
直刃

曲刃

お待たせして申し訳ありません。
11月末入荷予定です。

大収穫祭大収穫祭

軽量、小型、省電力で使いやすい！ メンテナンス不要！ 静音オイルレス！ ３９L大容量タンク！ 静音オイルレス！

持ち運べて
空気入れがラク！

注文
番号100005 ４.５馬力オイルレスコンプレッサ

注文
番号100498 オイルレスミニコンプレッサ

（税込価格）\１７,８２０

\\

\\

（税別） （税別）

（税別）

（税別）

（税込価格）\４９,６８０

\\

（税別）

（税込価格）

\１１,８８０\\

・最高使用圧力：１．０MPa
・本体サイズ：
  約W３００×L３００×H３１０mm
  （ハンドル含む：約H４６０mm）
・質量：約７Kg

MD-0304PA AG-
1030SOL

AG-
２０３９SOL

（税別）（税込価格）\３９,９６０\\（税別）（税込価格）\１３,５００\\

AG-２4０PA

（税別）（税込価格）\９,７２０\\

AG-66.2PA

AG-4578F

ST-8PA

吐出流量

50Hz：５１０L/min
６0Hz：５６０L/min

オイルレス

三相２００Ｖ

静　音

最高
使用圧力 ０．８MＰａ

タンク容量

７８Ｌ

安心！      修理
サービス券付

安心！      修理
サービス券付

タンク容量

3９Ｌ

安心！      修理
サービス券付

タンク容量

8Ｌ

安心！      修理
サービス券付

安心！      修理
サービス券付

吐出流量

50Hz： 32L/min
６0Hz： 35L/min

オイルレス

ＡＣ１００Ｖ

静　音

最高
使用圧力 ０．８MＰａ

タンク容量

4Ｌ

小型選別機に便利な３９Ｌタンク！

注文
番号100004 ３馬力オイルレスコンプレッサ

\\（税込価格）

\１７２,８００（税別）

安心！      修理
サービス券付

吐出流量

50Hz：280L/min
６0Hz：300L/min

オイルレス

三相2００Ｖ

静　音

最高
使用圧力 ０．８MＰａ

タンク容量

39Ｌ

吐出流量

50Hz：１０５L/min
６0Hz：１２０L/min

オイルレス

ＡＣ１００Ｖ

静　音

最高
使用圧力 ０．８MＰａ

タンク容量

30Ｌ

吐出流量

50Hz：１６０L/min
６0Hz：１８０L/min

オイルレス

ＡＣ１００Ｖ

静　音

最高
使用圧力 ０．８MＰａ

タンク容量

3９Ｌ

・ソケット差込角：１２．７mm
・最大トルク：約２４０N･m
・最高使用圧力：０．６MPa

AG-400LPA

農業向け道具・作業用品で農家支援！

６台

限定

プロジーヌ ビーフカレー 200g×１０食
このマークのある商品は、
修理・メンテナンスを１回分無償サービス！

安心！      修理
サービス券付

ネギの皮むき・色彩選別機に

最適！

ネギの皮むき・色彩選別機に

最適！

狭い場所でのボルト・ナットの
着脱が素早く、簡単に！
●ハイパワー

●供回りしづらい

・ボディ全長：１２０mm
・ソケット差込角：１２．７mm
・最大トルク：４００N･m
・推奨使用圧力：０．６２MPa
・質量：約１．６Kg

小型･軽量だから
長時間の作業も疲れにくい！
●コンパクト設計で狭い

 場所での作業に最適

●正逆転・トルクの切替
 が簡単なレバー式タイプ

・ソケット差込角：９．５mm
・最大トルク：６６．２N･m

狭い場所でのボルト脱着作業に！
●農機具の保守・点検に

※価格は、チラシ有効期間のみの特別価格です。

これはお得！

早いもの勝ち！

特価商品が目白押し！

来シーズンの準備は、

是非お得なこの機会に！
● チラシ有効期間 ●

平成２8年 11／１㊋ ▼ 12／2０㊋

祭祭祭祭

アグリカルチャー
営業渡辺です！

（税込価格）\１９９,８００

\\ （税別）

注文
