANコード 4573209901394 4573209901400 4573209902728
止付

止無

4573209901417

設定無し

材質

製品サイズ

メーカー 金井産業　株式会社

備考

※無垢の天然木の為、商品自体の個体差があります。

水に濡れないようにして下さい。劣化やカビ、腐敗などの原因になります。

濡れた場合は、乾いたタオル等でよく拭き、乾燥させて下さい。

頭：スチール / メッキ

柄：樫柄

85x350x22～ 115x350x22～ 125x350x22～ 130x350x22～



備考

※無垢の天然木の為、商品自体の個体差があります。

水に濡れないようにして下さい。劣化やカビ、腐敗などの原因になります。

濡れた場合は、乾いたタオル等でよく拭き、乾燥させて下さい。

材質
頭：スチール / メッキ

柄：樫柄

製品サイズ 85x350x22～ 115x350x22～ 125x350x22～ 130x350x22～

メーカー 金井産業　株式会社

定価 ¥6,000 ¥6,000 ¥7,000 ¥7,600

JANコード 4573209901424 4573209901431 4573209902735
止付

止無

4573209901448

設定無し

仮枠ハンマー

八角玄能　SY式 船手玄能　SY式 船屋玄能　SY式 仮枠ハンマー　SY式

製品詳細

品名 マルキン印　玄能

規格
八角玄能　ミラー

SY式　350mm

船手玄能　ミラー

SY式　350mm

船屋玄能　ミラー

SY式　350mm

仮枠ハンマー　止付 / 止無

小　SY式　350mm



メーカー 金井産業　株式会社

備考

※無垢の天然木の為、商品自体の個体差があります。

水に濡れないようにして下さい。劣化やカビ、腐敗などの原因になります。

濡れた場合は、乾いたタオル等でよく拭き、乾燥させて下さい。

JANコード 4573209901363 4573209901370 4573209902711
止付

止無

4573209901387

設定無し

材質
頭：スチール / メッキ

柄：樫柄

製品サイズ 85x350x22～ 115x350x22～ 125x350x22～ 130x350x22～

規格
八角玄能　ミラー

蛇曲　350mm

船手玄能　ミラー

蛇曲　350mm

船屋玄能　ミラー

蛇曲　350mm

仮枠ハンマー　止付 / 止無

小　蛇曲　350mm

定価 ¥6,100 ¥6,100 ¥7,100 ¥7,700

仮枠ハンマー

八角玄能　蛇曲 船手玄能　蛇曲 船屋玄能　蛇曲 仮枠ハンマー　蛇曲

製品詳細

品名 マルキン印　玄能



樫材

メーカー 金井産業　株式会社

備考

※無垢の天然木の為、商品自体の個体差があります。

水に濡れないようにして下さい。劣化やカビ、腐敗などの原因になります。

濡れた場合は、乾いたタオル等でよく拭き、乾燥させて下さい。

材質

製品サイズ 30x350x22～ 30x350x22～ 35x450x22～ 35x600x22～

定価 ¥2,200 ¥2,300 ¥2,700 ¥3,400

JANコード 4573209901349 4573209901318 4989921929934 4989921929941

品名 マルキン印　樫・仮枠ハンマー柄 / 玄能柄

規格
玄能柄

ラセン　350mm

仮枠ハンマー柄

ラセン　350mm

仮枠ハンマー柄

ラセン　450mm

仮枠ハンマー柄

ラセン　600mm

仮枠ハンマー柄

製品詳細

350mm　玄能柄

350mm　仮枠柄

450mm　仮枠柄

650mm　仮枠柄



メーカー 金井産業　株式会社

備考

※無垢の天然木の為、商品自体の個体差があります。

水に濡れないようにして下さい。劣化やカビ、腐敗などの原因になります。

濡れた場合は、乾いたタオル等でよく拭き、乾燥させて下さい。

材質 樫材

製品サイズ 30x350x22～ 30x350x22～ 35x450x22～ 35x600x22～

JANコード 4573209901356 4573209901325 4989921929910 4989921929927

定価 ¥2,600 ¥2,700 ¥3,100 ¥3,900

製品詳細

品名 マルキン印　樫・仮枠ハンマー柄 / 玄能柄

規格
玄能柄

SY式　350mm

仮枠ハンマー柄

SY式　350mm

仮枠ハンマー柄

SY式　450mm

仮枠ハンマー柄

SY式　600mm

仮枠ハンマー柄

350mm　玄能柄

350mm　仮枠柄

450mm　仮枠柄

650mm　仮枠柄



メーカー 金井産業　株式会社

備考

※無垢の天然木の為、商品自体の個体差があります。

水に濡れないようにして下さい。劣化やカビ、腐敗などの原因になります。

濡れた場合は、乾いたタオル等でよく拭き、乾燥させて下さい。

材質 樫材

製品サイズ 30x350x22～ 30x350x22～ 35x450x22～ 35x600x22～

JANコード 4573209901332 4573209901301 4560480120361 4560480120378

定価 ¥2,700 ¥2,700 ¥3,100 ¥3,900

品名 マルキン印　樫・仮枠ハンマー柄 / 玄能柄

規格
玄能柄

蛇曲　350mm

仮枠ハンマー柄

蛇曲　350mm

仮枠ハンマー柄

蛇曲　450mm

仮枠ハンマー柄

蛇曲　600mm

350mm　玄能柄

350mm　仮枠柄

450mm　仮枠柄

650mm　仮枠柄

製品詳細

仮枠ハンマー柄



メーカー 金井産業　株式会社

備考

※無垢の天然木の為、商品自体の個体差があります。

水に濡れないようにして下さい。劣化やカビ、腐敗などの原因になります。

濡れた場合は、乾いたタオル等でよく拭き、乾燥させて下さい。

定価 ¥2,700 ¥3,400 ¥3,100 ¥3,800

品名 マルキン印　樫・仮枠ハンマー柄

規格
仮枠ハンマー柄

真直　350mm

仮枠ハンマー柄

角蛇曲　350mm

仮枠ハンマー柄

真直　450mm

仮枠ハンマー柄

角蛇曲　450mm

材質 樫材

製品サイズ 30x350x22～ 26x350x23～ 35x450x22～ 33x450x27～

JANコード 4573209902957 4573209903190 4573209902964 4573209903206

製品詳細

350mm　仮枠柄

仮枠ハンマー柄

450mm　仮枠柄



メーカー 金井産業　株式会社

備考

※無垢の天然木の為、商品自体の個体差があります。

水に濡れないようにして下さい。劣化やカビ、腐敗などの原因になります。

濡れた場合は、乾いたタオル等でよく拭き、乾燥させて下さい。

「巻龍」真直

材質 樫材

製品サイズ 30x350x22～ 30x350x22～ 35x450x22～ 35x450x22～

JANコード 4573209903015 4573209902988 4573209902995 4573209902933

定価 ¥14,600 ¥14,600 ¥15,000 ¥15,000

規格
仮枠ハンマー柄

「巻龍」真直　350mm

仮枠ハンマー柄

「昇龍」蛇曲　350mm

仮枠ハンマー柄

「巻龍」真直　450mm

仮枠ハンマー柄

「昇龍」蛇曲　450mm

仮枠ハンマー柄

製品詳細

品名 マルキン印　樫・仮枠ハンマー柄　昇龍 / 巻龍

「昇龍」蛇曲



製品カタログ 帆布大型電工袋マルキン印









φ27cm x t0.7mm

本体：6号帆布

鉄輪：スチール
本体：スチール材質

製品サイズ 270mm x 600mm 300mm x 600mm φ24cm x t0.7mm

備考

擦り切れ、ほつれ、穴あき等の異常が出ましたら直ちにご使用を中止して下さい。

使用方法等によって異なる為、耐荷重の目安はございません。

吊り下げ時周りや下に人や物が無いか状況をご確認下さい。

用途

メーカー 株式会社　コヅチ

建築・土木・仮設工事・配管・電工等、工具の荷積降ろし用

帆布大型工具袋

φ27cm x 60cm φ30cm x 60cm 27cm用 30cm用

JANコード 4934053152422 4934053152439 4934053152460 4934053152453

製品詳細

¥9,300 ¥10,000 ¥1,100 ¥1,200定価

品名

規格 φ27cm x 60cm φ30cm x 60cm 27cm用 30cm用

