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A KDS さ 坂爪製作所 松永砥石
NDイナダ サンカ 丸源鋸工業
SUS 昭和貿易(FELCO) マルナオ

あ アイウッド シンワ測定 丸和ケミカル
アサノヤ産業(コンパル) スリーエッチ 水野製作所
アルス 諏訪田製作所 モトエ
ウエダ製作所 セーブ・インダストリー ら リトルウッド
五十嵐刃物工業 た 鯛勝産業 わ 和光商事(LOWE)
石黒金属 高芝ギムネ製作所
伊藤製作所 高村刃物製作所
ウエダ製作所 田巻製作所
ウド・エルゴ研究所 鶴巻刃物
エー・アンド・デイ 東亜インターシステム
永塚製作所 ドウカン
岡田製作所 東京ヤマグチ
岡恒 富田刃物(仁作)
小柳産業 トンボ工業
オリエンタル工業 な 中林製作所

か カヴァーワーク 新潟エースロープ
カクダイ ニシガキ工業
和コーポレーション は ハートフル・ジャパン
カネコ総業 梅心子
柄沢ヤスリ 長谷弘工業
カルエンタープライズ ハナオカ
川西工業 浜北精機
関西洋鋸 ひしや
喜多 日野浦刃物工房
玉鳥産業 深海金物製作所
キンボシ ヒラサワ
景陽工産 フジ鋼業
工藤製鋏所 プリンス工業
コアミ 古沢製作所
五香刃物製作所 豊稔企販
小島製帽所 本宏製作所
コヅチ ホンマ製作所
小林製袋産業 ま 松永砥石
小林鉄工所(ｾﾌﾃｨｰ工業) 丸源鋸工業
坂源 マルナオ

取り扱いメーカー一覧



4511149706389 4511149706358
先にステンレス補強板がついているので、
ざくざく雪をかけます。
軽量なので、作業中も疲れにくいです。
全長:約1180mm
皿部サイズ:横約420×縦約350mm
重量:約1000g
※頭部と柄部は差し込み式です。

丈夫なポリカ製にステンレス補強板を
付けた頑丈なスコップでざくざく雪を
かけます。ポリカーボネイトの皿部は
割れにくく、雪離れしやすいです。
全長:約1200mm
皿部サイズ:横約420×縦約360mm
重量:約1.5kg、材質:ポリカーボネイト(皿
部)、木材(柄部)※ネジ止め式です。

4511149706334
軽くて丈夫なスチールパイプ柄に握りやすい
クッショングリップが付いています。
柄が曲がっているので力が入りやすくしっか
りと除雪できます。組み立て式です。
頭部の柄が入る部分にネジが2個付属しま
す。
全長:約1350mm、皿部サイズ:横約550×
縦約295mm、重量:約1820g

4511149700714 4511149706457
凍った地面の氷割や、
屋根の雪落としなどの除雪作業に
全長:約1550mm、柄長:約1480mm
頭部サイズ:横約290mm×縦約120mm
×厚さ約2mm
材質:頭部:ステンレス、柄部:天然木
重量:約4.6kg

ハンドル長さ:約1350mm
スクレーパー幅:約395mm
ブラシ幅:約240mm
材質:スクレーパー:PP、熱可塑性ゴム
ハンドル:PP、PE、グラスファイバー
セット内容
ハンドル、スクレーパーヘッド
ブラシヘッド、収納袋

4511149706006 4511149706051
全長:約1080mm
先幅:約300mm
頭部長さ:約400mm
重量:約1.44kg
材質:頭部:アルミニウム
柄部:天然木