番号100139 静音オイルレスエアコンプレッサ限定セット

AG-2039SOL
+５点付SET

限定
セット
価格充実のエアコンプレッサセット！充実のエアコンプレッサセット！

（税込価格）

\８６,４００

\\ （税別）

静音オイルレス
エアコンプレッサ
AG-2039SOL

エアプレッシャー
ゲージ

AG-1200PA

軽量エア
インパクトレンチ
AG-400LPA

ソフトエアホース
AG-8510SPH

＋＋

エアダスタ
AG-300PAD

＋＋

＋＋

＋＋

注文
番号100002 静音オイルレスエアコンプレッサ 注文

番号100003 静音オイルレスエアコンプレッサ

注文
番号100029 軽量エアインパクト 注文

番号100030 耕運爪交換用エアインパクトレンチ 注文
番号100036 エアラチェットレンチセット

注文
番号100499 スペアタンク

エアの水分除去に！
・ＡＣ１００Ｖ
・処理空気量：０．４７ｍ３/min
・入口空気温度：３５℃
・通常使用圧力：１．０MPa以下

AG-470CAD

注文
番号100006 冷凍式エアードライヤ

新商品

新商品

新商品

セット内容
・９．５mm（３/８DR）ソケット：
８、１０、１２、１３、１４、１７、１９mm

・９．５mm（３/８DR）エクステンションバー：７５mm
・９．５mm（３/８DR）ユニバーサルジョイント
・６．３５mm（１/４DR）ドライバビット：－５．５mm、＋２、＋３
・９．５mm（３/８DR）ドライバビットホルダ
・カプラプラグR１/４　・シールテープ
・オイルポット
・ブローケース

セット内容
・ディープインパクトソケット：
１７、１９、２１mm

・六角棒レンチ５mm
・カプラプラグR１/４
・シールテープ

（税別）\\

超小型ボディで
ハイパワーを実現
●片手での操作性にこだわったデザイン設計

作業性を考慮した
全長ショート&首振タイプ
●握りやすい樹脂グリップカバー

●たくさんのボルト・ナットの

 着脱作業に

注文
番号200032 エアーインパクトレンチ（ショートタイプ）

農耕機の土落とし、巻き付いた
草取り・採集・除草作業に
●サビに強いステンレス刃（AG-890K）

トラクター・コンバイン・田植え機
などに使える農機具土落とし
●柄はアルミなので軽くて丈夫です

注文
番号

※各サイズ別 農機具用土落とし注文
番号

※各サイズ別 農機用爪交換レンチ 注文
番号

※各サイズ別 パイプ柄土落とし

（税別）\\

薄型ヘッドで狭い箇所の
ボルト着脱作業やトラクター、
耕運機の爪交換に最適

注文
番号200031 エアーインパクトレンチ（アングルタイプ）

（税込価格）\６９,０１２

AIA4140

RR

・ヘッド高さ：５０mm
・ヘッド径：φ５５mm
・出力角：１２．７mm（ピン穴付）
・常用最大トルク：右回転…２１０N･m  左回転…２５０N･m
・使用空気圧：０．６２MPa
・付属品：プラグR１/４、オイル

（税別）\\

注文
番号200034 スタビーエアーラチェットレンチ

R

・ボディ全長：１０８mm
・出力角：１２．７mm（ピン穴付）
・常用最大トルク：
  右回転…６１０N･m
  左回転…７００N･m
・使用空気圧：０．６２MPa
・付属品：プラグR１/４、
  オイル、吊り具

クボタ・ヤンマー・ヰセキ・三菱など
その他あらゆる機種に使用できます
●長いので爪交換時のケガから腕や手を守ります

AI4200

（税込価格）\３４,４５２

・出力角：９．５mm
・常用最大トルク：３４N･m
・使用空気圧：０．６２MPa
・付属品：プラグR１/４、オイル

（税込価格）\１４,６８８

AR3100S

・サイズ：全長８８５×幅５５mm・サイズ：
  AG‐RTBT2/１７mm（赤色）・１９mmダブルサイズ
  AG‐RTBT3/１９mm（赤色）・２２mmダブルサイズ
  AG‐RTBT4/２２mm（赤色）・２４mmダブルサイズ