帆布大型工具袋 帆布大型工具袋用底鉄板



メーカー 株式会社　コヅチ

備考

変形、破損、等の異常が出ましたら直ちにご使用を中止して下さい。

使用方法等によって異なる為、耐荷重の目安はございません。

吊り下げ時周りや下に人や物が無いか状況をご確認下さい。

材質

製品サイズ

用途 建築・土木・仮設工事・配管・電工等、工具の荷積降ろし用

定価

JANコード 4934053152422

¥1,200

規格

製品詳細

品名

帆布大型工具袋

工具袋用大型フック

φ7mm 約165mm x 300mm

工具袋用大型フック

本体：スチール



製品カタログ ナイス スチール・アルミ工具差しマルキン印



製品詳細

品名 マルキン印　ナイス　工具差し

規格 #2328 #2300 #2302

ナイス スチール・アルミ工具差し

#2328 #2300 #2302

定価 ¥3,900 ¥3,800 ¥3,800

JANコード 4953533023281 4953533023007 4953533023021

特性
8φ軸　固定式

4穴

10φ軸　固定式

4穴

8φ軸　固定式

4穴

メーカー 株式会社　杉野工業

材質
本体：スチール / クロームメッキ

樹脂：塩化ビニール

製品サイズ 85 × 80 × 41 116 × 82 × 63 114 × 80 × 60

備考
作業用ベルトに通して固定し、工具等を引掛けます。

工業用オイル、錆取りによるお手入れを行うことでより長くお使い頂く事が出来ます。



製品詳細

品名 マルキン印　ナイス　工具差し

規格 #2301 #2316 #2319 #2009

ナイス スチール・アルミ工具差し

#2301 #2316 #2319 #2009

定価 ¥3,120 ¥3,120 ¥2,020 ¥2,020

JANコード 4953533023014 4953533023168 4953533023199 4953533020099

特性
10φ軸　固定式

２穴

10φ軸　固定式

２穴

10φ軸　固定式

２穴

10φ軸　固定式

２穴

メーカー 株式会社　杉野工業

材質
本体：スチール / クロームメッキ

樹脂：塩化ビニール

製品サイズ 110 × 41× 66 115 × 41 × 62 115 × 41 × 59 115 × 41 × 65

備考
作業用ベルトに通して固定し、工具等を引掛けます。

工業用オイル、錆取りによるお手入れを行うことでより長くお使い頂く事が出来ます。



製品詳細

品名 マルキン印　ナイス　工具差し

規格 #2008 #2321 #2304

ナイス スチール・アルミ工具差し

#2008 #2321 #2304

定価 ¥2,020 ¥2,020 ¥2,120

JANコード 4953533020082 4953533023212 4953533023045

特性
10φ軸　固定式

２穴

8φ軸　固定式

４穴

10φ軸　固定式

４穴

メーカー 株式会社　杉野工業

材質
本体：スチール / クロームメッキ

樹脂：塩化ビニール

製品サイズ 115 × 41× 65 118 × 68 × 67 116 × 68 × 72

備考
作業用ベルトに通して固定し、工具等を引掛けます。

工業用オイル、錆取りによるお手入れを行うことでより長くお使い頂く事が出来ます。



製品詳細

品名 マルキン印　ナイス　工具差し

規格 #2416 #2417 #2307 #2320

ナイス スチール・アルミ工具差し

#2416 #2417 #2307 #2320

定価 ¥2,520 ¥2,700 ¥2,700 ¥2,520

JANコード 4953533024165 4953533024172 4953533023076 4953533023205

特性
8φ軸　可倒式

4穴

10φ軸　可倒式

4穴

10φ軸　可倒式

２穴

8φ軸　可倒式

２穴

メーカー 株式会社　杉野工業

材質
本体：スチール / クロームメッキ

樹脂：塩化ビニール

製品サイズ 113 × 68× 69 115 × 68× 69 113 × 41 × 65 113 × 41 × 65

備考
作業用ベルトに通して固定し、工具等を引掛けます。

工業用オイル、錆取りによるお手入れを行うことでより長くお使い頂く事が出来ます。



製品詳細

品名 マルキン印　ナイス　工具差し

規格 #2305 #2306

ナイス スチール・アルミ工具差し

#2305 #2306

定価 ¥2,700 ¥2,520

JANコード 4953533023052 4953533023069

特性
10φ軸　可倒式

２穴

8φ軸　可倒式

２穴

メーカー 株式会社　杉野工業

材質
本体：スチール / クロームメッキ

樹脂：塩化ビニール

製品サイズ 115 × 41× 67 113 × 41 × 65

備考
作業用ベルトに通して固定し、工具等を引掛けます。

工業用オイル、錆取りによるお手入れを行うことでより長くお使い頂く事が出来ます。



製品詳細

品名 マルキン印　ナイス　工具差し

規格 #2334 #2335 #2330 #2323

ナイス スチール・アルミ工具差し

#2334 #2335 #2330 #2323

定価 ¥1,540 ¥1,740 ¥2,200 ¥2,100

JANコード 4953533023342 4953533023359 4953533023304 4953533023236

特性
8φ軸　固定式

２穴

10φ軸　固定式

２穴

8φ軸　固定式

２穴

8φ軸　固定式

２穴

メーカー 株式会社　杉野工業

材質
本体：スチール / クロームメッキ

樹脂：塩化ビニール

製品サイズ 83 × 41 × 41 83 × 41× 40 83 × 41× 40 83 × 41 × 42

備考
作業用ベルトに通して固定し、工具等を引掛けます。

工業用オイル、錆取りによるお手入れを行うことでより長くお使い頂く事が出来ます。



ナイス スチール・アルミ工具差し

#2308 #2350 #2318 #2333

製品詳細

品名 マルキン印　ナイス　工具差し

規格 #2308 #2350 #2318 #2333

材質
本体：スチール / クロームメッキ

樹脂：塩化ビニール

製品サイズ 83 × 41 × 41 83 × 41 × 33 83 × 41 × 48 83 × 41 × 48

定価 ¥2,280 ¥2,160 ¥2,840 ¥2,640

JANコード 4953533023083 4953533023502 4953533023182 	4953533023335

備考
作業用ベルトに通して固定し、工具等を引掛けます。

工業用オイル、錆取りによるお手入れを行うことでより長くお使い頂く事が出来ます。

特性
8φ軸　固定式

２穴

6φ軸　固定式

２穴

8φ軸　可倒式

２穴

8φ軸　可倒式

２穴

メーカー 株式会社　杉野工業



ナイス スチール・アルミ工具差し

#2325 #2326

定価 ¥3,500 ¥3,300

#2327

製品詳細

品名 マルキン印　ナイス　工具差し

規格 #2325 #2326 #2327

材質
本体：アルミ

止具：スチール / クロームメッキ

製品サイズ 116 × 46 × 68 114 × 46 × 68 114 × 46 × 68

¥3,500

JANコード 4953533023250 4953533023267 4953533023274

特性
10φ軸　固定式

２穴

10φ軸　固定式

２穴

10φ軸　固定式

２穴

メーカー 株式会社　杉野工業

備考
作業用ベルトに通して固定し、工具等を引掛けます。

工業用オイル、錆取りによるお手入れを行うことでより長くお使い頂く事が出来ます。



製品詳細

品名 マルキン印　ナイス　工具差し

#2317 #2447

備考
作業用ベルトに通して固定し、工具等を引掛けます。

工業用オイル、錆取りによるお手入れを行うことでより長くお使い頂く事が出来ます。

製品サイズ 116 × 46 × 68 116 × 46 × 68 116 × 68 × 72

特性
10φ軸　可倒式

２穴

10φ軸　可倒式

２穴

10φ軸　可倒式

４穴

JANコード 4953533023151 4953533023175 4953533024479

材質

メーカー 株式会社　杉野工業

本体：アルミ

止具：スチール / クロームメッキ