全長:約970mm
先幅:約250mm
肩幅:約220mm
頭部長さ:約300mm
重量:約1.24kg
材質:頭部:アルミニウム
柄部:天然木

4511149700677 4511149700745
全長約165cm､約207cm､約249cmの
3段階に伸ばせます
重量は軽めの約1.7kgです

全長約156cm、約195cm、約241cmの
3段階に伸ばせます
重量は軽めの約1.5kgです

BT アルミ石炭スコップ 木柄 BT アルミ角スコップ 木柄

3段伸縮式アルミ石炭スコップ 3段伸縮式アルミ角型スコップ

PP雪スコップ 木柄 ステンレス補強板付 ポリカ雪スコップ 木柄 ステンレス補強板付

ポリカラッセル 曲柄

雪落とし＆雪割り 凄腕ロングワイパー スクレーパー＆ブラシヘッドセット
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4511149700127 4511149700134
本体がプラスチック製で、
従来の木製品と比べ
お手入れが簡単で衛生的です。
刃部は錆びにくいステンレス鋼素材です。
材質:本体:ＡＢＳ樹脂、刃部:ステンレス鋼
長さ:約450mm、幅:約110mm、
厚さ:25mm

本体がプラスチック製で、
従来の木製品と比べ
お手入れが簡単で衛生的です。
刃部は錆びにくいステンレス鋼素材です。
材質:本体:ＡＢＳ樹脂、刃部:ステンレス鋼
長さ:約605mm、幅:約110mm、
厚さ:25mm
←使用動画です。

4511149700110 4511149700141
本体がプラスチック製で、
従来の木製品と比べ
お手入れが簡単で衛生的です。
刃部は錆びにくいステンレス鋼素材です。
材質:本体:ＡＢＳ樹脂、刃部:ステンレス鋼
長さ:約370mm、幅:約110mm、
厚さ:23mm

カット部サイズ
横幅約5mm、たて幅約4mm
材質:ステンレス鋼
生産国:日本

4511149700462 4511149702107
定規とピアノ線以外はステンレス製。
定規は抗菌剤入りポリエチレン。
衛生的な品物です。日本製。
4種類の切幅に変更可能。
8mmがセットされた状態で発送致します。
高さ:約320mm､幅:約345mm、
奥行:約230mm、
ピアノ線の太さ:約0.35mm、長さ:約7.5m

高さ:約360mm、幅約350mm×約235mm
定規溝幅サイズ(スライス幅)
約8mm・約10mm
重量:約3.6kg
ピアノ線の太さ:約0.35mm
材質:定規:ホワイトアッシュ材
枠:メルクシパイン材

4511149700394
高さ:約360mm、幅約350mm×約235mm
定規溝幅サイズ(スライス幅)
約7mm・約9mm
重量:約3.6kg
ピアノ線の太さ:約0.35mm
材質:定規:ホワイトアッシュ材
枠:メルクシパイン材

4511149702114 4511149700585
干し芋スライサー用の定規です。
2本1組です。
定規は裏表でそれぞれ8mm幅、
10mm幅になっています。
用途に合わせてピアノ線を張り替えて
変更してください。

干し芋スライサー用の定規です。
2本1組です。
定規は裏表でそれぞれ7mm幅、
9mm幅になっています。
用途に合わせてピアノ線を張り替えて
変更してください。

干し芋スライサー 幅7mm*9mm

干し芋スライサー専用定規 8*10 2個組 干し芋スライサー専用定規 7*9 2個組

DX切干名人 (切干大根突) 小 DX切干名人 (切干大根突) 大

羽子板切干突 替刃式 切干名人専用替刃 1枚

ステンレス製干し芋スライサー 6mm/8mm/9mm/10mm幅 干し芋スライサー 幅8mm*10mm
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4511149025145 4511149550401
約50cm×約50cm×約60cm
付属品:干し竿10本、あみ2枚
材質:あみ:ポリエチレン、
フレーム:鉄、干し竿:ステンレス:

柿を針に差し込み、ピーラーをあてながら
ハンドルを回すと、皮が簡単に
スルスルとむけていきます。
付属品:専用ピーラー1本、
ヘタ取り替え刃1枚、ビス3本
材質:本体:鋳物、ﾍﾀ取り刃・針:ステンレス
ピーラー:ABS樹脂、ピーラー刃:ｽﾃﾝﾚｽ
サイズ:奥行約110mm×幅65mm×高さ90mm

4511149550456 4511149550449
KJ-401にプラスチック製の台と、
固定用クランプのセット品です。

ハンドル1回転で針が4回転します。
高さ:約290mm×長さ:約450mm×
幅:約147mm
木台サイズ:長さ:約450mm×
幅:約147mm×厚み:約20mm
重量:約2.7㎏
　　　　　使用動画です→