AG-750S

AG-RTBT2

AG-
RTBT3 AG-RTBT4

AG-750B

AG-680K

AG-890K

注文
番号 207242 AG-890K 890mm

注文
番号 207241 AG-680K 680mm

80mm

80mm

品　番 全　長 刃　長

\1,620

\1,944

（税込価格）

\1,500

\1,800

価格（税別）

注文
番号 207244 AG-750B 750mm曲

注文
番号 207243 AG-750S 750mm直

品　番 規　格

曲刃

直刃

刃　先

\2,160

\2,160

（税込価格）

\2,000

\2,000

価格（税別）

曲刃は従来品
より使いやすく
作業も効率的。

AG-890Kは
用途も広がる
ロングサイズ。

注文
番号 203441 AG-RTBT3 605mm

注文
番号 203440 AG-RTBT2 485mm

品　番 全　長 サイズ

\7,020

\10,800

（税込価格）

\6,500

\10,000
注文
番号 203442 AG-RTBT4 605mm

19×22

17×19

22×24 \12,960 \12,000

価格（税別）

大収穫祭大収穫祭

ご家庭で専門店の味が楽しめます

お買い上げ特典お買い上げ特典お買い上げ特典お買い上げ特典期間限定期間限定期間限定期間限定 5万円（税別）以上お買い上げ
の方にもれなくプレゼント！

営業渡辺

おすすめ！

（税込価格）\７３,４４０

\\

お待たせして
申し訳ありません。来春
２月末入荷予定です。 （税込価格）\１７２,８００

AG-
3039NF

■販売店

ホームページアドレス　http://www.hokuetsu.jp

本 社
北海道営業所
青 森 営 業 所
秋 田 営 業 所
山 形 営 業 所
岩 手 営 業 所
宮 城 営 業 所
福 島 営 業 所
関 東 営 業 所
北陸甲信営業所
新 潟 営 業 所
東 海 事 務 所

／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／

新潟県燕市物流センター2-29
北海道三笠市岡山 1 7 8 - 1 8
青 森 県 青 森 市 浪 岡 字 山 本
秋 田 県 潟 上 市 昭 和 大 久 保
山形県東田川郡三川町横山
岩手県紫波郡紫波町上平沢
宮城県黒川郡大衡村尾西43-1
福島県郡山市喜久田町卸1-39-1
栃木県小山市横倉新田310-8
石川県金沢市森戸2丁目201番3
新潟県燕市物流センター2-29
岐阜県羽島市堀津町横手3-29

TEL（0256）63－9155㈹
TEL（01267）2－4884㈹
TEL（017）262－1551㈹
TEL（018）877－4371㈹
TEL（0235）66－4551㈹
TEL（019）673－6677㈹
TEL（022）345－4546㈹
TEL（024）959－5577㈹
TEL（0285）31－3440㈹
TEL（076）269－2612㈹
TEL（0256）63－9155㈹
TEL（058）398－7213㈹

FAX（0256）64－2088
FAX（01267）2－3858
FAX（017）262－1023
FAX（018）877－4372
FAX（0235）66－4552
FAX（019）673－6675
FAX（022）345－5507
FAX（024）959－5070
FAX（0285）31－3441
FAX（076）269－2613
FAX（0256）64－2088
FAX（058）398－7214

■代理店■発売元

本チラシはホームページでもご覧いただけ、プリントアウトして使用できます。
※寸法・質量は概略です。　
※外観、仕様などは製品改良のため、予告
なしに変更することがありますのでご了承
ください。