規格 #2315 #2317 #2447

定価 ¥3,380 ¥3,380 ¥3,380

ナイス スチール・アルミ工具差し

#2315



製品詳細

品名 マルキン印　ナイス　工具差し

規格 #2343 #2344 #2361 #2314

ナイス スチール・アルミ工具差し

#2343 #2344 #2361 #2314

定価 ¥1,220 ¥1,220 ¥1,520 ¥1,320

JANコード 4953533023434 4953533023441 4953533023618 4953533023144

特性
7φ軸

曲尺、脱落防止等
曲尺、コンベックス等 水平器等 水平器等

メーカー 株式会社　杉野工業

材質
本体：スチール / クロームメッキ

樹脂：塩化ビニール

製品サイズ 83 × 41× 24 83 × 41× 20 85 × 40 × 46 85 × 40 × 46

備考
作業用ベルトに通して固定し、工具等を引掛けます。

工業用オイル、錆取りによるお手入れを行うことでより長くお使い頂く事が出来ます。



製品詳細

品名 マルキン印　ナイス　工具差し

規格 #2354 #2353 #2310 #2070

ナイス スチール・アルミ工具差し

#2354 #2353 #2310 #2070

定価 ¥2,300 ¥2,300 ¥1,220 ¥1,080

JANコード 4953533023540 4953533023533 4953533023106 4953533020709

備考
作業用ベルトに通して固定し、工具等を引掛けます。

工業用オイル、錆取りによるお手入れを行うことでより長くお使い頂く事が出来ます。

特性
7φ軸

工具差し用アタッチメント

7φ軸

工具差し用アタッチメント

5φ軸

ラチェット、ハンマー等

4φ、5φ軸

ラチェット、ハンマー等

メーカー 株式会社　杉野工業

材質
本体：スチール / クロームメッキ

樹脂：塩化ビニール

製品サイズ 65 × 80 × 25 75 × 80 × 25 83 × 110 × 58 83 × 100 × 51



メーカー 株式会社　杉野工業

備考
作業用ベルトに通して固定し、工具等を引掛けます。

工業用オイル、錆取りによるお手入れを行うことでより長くお使い頂く事が出来ます。

材質
本体：スチール / クロームメッキ

樹脂：塩化ビニール

製品サイズ 83 × 65 × 51 100 × 55 × 68 100 × 41× 65 100 × 41× 56

特性 ハンマー、玄能等 7φ軸　2穴 7φ軸　2穴 7φ軸　2穴

定価 ¥1,660 ¥2,100 ¥1,760 ¥1,100

JANコード 4953533023526 4953533023472 4953533023458 4953533023571

ナイス スチール・アルミ工具差し

#2352 #2347 #2345 #2357

製品詳細

品名 マルキン印　ナイス　工具差し

規格 #2352 #2347 #2345 #2357



特性 7φ軸　2穴 7φ軸　2穴 7φ軸　2穴

メーカー 株式会社　杉野工業

備考
作業用ベルトに通して固定し、工具等を引掛けます。

工業用オイル、錆取りによるお手入れを行うことでより長くお使い頂く事が出来ます。

JANコード 4953533023496 4953533023298 4953533023687

材質
本体：スチール / クロームメッキ

樹脂：塩化ビニール

製品サイズ 102 × 59× 50 102 × 43 × 54 102 × 39 × 43

製品詳細

品名 マルキン印　ナイス　工具差し

規格 #2349 #2329 #2368

定価 ¥1,920 ¥1,880 ¥2,100

ナイス スチール・アルミ工具差し

#2349 #2329 #2368



メーカー 株式会社　杉野工業

備考
作業用ベルトに通して固定し、工具等を引掛けます。

工業用オイル、錆取りによるお手入れを行うことでより長くお使い頂く事が出来ます。

材質
本体：スチール / クロームメッキ

樹脂：塩化ビニール

製品サイズ 145 × 41 × 98 180 × 41 × 88 106 × 41 × 41 106 × 41 × 40

特性
8φ軸

インパクトドライバー等

5φ軸

両口ラチェット等

5φ軸

ギアレンチ等

5φ軸

落下防止、引っ掛け等

定価 ¥2,640 ¥2,400 ¥2,200 ¥1,540

JANコード 4953533023519 4953533023601 4953533023700 4953533023717

ナイス スチール・アルミ工具差し

#2351 #2360 #2370 #2371

製品詳細

品名 マルキン印　ナイス　工具差し

規格 #2351 #2360 #2370 #2371



特性
7φ軸

充電ドライバー等

5φ軸

ビニールテープフッカー

5φ軸

養生、布テープフッカー

メーカー 株式会社　杉野工業

備考
作業用ベルトに通して固定し、工具等を引掛けます。

工業用オイル、錆取りによるお手入れを行うことでより長くお使い頂く事が出来ます。

JANコード 4953533023090 4953533023564 4953533023588

材質
本体：スチール / クロームメッキ

樹脂：塩化ビニール

製品サイズ 125 × 41 × 75 160 × 48× 44 160 × 48× 44

製品詳細

品名 マルキン印　ナイス　工具差し

規格 #2309 #2356 #2358

定価 ¥2,700 ¥1,900 ¥1,900

ナイス スチール・アルミ工具差し

#2309 #2356 #2358



メーカー 株式会社　杉野工業

備考
作業用ベルトに通して固定し、工具等を引掛けます。

工業用オイル、錆取りによるお手入れを行うことでより長くお使い頂く事が出来ます。

材質
本体：スチール / クロームメッキ

樹脂：塩化ビニール

製品サイズ 175× 41× 48 175 × 41× 63 175 × 60 × 80

特性 ペン、マーカー等 ペン、マーカー等 ハンマー等

定価 ¥3,160 ¥3,220 ¥3,440

JANコード 4953533023137 4953533023120 4953533023113

ナイス スチール・アルミ工具差し

#2313 #2312 #2311

製品詳細

品名 マルキン印　ナイス　工具差し

規格 #2313 #2312 #2311



特性 ペン、マーカー、差金等 ペン、マーカー、差金等 ペン、マーカー、差金等 ペン、マーカー、差金等

メーカー 株式会社　杉野工業

備考
作業用ベルトに通して固定し、工具等を引掛けます。

工業用オイル、錆取りによるお手入れを行うことでより長くお使い頂く事が出来ます。

JANコード 4953533023656 4953533023649 4953533023625 4953533023632

材質
本体：スチール / クロームメッキ

樹脂：塩化ビニール

製品サイズ 193× 47× 36 141× 47× 43 134× 47× 31 134× 47× 37

製品詳細

品名 マルキン印　ナイス　工具差し

規格 #2365 #2364 #2362 #2363

定価 ¥2,920 ¥2,800 ¥2,720 ¥2,760

ナイス スチール・アルミ工具差し

#2365 #2364 #2362 #2363



メーカー 株式会社　杉野工業

備考
作業用ベルトに通して固定し、工具等を引掛けます。

工業用オイル、錆取りによるお手入れを行うことでより長くお使い頂く事が出来ます。

材質
本体：スチール / クロームメッキ

樹脂：塩化ビニール

製品サイズ 135× 28× 38 135× 33× 45 84 × 34 × 31 86 × 31× 23

特性 ペン、マーカー、差金等 ペン、マーカー、差金等
4φ軸

M22ヨセポンチ用

4φ軸

M20ヨセポンチ用

定価 ¥2,720 ¥2,760 ¥1,320 ¥1,260

JANコード 4953533023724 4953533023731 4953533023380 4953533023373

ナイス スチール・アルミ工具差し

#2372 #2373 #2338 #2337

製品詳細

品名 マルキン印　ナイス　工具差し

規格 #2372 #2373 #2338 #2337



特性
4φ軸

M24ヨセポンチ用
モンキー他

4φ軸

M22ヨセポンチ用

4φ軸

M20ヨセポンチ用

メーカー 株式会社　杉野工業