4511149550425 4511149481071
ピンクにヘタ取り機能が付いたものです。
↓ヘタ取り機能解説動画です。

ご家庭で気軽にお使い頂ける手動式の製粉機です。
全体サイズ:高さ約340mm×幅約300mm
×奥行約210mm、ホッパーサイズ:直径約160mm
重量:約5.1kg
付属品:粉ふるい(直径165mm）、ブラシ
＊しっかり乾燥したものをお使いください。水分があ
ると目詰まりの原因となります。
＊アーモンド等のナッツ類は油分が多いため、目詰ま
りするので使用できません。
←使用動画です。

4511149995608 4511149361311
芯を残して8等分にカットできます
受け皿裏面は滑り止めつき
本体サイズ:約幅250mm×奥行190mm
×高さ50mm
受け皿サイズ:直径約190mm×高さ16mm
材質:本体・皿:ABS樹脂、
刃:ステンレス、皿部すべり止め:シリコン

芯を残して8等分にカットできます
受け皿裏面は滑り止めつき
本体サイズ:約幅250mm×奥行190mm
×高さ50mm
受け皿サイズ:直径約190mm×高さ16mm
材質:本体・皿:ABS樹脂、
刃:ステンレス、皿部すべり止め:シリコン

4511149427758 4511149427581
安定感がある長台付ののし餅切です。
強い力で押し切ったときの
本体浮き上がりを防止します。
まな板サイズ:約360mm×約200mm
×約60mm
長台サイズ:約170mm×約200mm×約30mm
刃渡り:約255mm、重量:約3.6kg
今季完売しました

家庭で手軽にかきもちが作れます。
軽い力で餅が押し切れます。
厚さ15mmまで調節できるガイド付きです
本体サイズ:約445mm×約90mm
×約25mm
もち台サイズ:約325mm×約120mm×約75mm
刃渡り:全長160mm(有効切幅約120mm)
重量:約2.5kg

フルーツカッター 受け皿付 ピンク フルーツカッター 受け皿付 グリーン

のしもち切り かきもち切り

折り畳み式万能干しカゴ 干し三昧 手動式柿皮むき機 ピーラー付 KJ-401

新型 手動式柿皮むき機 プラスチック製台付 KJ-402 柿の倍速皮むき名人 ピンク 

新型 柿の皮むき名人 ヘタ取付 ブルー 手動式製粉機



4511149700950 4511149383115
柄がグラスファイバー製のため、
木柄に比べ丈夫で折れにくいです
全長:約865mm、頭部長さ:約190mm
刃長:約85mm、柄長:約800mm
重量:約2.9kg
材質:頭部:全鋼
柄:グラスファイバー(内側)、PP(外側)

全長:約900mm、頭部長さ:約190mm
刃長:約83mm、柄長さ:約840mm
重量:約2.9kg
材質:全鋼(頭部)

4511149383016 4511149383023
薪割りなどに。手に馴染む曲柄です
全長:約300mm、頭部長さ:約130mm
刃長:約100mm、柄長さ:約260mm
重量:約770g
材質:頭部:刃物鋼、柄:樫材
皮サック・パラシュートコード付き

薪割りなどに。手に馴染む曲柄です
全長:約300mm、頭部長さ:約130mm
刃長:約100mm、柄長さ:約260mm
重量:約770g
材質:頭部:刃物鋼、柄:樫材
皮サック・パラシュートコード付き

4511149383160 4511149383153
全長約345mm、頭部長さ:約120mm
刃長:約75mm、重量:約600g
材質:頭部:刃物鋼、柄:タモ材(水曲柳)
皮サック・パラシュートコード付き

全長約345mm、頭部長さ:約120mm
刃長:約75mm、重量:約600g
材質:頭部:刃物鋼、柄:タモ材(水曲柳)
皮サック・パラシュートコード付き

4511149800162 4511149800094
手斧用の空柄です
全長:約300mm、重さ:約200g
材質:樫

手斧用の空柄です
柄入部は無加工のため
サイズにばらつきがあります。
全長:約350mm 柄入部:約55mm~約60mm 重
量:約210g~約240g
材質:タモ材(中国名:水曲柳)