※印刷物と実物では多少色味が異なる場合
があります。

№161010000PA



特別
企画品

（税別）（税込価格）\２,１６０\\ （税別）（税込価格）\２,５９２\\（税別）（税込価格）\１２,９６０\\

AG-610HRL

AG-100PAD

TCS911

AG-500PAD

AG-
300PAD

・空気取入ホース長：
 約０．５m
・空気吐出ホース長：
 約９．５m
・ホースサイズ：
 内径６．５×外径１０mm

　　コンプレッサに取り付けて
　　ラクラク移動！
●取付金具を使って

 天井や壁面にも

 取り付けられる

注文
番号100145 エアホースリール 注文

番号100134 エアプレッシャーゲージ 注文
番号100135 エアプレッシャーゲージ

新商品

新商品軽い、疲れにくい、手にフィットする
●狭い場所の切粉・ほこり等の吹き飛ばし作業に

約３倍の吐出量！
●空気を吸入口から吸い込み、

 空気消費量の約３倍の空気をノズルから吐出

●広範囲でのダスト作業に効果的

姿勢を正し、関節の可動域を増加！
●中腰・重たい物を持つ長時間作業に

●水稲の施肥などの重量機器背負い作業に

（税別）\\

注文
番号100498 超軽量ハイブリットダスタセット

注文
番号203420 ツールキャビネットセット

（税込価格）\６,２６４

R

（税別）\\

注文
番号100094 ハイパワーエアダスタ

・最高使用圧力：
  ０．６MPa
・適用流体：空気
・プラグ接続ねじ径：
  Rc１/４

AI4200

・最高使用圧力：０．８MPa
・適用流体：空気
・ノズル接続ねじ径：G１/８

（税込価格）\１,７２８

AG-16WPAD

（税別）

（税込価格）\１９,４４０

\\（税別）（税込価格）\５,４００\\

AG-1250GTC

（税別）（税込価格）\６８,０４０\\

AG-1520MLG

・ダストバッグ容量：３５L
・吸入（風速）：２,７００m/分
・吹き出し（最大風量）：９m３/分
・付属品：ショルダーバンド、
  ダストバッグ、本体コード１０m

AG-600BW

　園芸用粉砕機能付
　ハイパワー掃除機
●身長に合わせ１０段階

 ノズル伸縮可能

●ブロワ機能とバキューム

 機能を持った粉砕機

・定格消費電力：６００W
・回転速度：約１４，０００min-１

・風量：１．８ｍ３／min

切り屑や粉じんなどを
素早く吹き飛ばす！
●付属のノズルで多彩に変身！

●作業現場の清掃に
・モーター焼損防止機構・
　復帰スイッチ付
・粉砕能力：φ２５mm～φ３５mm
　（木の種類・状態によって異なります）
・付属品：ゴーグル、グローブ、
 集草バッグ

女性にも優しい簡単操作！
●園芸用電気粉砕機

●静かな粉砕音が人気の

　ギアー式粉砕システムを採用

注文
番号102021 ブロワ 注文

番号202020 グリーンジョイブロワ&バキューム 注文
番号202022 グリーンミル ＱｕｉｅｔⅢ

セット内容
・本体
・Ｔ型ブラシノズル
・フレキシブルホース
・つる口ノズル
・延長パイプ
・ゴムノズル
・集じん袋
・交換用カーボン
  ブラシ（２個）

・最高使用圧力：０．８MPa
  （連続使用可能な許容圧力）
・エア供給口径：Rc１/４

（税別）\\

各種先端ノズル付で
清掃作業に大活躍
●本体内部は吸引物が

 詰まりにくい空洞構造

座ったまま、庭の
手入れや除草の
できる快適設計
●ロングな取手と箒の

    収納フック付で便利

先端は草などを
キャッチし易い波形形状
●刈取り後の刈草・刈芝・落葉を

 素早く収納容器に移せます

注文
番号100077 バキュームブロワガン

（税別）\\

注文
番号202023 枯葉・落葉トト～ル（２個組）

（税込価格）\１,９４４ （税別）\\（税込価格）\２,８０８

AG-KOB

AG-OKK
・サイズ：幅３４×奥行５０×高さ７cm
・材質：ポリプロピレン

・サイズ：Ｓ/７５cm未満
 Ｍ/７５～９０cm
  Ｌ/９０～１０５cm
・材質：ポリウレタン
            ポリエステル
　　　　ナイロン
　　　　ＰＶＣ
　　　　発砲ＥＰＥ