備考
作業用ベルトに通して固定し、工具等を引掛けます。

工業用オイル、錆取りによるお手入れを行うことでより長くお使い頂く事が出来ます。

JANコード 4953533023366 4953533023663 4953533023489 4953533023465

材質
本体：スチール / クロームメッキ

樹脂：塩化ビニール

製品サイズ 85 × 37 × 29 84 × 47 × 31 85 × 33× 35 85 × 37× 39

製品詳細

品名 マルキン印　ナイス　工具差し

規格 #2336 #2366 #2348 #2346

定価 ¥1,440 ¥2,120 ¥1,360 ¥1,480

ナイス スチール・アルミ工具差し

#2336 #2366 #2348 #2346



メーカー 株式会社　杉野工業

備考
作業用ベルトに通して固定し、工具等を引掛けます。

工業用オイル、錆取りによるお手入れを行うことでより長くお使い頂く事が出来ます。

材質
本体：スチール / クロームメッキ

樹脂：塩化ビニール

製品サイズ 89 × 87 × 54 89 × 90 × 36

特性
4φ軸

M20,M22ヨセポンチ用

4φ軸

M20,M22ヨセポンチ用

定価 ¥3,700 ¥2,640

JANコード 4953533023595 4953533023328

ナイス スチール・アルミ工具差し

#2359 #2332

製品詳細

品名 マルキン印　ナイス　工具差し

規格 #2359 #2332



ナイス スチール・アルミ工具差し

#2339 #2340 #2324 #2322

製品詳細

品名 マルキン印　ナイス　工具差し

規格 #2339 #2340 #2324 #2322

定価 ¥1,760 ¥1,760 ¥1,100 ¥1,220

JANコード 4953533023397 4953533023403 4953533023243 4953533023229

材質
本体：スチール / クロームメッキ

樹脂：塩化ビニール

製品サイズ 82 × 48× 33 72 × 48× 35 80 × 40 114 × 58

特性
4φ軸

曲尺、釘打機等

4φ軸

曲尺、釘打機等
8φ軸 8φ軸

メーカー 株式会社　杉野工業

備考
作業用ベルトに通して固定し、工具等を引掛けます。

工業用オイル、錆取りによるお手入れを行うことでより長くお使い頂く事が出来ます。



ナイス スチール・アルミ工具差し

#2355 #2341 #2342

製品詳細

品名 マルキン印　ナイス　工具差し

規格 #2355 #2341 #2342

定価 ¥1,660 ¥1,660 ¥1,660

JANコード 4953533023557 4953533023410 4953533023427

材質
本体：スチール / クロームメッキ

樹脂：塩化ビニール

製品サイズ 30 × 55 × 30 49 × 55 × 13 49 × 63 × 14

特性
5φ軸

ハーネス用アタッチメント

5φ軸

ハーネス用アタッチメント

5φ軸

ハーネス用アタッチメント

メーカー 株式会社　杉野工業

備考
作業用ベルトに通して固定し、工具等を引掛けます。

工業用オイル、錆取りによるお手入れを行うことでより長くお使い頂く事が出来ます。



ナイス スチール・アルミ工具差し

#2048 #2049 #2510 #2511

製品詳細

品名 マルキン印　ナイス　工具差し

規格 #2048 #2049 #2510 #2511

定価 ¥920 ¥620 ¥1,700 ¥1,660

JANコード 4953533020488 4953533020495 4953533025100 4953533025117

メーカー 株式会社　杉野工業

備考
作業用ベルトに通して固定し、工具等を引掛けます。

工業用オイル、錆取りによるお手入れを行うことでより長くお使い頂く事が出来ます。

材質 本体：アルミ 本体：スチール / クロームメッキ

製品サイズ 83 × 41× 2 83 × 41× 2 300 × 28 × 22 240 × 28 × 22

特性
エル・プレート

Ｄ環止め

エル・プレート

Ｄ環止め
セパレータガイド セパレータガイド



製品カタログ TOP　両口ラチェットマルキン印



材質

製品サイズ 305 x 40 x 50

本体：スチール

クロームメッキ

本体：スチール

カチオン塗装

本体：スチール

クロームメッキ

本体：スチール

カチオン塗装

備考

ボルト、ナットに合ったサイズを使用し、斜掛、浅掛、打撃による無理な締め付け等、過大な力を加えないで下さい。

高所での作業、使用をするときは、安全ひも等の落下防止策をして下さい。

工具の使用目的以外には使用しないでください。

用途

メーカー トップ工業 株式会社

ボルト、ナットの緩め締め付け、番線縛り

マルキン印　TOP　シノ付き両口ラチェットレンチ

規格 RM-17X21NSF RM-17X21NSF-BK RM-17X21NSF-SV RM-17X21NBT-BK

シノ付き両口ラチェットレンチ

RM-17X21NSF RM-17X21NSF-BK RM-17X21NSF-SV RM-17X21NBT-BK

製品詳細

¥4,600 ¥5,000 ¥7,000 ¥6,600定価

JANコード 4975180383303 4991347185054 	4991347185061 4991347185047

品名



¥5,700

本体：スチール

カチオン塗装

本体：スチール

カチオン塗装

メーカー トップ工業 株式会社

備考

ボルト、ナットに合ったサイズを使用し、斜掛、浅掛、打撃による無理な締め付け等、過大な力を加えないで下さい。

高所での作業、使用をするときは、安全ひも等の落下防止策をして下さい。

工具の使用目的以外には使用しないでください。

材質

製品サイズ

用途 ボルト、ナットの緩め締め付け、番線縛り

定価

JANコード 4991347185078 4991347185085

¥5,000

シノ付き両口ラチェットレンチ

RM-17X21N-BK RM-17X21NS-BK

製品詳細

品名 マルキン印　TOP　シノ付き両口ラチェットレンチ

規格 RM-17X21N-BK RM-17X21NS-BK

305 x 40 x 50



製品カタログ TONE　シノ付メガネレンチマルキン印



製品詳細

シノ付メガネレンチ

SMN-16(27) SMN-20(32) SMN-22(36) SMN-22S(36)

品名 ＴＯＮＥ　シノ付メガネレンチ

規格 SMN-16(27) メッキ SMN-20(32) メッキ SMN-22(36) メッキ SMN-22S(36) メッキ

JANコード 4953488277548 4953488277555 4953488277562 4953488394986

¥3,985 ¥4,730 ¥7,215 ¥7,200定価

材質
本体：構造用鋼

メッキ：無電解ニッケルメッキ

製品サイズ 345 x 42 x 50 380 x 48 x 60 470 x 55 x 68 380 x 55 x 67

備考

強い衝撃を与えますと変形する恐れがあります。

製品に違和感を感じた場合はご使用をおやめください。

用途以外でのご使用はしないでください。

用途

メーカー ＴＯＮＥ株式会社

ハイテンションボルト・ナットの締め付け



製品詳細

品名 ＴＯＮＥ　シノ付メガネレンチ

規格 SMN-24(41) メッキ SMN-30M(30) メッキ

シノ付メガネレンチ

SMN-24(41) SMN-30M(30)

JANコード 4953488402674 4953488280135

定価 ¥9,000 ¥4,730

用途 ハイテンションボルト・ナットの締め付け

メーカー ＴＯＮＥ株式会社

備考

強い衝撃を与えますと変形する恐れがあります。

製品に違和感を感じた場合はご使用をおやめください。

用途以外でのご使用はしないでください。

材質
本体：構造用鋼

メッキ：無電解ニッケルメッキ

製品サイズ 545 x 60 x 76 380 x 48 x 63



製品詳細

品名 ＴＯＮＥ　シノ付メガネレンチ

規格 SMN-16(27) 金総磨き SMN-20(32) 金総磨き SMN-22(36) 金総磨き SMN-22S(36) 金総磨き

シノ付メガネレンチ

SMN-16(27) SMN-20(32) SMN-22(36) SMN-22S(36)

JANコード 4573209901073 4573209901080 4573209901097 設定無し

定価 ¥10,380 ¥11,320 ¥14,700 ¥14,400

用途 ハイテンションボルト・ナットの締め付け

メーカー ＴＯＮＥ株式会社

備考

強い衝撃を与えますと変形する恐れがあります。

製品に違和感を感じた場合はご使用をおやめください。

用途以外でのご使用はしないでください。

材質
本体：構造用鋼

メッキ：純金メッキ

製品サイズ 345 x 42 x 50 380 x 48 x 60 470 x 55 x 68 380 x 55 x 67



製品詳細

品名 ＴＯＮＥ　シノ付メガネレンチ

規格 SMN-24(41) 金総磨き SMN-30M(30) 金総磨き

シノ付メガネレンチ

SMN-24(41) SMN-30M(30)

JANコード 設定無し 4573209901103

定価 ¥16,940 ¥11,320

用途 ハイテンションボルト・ナットの締め付け

メーカー ＴＯＮＥ株式会社

備考

強い衝撃を与えますと変形する恐れがあります。

製品に違和感を感じた場合はご使用をおやめください。

用途以外でのご使用はしないでください。

材質
本体：構造用鋼

メッキ：純金メッキ

製品サイズ 545 x 60 x 76 380 x 48 x 63



用途 ハイテンションボルト・ナットの締め付け

メーカー ＴＯＮＥ株式会社

備考

強い衝撃を与えますと変形する恐れがあります。

製品に違和感を感じた場合はご使用をおやめください。

用途以外でのご使用はしないでください。

JANコード 4573209901035 4573209901042 4573209901059 設定無し

材質
本体：構造用鋼

メッキ：クロームメッキ

製品サイズ 345 x 42 x 50 380 x 48 x 60 470 x 55 x 68 380 x 55 x 67

製品詳細

品名 ＴＯＮＥ　シノ付メガネレンチ

規格 SMN-16(27) 銀総磨き SMN-20(32) 銀総磨き SMN-22(36) 銀総磨き SMN-22S(36) 銀総磨き

定価 ¥7,380 ¥8,320 ¥11,700 ¥11,400

シノ付メガネレンチ

SMN-16(27) SMN-20(32) SMN-22(36) SMN-22S(36)



用途 ハイテンションボルト・ナットの締め付け

メーカー ＴＯＮＥ株式会社

備考

強い衝撃を与えますと変形する恐れがあります。

製品に違和感を感じた場合はご使用をおやめください。

用途以外でのご使用はしないでください。

JANコード 設定無し 4573209901066

材質
本体：構造用鋼

メッキ：クロームメッキ

製品サイズ 545 x 60 x 76 380 x 48 x 63

製品詳細

品名 ＴＯＮＥ　シノ付メガネレンチ

規格 SMN-24(41) 銀総磨き SMN-30M(30) 銀総磨き

定価 ¥13,940 ¥8,320

シノ付メガネレンチ

SMN-24(41) SMN-30M(30)



用途 ハイテンションボルト・ナットの締め付け

メーカー ＴＯＮＥ株式会社

備考

強い衝撃を与えますと変形する恐れがあります。

製品に違和感を感じた場合はご使用をおやめください。

用途以外でのご使用はしないでください。

JANコード 4573209901110 4573209901127 4573209901134 設定無し

材質
本体：構造用鋼

メッキ：銅メッキ

製品サイズ 345 x 42 x 50 380 x 48 x 60 470 x 55 x 68 380 x 55 x 67

製品詳細

品名 ＴＯＮＥ　シノ付メガネレンチ

規格 SMN-16(27) 銅総磨き SMN-20(32) 銅総磨き SMN-22(36) 銅総磨き SMN-22S(36) 銅総磨き

定価 ¥10,380 ¥11,320 ¥14,700 ¥14,400

シノ付メガネレンチ

SMN-16(27) SMN-20(32) SMN-22(36) SMN-22S(36)



用途 ハイテンションボルト・ナットの締め付け

メーカー ＴＯＮＥ株式会社

備考

強い衝撃を与えますと変形する恐れがあります。

製品に違和感を感じた場合はご使用をおやめください。

用途以外でのご使用はしないでください。

JANコード 設定無し 4573209901141

材質
本体：構造用鋼

メッキ：銅メッキ

製品サイズ 545 x 60 x 76 380 x 48 x 63

製品詳細

品名 ＴＯＮＥ　シノ付メガネレンチ

規格 SMN-24(41) 銅総磨き SMN-30M(30) 銅総磨き

定価 ¥16,940 ¥11,320

シノ付メガネレンチ

SMN-24(41) SMN-30M(30)



用途 ハイテンションボルト・ナットの締め付け

メーカー ＴＯＮＥ株式会社

備考

強い衝撃を与えますと変形する恐れがあります。

製品に違和感を感じた場合はご使用をおやめください。

用途以外でのご使用はしないでください。

JANコード 4573209901158 4573209901165 4573209901172 設定無し

材質
本体：構造用鋼

メッキ：黒ニッケルメッキ

製品サイズ 345 x 42 x 50 380 x 48 x 60 470 x 55 x 68 380 x 55 x 67

製品詳細

品名 ＴＯＮＥ　シノ付メガネレンチ

規格 SMN-16(27) ガンメタ SMN-20(32) ガンメタ SMN-22(36) ガンメタ SMN-22S(36) ガンメタ

定価 ¥10,380 ¥11,320 ¥14,700 ¥14,400

シノ付メガネレンチ

SMN-16(27) SMN-20(32) SMN-22(36) SMN-22S(36)



用途 ハイテンションボルト・ナットの締め付け

メーカー ＴＯＮＥ株式会社

備考

強い衝撃を与えますと変形する恐れがあります。

製品に違和感を感じた場合はご使用をおやめください。

用途以外でのご使用はしないでください。

JANコード 設定無し 4573209901189

材質
本体：構造用鋼

メッキ：黒ニッケルメッキ

製品サイズ 545 x 60 x 76 380 x 48 x 63

製品詳細

品名 ＴＯＮＥ　シノ付メガネレンチ

規格 SMN-24(41) ガンメタ SMN-30M(30) ガンメタ

定価 ¥16,940 ¥11,320

シノ付メガネレンチ

SMN-24(41) SMN-30M(30)