・材質：ナイロン、ポリエステル、
　　　　ポリウレタン、合成ゴム

・材質：綿・アクリル混紡、ウレタン消臭糸、ゴム、
　　　　ポリエステル、合成ゴム、ナイロン他

・サイズ：幅２８．５×奥行３６．５×
 高さ６７．５cm
・材質：ポリプロピレン

注文
番号202024 落葉イレール・腰掛くん

AG-SP AG-S

AG-FSM

AG-SB

AG-TMAG-TS AG-TMS AG-TL

AG-1200PA AG-1200WPA

自動車タイヤの
空気圧測定・調整に
 ●適正空気圧が

         一目でわかる

         目安イラスト表示
・測定範囲：０～１，２００KPa
・ホース長：約３３０mm

Ｗタイヤ対応！
自動車タイヤの
空気圧測定・調整に
●適正空気圧が 一目でわかる

    目安イラスト表示
・測定範囲：０～１，２００KPa
・ホース長：約３３０mm

目安イラスト表示 目安イラスト表示
トラック・自動車・バイク用
Ｗタイヤ対応エアチャック付

自動車・バイク用
自転車用エアチャック付

注文
番号 100096 AG-300PAD 約300mm

注文
番号 100095 AG-100PAD 約100mm

品　番 ノズル長

\1,296

\1,512

（税込価格）

\1,200

\1,400
注文
番号 100097 AG-500PAD 約500mm \1,728 \1,600

価格（税別）

注文
番号

※各サイズ別 エアダスタ

注文
番号

※各サイズ別 パワースポーター腰用

空気消費量の
約３倍

空気吐出量
＝

吸入口

空気

空気

吸い込み 吹き出し

ノズル長：1ｍ

レバー操作で
流量調整ができます

超軽量
ハイブリットダスタ
AG-100MGT

ダスタ用

ロングノズル

AG-1000N
＋＋

営業渡辺

おすすめ！

吸入・排出機構
ギアー式回転刃
太い枝も静かな音で粉砕

【セット内容】　　　　　
●ソケット（６角）：２Ｓ-０５・５．５･０７･０８･１０・１２
●ソケット（６角）：４Ｓ-１０・１２
●ソケット（１２角）：４Ｄ-１３・１４･１７･１９･２１・２２・
２４・２７・３０・３２
●ラチェットハンドル（ホールドタイプ）：ＲＨ４Ｈ
●ドライバー形ハンドル：１１５
●エクステンションバー：３２１（１５０mm）
●ボールジョイント：ＢＪ４０　
●スパナ：ＤＳ-５．５０７・０８１０・１０１２・１１１３・
１２１４・１４１７・１９２１・２２２４
●ロングめがねレンチ（４５°）：Ｍ４５-１０１２・１１１３・
１２１４・１４１７・１９２１・２２２４
●コンビネーションスパナ：ＣＳ-１０･１２･１４・１７・１９・２１
●パワーグリップドライバー（貫通）：ＰＧＭＤ-０７５・
１００・１５０／ＰＧＰＤ-００１・００２・００３
●モンキレンチ（目盛付）：ＮＷ-２００・３００
●コンビネーションスリムプライヤ：ＣＰＳ-２００Ｇ
●セーフティプライヤ：ＳＷＰ-２５０
●スナップリングプライヤ（軸・穴兼用）：ＳＰＳＨ-２００
●ペンチ：ＣＴ-１７５Ｇ　●ラジオペンチ：ＲＰ-１５０Ｇ
●強力ニッパ：ＫＮ-１５０Ｇ　●パイプレンチ：ＰＷ３００
（３００mm）　●グリッププライヤ：ＶＰ-２５０
●ミニカッター：ＭＣＳ-２００
●ブラックシャフトハンマー：ＢＨ-１０（１ポンド）
●ウレタンショックレスハンマー：ＵＨ-１０（１ポンド）
●ロングボールポイントＬ形レンチセット：ＢＬ９００
（ＢＰＬＴ-１．５･０２･２．５･０３・０４・０５・０６・０８・１０）
●ローラーキャビネット：ＷＳ２０７Ｒ

ローラーキャビネットに6.35sq.と

12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット！

ローラーキャビネットに6.35sq.と

12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット！

軽く強度のあるマグネシウム製の
ダスタと１ｍロングノズルで
奥まった場所の農機具清掃に！

軽く強度のあるマグネシウム製の
ダスタと１ｍロングノズルで
奥まった場所の農機具清掃に！

腰

手・腕・肩がラク！握力アップ！！
●押圧パッドが手や指・腕の筋肉を活性化

注文
番号

※各サイズ別 パワースポーター手用

手 足

膝痛緩和・姿勢矯正で脚が軽快に！
●田畑・山・漁など、歩き・立ち仕事や中腰の作業に

悩みのむくみ解消！
押圧パッドで筋肉活性化！

●長靴を履いての作業も足が軽やか

注文
番号

※各サイズ別 パワースポーター膝用一般向

膝

セール期間

特別価格

（税込価格）\１９２,２４０

\\
（税別）

１段目

トレー収納例

２段目 ３段目

差込角混合
差込角
6.35
mm
12.7
mm

1/4”1/2”

セット内容
全71点

セット質量
77.3kg

引出し
７段式

メーカー希望小売価格

\２６７,８００

着ければわかるこの違い！！ 働く人の強い味方！！！
パワースポーターは、キネシオロジー（身体運動の基礎原理）を基に考察されており、脊椎下部、腰部の屈伸回旋、
伸展の自由度を求め、各部位に附随する筋肉に適応、緊張、弛緩を促し疲労軽減、筋力アップを図ることができます。姿勢保持姿勢保持 疲労軽減疲労軽減 筋力アップ筋力アップ