製品カタログ 落下防止チェーン/コードマルキン印



耐荷重(約) 150kg 100kg 200kg 3kg

材質

製品サイズ(約) 全長 30cm 全長 30cm 全長 30cm 最大伸長 60cm

本体：ステンレス

フック：ステンレス

本体：ポリウレタン

フック：ステンレス

メーカー 金井産業 株式会社

備考

耐荷重は静荷重による参考データです。絶対値ではありませんので余裕を持たせてご使用下さい。

急激に荷重を掛ける、ねじってのご使用、牽引、吊り下げでの使用はしないで下さい。

傷ついたり、変形した場合はご使用を中止して下さい。

定価 ¥1,700 ¥1,500 ¥1,600 ¥4,800

JANコード 4573209903077 4573209903084 4573209903091 4573209903107

品名 マルキン印　落下防止チェーン/コード

規格 EK-01 EK-02 EK-03 EK-04

落下防止チェーン/コード

EK-01 EK-02 EK-03

製品詳細

EK-04



メーカー 金井産業 株式会社

備考

耐荷重は静荷重による参考データです。絶対値ではありませんので余裕を持たせてご使用下さい。

急激に荷重を掛ける、ねじってのご使用、牽引、吊り下げでの使用はしないで下さい。

傷ついたり、変形した場合はご使用を中止して下さい。

耐荷重(約) 60kg 140kg

材質
本体：アルミ

フック：ステンレス

製品サイズ(約) 30cm 30cm

定価 ¥1,300 ¥1,400

JANコード 4573209903169 4573209903176

落下防止チェーン/コード

製品詳細

品名 マルキン印　落下防止チェーン/コード

規格 EK-05 EK-06

EK-05 EK-06



製品カタログ 各命札マルキン印



AK-04　社長

備考

強い衝撃を与えると変形する恐れがあります。

機械加工、機械研磨の為、ごくまれにトゲや角が立っている場合があります。

火気に近づけますと本体が熱くなり大変危険です。

用途

メーカー 株式会社　明治維新商店

キーホルダー、ストラップ

材質
本体：ステンレス

金具、ストラップ：スチール / ナイロン

製品サイズ 18 x 38 x 1.0

各命札

AK-01 AK-02 AK-03 AK-04

製品詳細

定価 ¥600

JANコード 4573209901455 4573209901462 4573209901479 4573209901486

品名 マルキン印　各命札

規格 AK-01　日本 AK-02　国産 AK-03　会長



メーカー 株式会社　明治維新商店

備考

強い衝撃を与えると変形する恐れがあります。

機械加工、機械研磨の為、ごくまれにトゲや角が立っている場合があります。

火気に近づけますと本体が熱くなり大変危険です。

材質
本体：ステンレス

金具、ストラップ：スチール / ナイロン

製品サイズ 18 x 38 x 1.0

用途 キーホルダー、ストラップ

定価 ¥600

JANコード 4573209901493 4573209901509 4573209901516 4573209901523

製品詳細

品名 マルキン印　各命札

規格 AK-05　専務 AK-06　部長 AK-07　取締役 AK-08　初代

各命札

AK-05 AK-06 AK-07 AK-08



メーカー 株式会社　明治維新商店

備考

強い衝撃を与えると変形する恐れがあります。

機械加工、機械研磨の為、ごくまれにトゲや角が立っている場合があります。

火気に近づけますと本体が熱くなり大変危険です。

材質
本体：ステンレス

金具、ストラップ：スチール / ナイロン

製品サイズ 18 x 38 x 1.0

用途 キーホルダー、ストラップ

定価 ¥600

JANコード 4573209901530 4573209901547 4573209901554 4573209901561

品名 マルキン印　各命札

規格 AK-09　二代目 AK-10　跡継 AK-11　親分 AK-12　監督

AK-09 AK-10 AK-11 AK-12

製品詳細

各命札



メーカー 株式会社　明治維新商店

備考

強い衝撃を与えると変形する恐れがあります。

機械加工、機械研磨の為、ごくまれにトゲや角が立っている場合があります。

火気に近づけますと本体が熱くなり大変危険です。

材質
本体：ステンレス

金具、ストラップ：スチール / ナイロン

製品サイズ 18 x 38 x 1.0

用途 キーホルダー、ストラップ

定価 ¥600

JANコード 4573209901578 4573209901585 4573209901592 4573209901608

品名 マルキン印　各命札

規格 AK-13　親方 AK-14　兄貴 AK-15　大将 AK-16　店長

AK-13 AK-14 AK-15 AK-16

製品詳細

各命札



メーカー 株式会社　明治維新商店

備考

強い衝撃を与えると変形する恐れがあります。

機械加工、機械研磨の為、ごくまれにトゲや角が立っている場合があります。

火気に近づけますと本体が熱くなり大変危険です。

材質
本体：ステンレス

金具、ストラップ：スチール / ナイロン

製品サイズ 18 x 38 x 1.0

用途 キーホルダー、ストラップ

定価 ¥600

JANコード 4573209901615 4573209901622 4573209901639 4573209901646

品名 マルキン印　各命札

規格 AK-17　所長 AK-18　師匠 AK-19　職人 AK-20　鳶

AK-17 AK-18 AK-19 AK-20

製品詳細

各命札



メーカー 株式会社　明治維新商店

備考

強い衝撃を与えると変形する恐れがあります。

機械加工、機械研磨の為、ごくまれにトゲや角が立っている場合があります。

火気に近づけますと本体が熱くなり大変危険です。

材質
本体：ステンレス

金具、ストラップ：スチール / ナイロン

製品サイズ 18 x 38 x 1.0

用途 キーホルダー、ストラップ

定価 ¥600

JANコード 4573209901653 4573209901660 4573209901677 4573209901684

品名 マルキン印　各命札

規格 AK-21　鉄筋工 AK-22　土建屋 AK-23　解体工 AK-24　設備工

AK-21 AK-22 AK-23 AK-24

製品詳細

各命札



メーカー 株式会社　明治維新商店

備考

強い衝撃を与えると変形する恐れがあります。

機械加工、機械研磨の為、ごくまれにトゲや角が立っている場合があります。

火気に近づけますと本体が熱くなり大変危険です。

材質
本体：ステンレス

金具、ストラップ：スチール / ナイロン

製品サイズ 18 x 38 x 1.0

用途 キーホルダー、ストラップ

定価 ¥600

JANコード 4573209901691 4573209901707 4573209901714 4573209901721

品名 マルキン印　各命札

規格 AK-25　溶接工 AK-26　防水工 AK-27　内装屋 AK-28　板金工

AK-25 AK-26 AK-27 AK-28

製品詳細

各命札



各命札

AK-29 AK-30 AK-31 AK-32

製品詳細

品名 マルキン印　各命札

規格 AK-29　塗装工 AK-30　大工 AK-31　左官屋 AK-32　運転手

定価 ¥600

JANコード 4573209901738 4573209901745 4573209901752 4573209901769

材質
本体：ステンレス

金具、ストラップ：スチール / ナイロン

製品サイズ 18 x 38 x 1.0

用途 キーホルダー、ストラップ

メーカー 株式会社　明治維新商店

備考

強い衝撃を与えると変形する恐れがあります。

機械加工、機械研磨の為、ごくまれにトゲや角が立っている場合があります。

火気に近づけますと本体が熱くなり大変危険です。



各命札

AK-33 AK-34 AK-35 AK-36

製品詳細

品名 マルキン印　各命札

規格 AK-33　電気工 AK-34　石屋 AK-35　硝子屋 AK-36　軽天屋

定価 ¥600

JANコード 4573209901776 4573209901783 4573209901790 4573209901806

材質
本体：ステンレス

金具、ストラップ：スチール / ナイロン

製品サイズ 18 x 38 x 1.0

用途 キーホルダー、ストラップ

メーカー 株式会社　明治維新商店

備考

強い衝撃を与えると変形する恐れがあります。

機械加工、機械研磨の為、ごくまれにトゲや角が立っている場合があります。

火気に近づけますと本体が熱くなり大変危険です。



各命札

AK-37 AK-38 AK-39 AK-40

製品詳細

品名 マルキン印　各命札

規格 AK-37　鉄骨工 AK-38　建築士 AK-39　建具屋 AK-40　材木屋

定価 ¥600

JANコード 4573209901813 4573209901820 4573209901837 4573209901844

材質
本体：ステンレス

金具、ストラップ：スチール / ナイロン

製品サイズ 18 x 38 x 1.0

用途 キーホルダー、ストラップ

メーカー 株式会社　明治維新商店

備考

強い衝撃を与えると変形する恐れがあります。

機械加工、機械研磨の為、ごくまれにトゲや角が立っている場合があります。

火気に近づけますと本体が熱くなり大変危険です。



各命札

AK-41 AK-42 AK-43 AK-44

製品詳細

品名 マルキン印　各命札

規格 AK-41　測量士 AK-42　舗装工 AK-43　足場屋 AK-44　造園士

定価 ¥600

用途 キーホルダー、ストラップ

メーカー 株式会社　明治維新商店

備考

強い衝撃を与えると変形する恐れがあります。

機械加工、機械研磨の為、ごくまれにトゲや角が立っている場合があります。

火気に近づけますと本体が熱くなり大変危険です。

JANコード 4573209901851 4573209901868 4573209901875 4573209901882

材質
本体：ステンレス

金具、ストラップ：スチール / ナイロン

製品サイズ 18 x 38 x 1.0



製品サイズ 18 x 38 x 1.0

用途 キーホルダー、ストラップ

メーカー 株式会社　明治維新商店

備考

強い衝撃を与えると変形する恐れがあります。

機械加工、機械研磨の為、ごくまれにトゲや角が立っている場合があります。

火気に近づけますと本体が熱くなり大変危険です。

定価 ¥600

JANコード 4573209901899 4573209901905 4573209901912 4573209901929

材質
本体：ステンレス

金具、ストラップ：スチール / ナイロン

各命札

AK-45 AK-46 AK-47 AK-48

製品詳細

品名 マルキン印　各命札

規格 AK-45　警備員 AK-46　組立工 AK-47　金型工 AK-48　整備士



製品サイズ 18 x 38 x 1.0

用途 キーホルダー、ストラップ

メーカー 株式会社　明治維新商店

備考

強い衝撃を与えると変形する恐れがあります。

機械加工、機械研磨の為、ごくまれにトゲや角が立っている場合があります。

火気に近づけますと本体が熱くなり大変危険です。

定価 ¥600

JANコード 4573209901936 4573209901943 4573209902421 4573209902438

材質
本体：ステンレス

金具、ストラップ：スチール / ナイロン

AK-49 AK-50 AK-51 AK-52

製品詳細

品名 マルキン印　各命札

規格 AK-49　技術者 AK-50　営業 AK-51　圧接工 AK-52　足場鳶

各命札



製品サイズ 18 x 38 x 1.0

用途 キーホルダー、ストラップ

メーカー 株式会社　明治維新商店

備考

強い衝撃を与えると変形する恐れがあります。

機械加工、機械研磨の為、ごくまれにトゲや角が立っている場合があります。

火気に近づけますと本体が熱くなり大変危険です。

定価 ¥600

JANコード 4573209902445 4573209902452 4573209902469 4573209902476

材質
本体：ステンレス

金具、ストラップ：スチール / ナイロン

AK-53 AK-54 AK-55 AK-56

製品詳細

品名 マルキン印　各命札

規格 AK-53　鍛冶屋 AK-54　型枠工 AK-55　係長 AK-56　課長

各命札



製品サイズ 18 x 38 x 1.0

用途 キーホルダー、ストラップ

メーカー 株式会社　明治維新商店

備考

強い衝撃を与えると変形する恐れがあります。

機械加工、機械研磨の為、ごくまれにトゲや角が立っている場合があります。

火気に近づけますと本体が熱くなり大変危険です。

定価 ¥600

JANコード 4573209902483 4573209902490 4573209902506 4573209902513

材質
本体：ステンレス

金具、ストラップ：スチール / ナイロン

AK-57 AK-58 AK-59 AK-60

製品詳細

品名 マルキン印　各命札

規格 AK-57　外装屋 AK-58　空調屋 AK-59　建材屋 AK-60　工事士

各命札



製品サイズ 18 x 38 x 1.0

用途 キーホルダー、ストラップ

メーカー 株式会社　明治維新商店

備考

強い衝撃を与えると変形する恐れがあります。

機械加工、機械研磨の為、ごくまれにトゲや角が立っている場合があります。

火気に近づけますと本体が熱くなり大変危険です。

定価 ¥600

JANコード 4573209902520 4573209902537 4573209902544 4573209902551

材質
本体：ステンレス

金具、ストラップ：スチール / ナイロン

AK-61 AK-62 AK-63 AK-64

製品詳細

品名 マルキン印　各命札

規格 AK-61　工務店 AK-62　三代目 AK-63　斫屋 AK-64　主任

各命札



製品サイズ 18 x 38 x 1.0

用途 キーホルダー、ストラップ

メーカー 株式会社　明治維新商店

備考

強い衝撃を与えると変形する恐れがあります。

機械加工、機械研磨の為、ごくまれにトゲや角が立っている場合があります。

火気に近づけますと本体が熱くなり大変危険です。

定価 ¥600

JANコード 4573209902568 4573209902575 4573209902582 4573209902599

材質
本体：ステンレス

金具、ストラップ：スチール / ナイロン

AK-65 AK-66 AK-67 AK-68

製品詳細

品名 マルキン印　各命札

規格 AK-65　職長 AK-66　指導員 AK-67　支店長 AK-68　重量鳶

各命札



製品サイズ 18 x 38 x 1.0

用途 キーホルダー、ストラップ

メーカー 株式会社　明治維新商店

備考

強い衝撃を与えると変形する恐れがあります。

機械加工、機械研磨の為、ごくまれにトゲや角が立っている場合があります。

火気に近づけますと本体が熱くなり大変危険です。

定価 ¥600

JANコード 4573209902605 4573209902612 4573209902629 4573209902636

材質
本体：ステンレス

金具、ストラップ：スチール / ナイロン

AK-69 AK-70 AK-71 AK-72

製品詳細

品名 マルキン印　各命札

規格 AK-69　責任者 AK-70　旋盤工 AK-71　玉掛士 AK-72　鉄骨鳶

各命札



製品サイズ 18 x 38 x 1.0

用途 キーホルダー、ストラップ

メーカー 株式会社　明治維新商店

備考

強い衝撃を与えると変形する恐れがあります。

機械加工、機械研磨の為、ごくまれにトゲや角が立っている場合があります。

火気に近づけますと本体が熱くなり大変危険です。

定価 ¥600

JANコード 4573209902643 4573209902650 4573209902667

材質
本体：ステンレス

金具、ストラップ：スチール / ナイロン

AK-73 AK-74 AK-75

製品詳細

品名 マルキン印　各命札

規格 AK-73　庭師 AK-74　配管工 AK-75　誘導員

各命札



製品サイズ ストラップ長：シリコン 90mm / ナイロン 80mm　ステンレスリング：φ12、φ17、φ20、φ26

用途 キーホルダー、ストラップ

メーカー 株式会社　明治維新商店

備考

必要以上の過重を加えますと、破損、変形する恐れがあります。

火気に近づけないようにしてください。

本来の目的以外でのご使用はおやめ下さい。

定価 ¥400

JANコード 4573209902261 4573209902278 4573209902285 4573209902292

材質
本体：ナイロン / シリコンゴム

金具：ステンレス、スチール / 樹脂

BK-01 BK-02 BK-03 BK-04

製品詳細

品名 マルキン印　各命札　アタッチメント

規格 BK-01　橙/橙 BK-02　黒/黒 BK-03　白/白 BK-04　青/青

各命札



製品サイズ ストラップ長：シリコン 90mm / ナイロン 80mm　ステンレスリング：φ12、φ17、φ20、φ26

用途 キーホルダー、ストラップ

メーカー 株式会社　明治維新商店

備考

必要以上の過重を加えますと、破損、変形する恐れがあります。

火気に近づけないようにしてください。

本来の目的以外でのご使用はおやめ下さい。

定価 ¥400

JANコード 4573209902308 4573209902315 4573209902322 4573209902339

材質
本体：ナイロン / シリコンゴム

金具：ステンレス、スチール / 樹脂

BK-05 BK-06 BK-07 BK-08