パワースポーターをご利用された
お客様からの声をご紹介致します

お 客 様 の 声

軽快に脚が前に
出て行くことを実感。会社員 68歳男性
膝の関節が痛み、医者に通っていますが
治療は湿布のみです。なかなか痛みが消
えないので、大好きな犬の散歩も億劫に
なっていたところ、パワースポーターの存
在を知り、Ｌサイズを１ヶ購入し装着して
みたところ痛みは薄れ、軽快に脚が前に
出て行くことを実感。片足だけ軽快になり
バランスが良くないのでもう一つ購入し
両足に装着。大好きな犬の散歩も毎日で
きるようになりました。

膝用

姿勢も良くなりました。
農家 74歳男性

年齢のせいもありますが、30kg入れの肥
料が持てなくなってしまった。
展示会で見かけたパワースポーターを駄
目元で装着してみたら肥料を持つことが
でき、さらに歩くことができてビックリ！
メーカーさんに良く説明を聞き、Mサイズ
を購入し使用しています。姿勢も良くなっ
た感じが実感できました。

腰用

腕全体の疲労感が
軽減されました。 果樹農家 42歳女性

時期になると、果樹の剪定や摘果作業で
鋏での切断作業回数が非常に多く手の
平・腕・肩の疲労が溜まり、かなり重労働で
した。パワースポーター手・ＴＭＳサイズ
を購入し装着したところ、腕全体の疲労感
が軽減され作業が楽になり、特に鋏の開
閉作業に掛かる負担が軽減されました。

手用

※サイズについて：膝用は膝周り、手用は手囲い、
　足用美筋はふくらはぎ周りを計測してください。

※個人の感想であり、効果には個人差があります。

※インナータイプです。
　必ず上から手袋を装着
　してご使用ください。

表面

甲側 掌側 点線：押圧パッド入り箇所

点線：押圧パッド入り箇所
（画像はパッドを剥き出した状態です）

裏面

注文
番号 206002 腰用 Ｓ/ブルー

注文
番号 206001 腰用 Ｓ/ピンク

品　名 サイズ（約ｃｍ）/色

\14,904

（税込価格）

\13,800

注文
番号 206003 腰用 Ｍ/ピンク

価格（税別）

\14,904 \13,800
\14,904 \13,800

注文
番号 206005 腰用 Ｌ/ブルー

注文
番号 206004 腰用 Ｍ/ブルー \14,904 \13,800

注文
番号 206006 膝用 Ｓ/３１～３４

\14,904 \13,800
\7,344 \6,800

注文
番号 206008 膝用 Ｌ/３７～４０

注文
番号 206007 膝用 Ｍ/３４～３７ \7,344 \6,800

注文
番号 206009 膝用 ＬＬ/４０～４３

\7,344 \6,800
\7,344 \6,800

注文
番号 206011 手用 ２１～２２/青糸

注文
番号 206010 手用 １９～２０/赤糸 \4,104 \3,800

注文
番号 206012 手用 ２３～２４/黄糸

\4,104 \3,800
\4,104 \3,800

注文
番号 206013 手用 ２５～２６/緑糸

注文
番号 206088 足用美筋 ２０～３８

\4,104 \3,800
\3,240 \3,000

注文
番号 206089 足用美筋

AG-SB

AG-SP

品　番

AG-MP

AG-LB

AG-MB

AG-S

AG-L

AG-M

AG-LL

AG-TMS

AG-TS

AG-TM

AG-TL

AG-FSM

AG-FSL ３５～４８ \3,240 \3,000

ガーデニング
などの座り作業に

重い荷物を運ぶ
などの力作業に

畑作業に

立ち仕事に果樹の作業に

注文
番号

※各サイズ別 パワースポーター足用美筋

セット内容
・本体
・固定バンド
 （φ１９～３８mm）×２
・サクションホース
・ダストバッグ
・ノズル用延長パイプ
・ストレートノズル
・ブラシノズル ・細口ノズル
・カプラプラグR１/４
・シールテープ

AG-222

（税込価格）\４,３２０

１１月３０日発送分まで対象

AG-100MGTSET

新商品

新商品

吹き飛ばし

吸い込み