製品詳細

品名 マルキン印　各命札　アタッチメント

規格 BK-05　桃/桃 BK-06　黄/黄 BK-07　赤/紫 BK-08　灰/小豆

各命札



製品サイズ ストラップ長：シリコン 90mm / ナイロン 80mm　ステンレスリング：φ12、φ17、φ20、φ26

用途 キーホルダー、ストラップ

メーカー 株式会社　明治維新商店

備考

必要以上の過重を加えますと、破損、変形する恐れがあります。

火気に近づけないようにしてください。

本来の目的以外でのご使用はおやめ下さい。

定価 ¥400

JANコード 4573209902346 4573209902353

材質
本体：ナイロン / シリコンゴム

金具：ステンレス、スチール / 樹脂

BK-09 BK-10

製品詳細

品名 マルキン印　各命札　アタッチメント

規格 BK-09　茶/国防 BK-10　金/銀

各命札



明治維新商店　職人のガチ札

SN-01 SN-02 SN-03 SN-04

製品詳細

品名 明治維新商店　職人のガチ札

規格 NO.SN-01　鳶職 NO.SN-02　土建屋 NO.SN-03　解体屋 NO.SN-04　板金屋

定価 ¥600

JANコード 4580331554060 4580331554077 4580331554084 4580331554091

材質
本体：ステンレス

ストラップ：ナイロン

製品サイズ 18 x 38 x 1.5　※ストラップ長 約90mm

用途 キーホルダー、ストラップ

メーカー 株式会社　明治維新商店

備考

強い衝撃を与えると変形する恐れがあります。

誤飲の恐れがある為口には入れないで下さい。

火気に近づけますと本体が熱くなり大変危険です。



明治維新商店　職人のガチ札

SN-05 SN-06 SN-07 SN-08

製品詳細

品名 明治維新商店　職人のガチ札

規格 NO.SN-05　石屋 NO.SN-06　鉄筋屋 NO.SN-07　足場屋 NO.SN-08　造園屋

定価 ¥600

JANコード 4580331554107 4580331554114 4580331554121 4580331554138

材質
本体：ステンレス

ストラップ：ナイロン

製品サイズ 18 x 38 x 1.5　※ストラップ長 約90mm

用途 キーホルダー、ストラップ

メーカー 株式会社　明治維新商店

備考

強い衝撃を与えると変形する恐れがあります。

誤飲の恐れがある為口には入れないで下さい。

火気に近づけますと本体が熱くなり大変危険です。



明治維新商店　職人のガチ札

SN-09 SN-10 SN-11 SN-12

製品詳細

品名 明治維新商店　職人のガチ札

規格 NO.SN-09　配管工 NO.SN-10　建具屋 NO.SN-11　運送屋 NO.SN-12　塗装屋

定価 ¥600

JANコード 4580331554145 4580331554152 4580331554169 4580331554176

材質
本体：ステンレス

ストラップ：ナイロン

製品サイズ 18 x 38 x 1.5　※ストラップ長 約90mm

用途 キーホルダー、ストラップ

メーカー 株式会社　明治維新商店

備考

強い衝撃を与えると変形する恐れがあります。

誤飲の恐れがある為口には入れないで下さい。

火気に近づけますと本体が熱くなり大変危険です。



明治維新商店　職人のガチ札

SN-13 SN-14 SN-15 SN-16

製品詳細

品名 明治維新商店　職人のガチ札

規格 NO.SN-13　大工 NO.SN-14　通信工 NO.SN-15　屋根屋 NO.SN-16　舗装工

定価 ¥600

JANコード 4580331554183 4580331554190 4580331554206 4580331554213

材質
本体：ステンレス

ストラップ：ナイロン

製品サイズ 18 x 38 x 1.5　※ストラップ長 約90mm

用途 キーホルダー、ストラップ

メーカー 株式会社　明治維新商店

備考

強い衝撃を与えると変形する恐れがあります。

誤飲の恐れがある為口には入れないで下さい。

火気に近づけますと本体が熱くなり大変危険です。



明治維新商店　職人のガチ札

SN-17 SN-18 SN-19 SN-20

製品詳細

品名 明治維新商店　職人のガチ札

規格 NO.SN-17　警備員 NO.SN-18　左官屋 NO.SN-19　内装屋 NO.SN-20　電工屋

定価 ¥600

JANコード 4580331554220 4580331554237 4580331554244 4580331554251

材質
本体：ステンレス

ストラップ：ナイロン

製品サイズ 18 x 38 x 1.5　※ストラップ長 約90mm

用途 キーホルダー、ストラップ

メーカー 株式会社　明治維新商店

備考

強い衝撃を与えると変形する恐れがあります。

誤飲の恐れがある為口には入れないで下さい。

火気に近づけますと本体が熱くなり大変危険です。



明治維新商店　肩書のガチ札

KT-01 KT-02 KT-03 KT-04

製品詳細

品名 明治維新商店　肩書のガチ札

規格 NO.KT-01　四大卒 NO.KT-02　短大卒 NO.KT-03　専門卒 NO.KT-04　高卒

定価 ¥600

JANコード 4580331554275 4580331554282 4580331554299 4580331554305

材質
本体：ステンレス

ストラップ：ナイロン

製品サイズ 18 x 38 x 1.5　※ストラップ長 約90mm

用途 キーホルダー、ストラップ

メーカー 株式会社　明治維新商店

備考

強い衝撃を与えると変形する恐れがあります。

誤飲の恐れがある為口には入れないで下さい。

火気に近づけますと本体が熱くなり大変危険です。



明治維新商店　肩書のガチ札

KT-05 KT-06 KT-07 KT-08

製品詳細

品名 明治維新商店　肩書のガチ札

規格 NO.KT-05　中卒 NO.KT-06　取締役 NO.KT-07　管理職 NO.KT-08　見習

定価 ¥600

JANコード 4580331554312 4580331554329 4580331554336 4580331554343

材質
本体：ステンレス

ストラップ：ナイロン

製品サイズ 18 x 38 x 1.5　※ストラップ長 約90mm

用途 キーホルダー、ストラップ

メーカー 株式会社　明治維新商店

備考

強い衝撃を与えると変形する恐れがあります。

誤飲の恐れがある為口には入れないで下さい。

火気に近づけますと本体が熱くなり大変危険です。



明治維新商店　肩書のガチ札

KT-09 KT-10 KT-11 KT-12

製品詳細

品名 明治維新商店　肩書のガチ札

規格 NO.KT-09　親方 NO.KT-10　職人 NO.KT-11　師匠 NO.KT-12　雑巾掛

定価 ¥600

JANコード 4580331554350 4580331554367 4580331554374 4580331554381

材質
本体：ステンレス

ストラップ：ナイロン

製品サイズ 18 x 38 x 1.5　※ストラップ長 約90mm

用途 キーホルダー、ストラップ

メーカー 株式会社　明治維新商店

備考

強い衝撃を与えると変形する恐れがあります。

誤飲の恐れがある為口には入れないで下さい。

火気に近づけますと本体が熱くなり大変危険です。



明治維新商店　肩書のガチ札

KT-13 KT-14 KT-15 KT-16

製品詳細

品名 明治維新商店　肩書のガチ札

規格 NO.KT-13　代表 NO.KT-14　店長 NO.KT-15　支配人 NO.KT-16　平社員

定価 ¥600

JANコード 4580331554398 4580331554404 4580331554411 4580331554428

材質
本体：ステンレス

ストラップ：ナイロン

製品サイズ 18 x 38 x 1.5　※ストラップ長 約90mm

用途 キーホルダー、ストラップ

メーカー 株式会社　明治維新商店

備考

強い衝撃を与えると変形する恐れがあります。

誤飲の恐れがある為口には入れないで下さい。

火気に近づけますと本体が熱くなり大変危険です。



明治維新商店　肩書のガチ札

KT-17 KT-18 KT-19 KT-20

製品詳細

品名 明治維新商店　肩書のガチ札

規格 NO.KT-17　無職 NO.KT-18　派遣 NO.KT-19　元締 NO.SN-20　電工屋

製品サイズ 18 x 38 x 1.5　※ストラップ長 約90mm

用途 キーホルダー、ストラップ

メーカー 株式会社　明治維新商店

備考

強い衝撃を与えると変形する恐れがあります。

誤飲の恐れがある為口には入れないで下さい。

火気に近づけますと本体が熱くなり大変危険です。

定価 ¥600

JANコード 4580331554435 4580331554442 4580331554459 4580331554466

材質
本体：ステンレス

ストラップ：ナイロン