手斧用 樫曲柄 全長約300mm 手斧用 タモ材曲柄 全長約350mm 柄入部未加工品

木割斧 グラスファイバー柄 頭2kg 柄長800mm 西洋斧  900mm曲柄

KJ地型鉞 600g 皮サック付 全長300mm 白曲柄 KJ地型鉞 600g 皮サック付 全長300mm 黒曲柄

KJ 手斧 480g 皮サック付 全長345mm 白曲柄 KJ 手斧 480g 皮サック付 全長345mm 白曲柄



4511149705153 4511149705108
竹割・アウトドア・レジャー用の鉈です
使い勝手の良い刃渡り180mmです
全長:335mm、刃渡:180mm、
刃厚:約4mm、重量:約350g
皮ケース付き、両刃です
刃材質:複合材、柄材質:天然木

枝打ち・薪割りに便利な鞘付きの鉈です
全長310mm、刃渡り150mm、
刃厚5mm、重量約380g、片刃です
刃材質:複合材、柄材質:天然木

4511149705115 4511149705122
枝打ち・薪割りに便利な鞘付きの鉈です
全長350mm、刃渡り165mm、
刃厚6mm、重量約550g、片刃です
刃材質:複合材、柄材質:天然木

枝打ち・薪割りに便利な鞘付きの鉈です。
全長360mm、刃渡り180mm、
刃厚6mm、重量約550g、片刃です
刃材質:複合材、柄材質:天然木

4511149279012 4511149279036
全長:約180mm×刃幅約42mm
×厚さ約30mm
重量:約1.1kg
材質:鉄

全長:約203mm×刃幅約41mm
×厚さ約38mm
重量:約1.5kg
材質:鉄

4511149279104 4511149279098
全長:約215mm×刃幅約50mm
×厚さ約35mm
重量:約1.7kg
材質:鉄

全長:約217mm×刃幅約52mm
×厚さ約37mm
重量:1.9kg
材質:鉄

木割金矢 450匁 1.7kg 木割金矢 500匁 1.9kg

KJ 竹割・レジャー鉈 両刃 刃渡180mm KJ レジャー鉈 片刃 刃渡150mm 鞘付

KJ 鞘鉈 片刃 刃渡165mm KJ 鞘鉈 片刃 刃渡180mm

木割金矢 300匁 1.1kg 木割金矢 400匁 1.5kg



4511149303038 4511149303045
長さ:約55m
太さ:約2.8mm
材質:ポリエチレン

長さ:約100m
太さ:約2.8mm
材質:ポリエチレン

4511149303007 4511149303014
長さ:約60m
太さ:約3mm
目印玉サイズ:約7mm
材質:ロープ:ポリエチレン
玉:ポリエチレン

長さ:約60m
太さ:約3mm
目印玉サイズ:約7mm
材質ロープ:ポリエチレン
玉:ポリエチレン

4511149303021 4511149700042
長さ:約60m
太さ:約3mm
目印玉サイズ:約7mm
材質:ロープ:ポリエチレン
玉:ポリエチレン

全長:約550mm
車輪径:約180mm
重量:約1.04kg

4511149700288 4511149303076
全長:約550mm
車輪直径:約180mm
全体重量:約1.3kg
材質本体:スチール、ロープ:ナイロン

全長:約550mm
車輪直径:約180mm
全体重量:約1.4kg
材質:本体:スチール
ロープ長さ:約60m・ロープ太さ:約φ3mm
目盛り玉:約φ7mm
材質:ロープ:ポリエチレン
目盛り玉:ポリエチレン

4511149303090 4511149303052
全長:約550mm
車輪直径:約180mm
全体重量:約1.4kg
材質:本体:スチール
ロープ長さ:約60m・ロープ太さ:約φ3mm
目盛り玉:約φ7mm
材質:ロープ・目盛り玉:ポリエチレン

全長:約550mm
車輪直径:約180mm
全体重量:約1.4kg
材質:本体:スチール
ロープ長さ:約60m・ロープ太さ:約φ3mm
目盛り玉:約φ7mm
材質:ロープ・目盛り玉:ポリエチレン

田引車 大 蛍光ピンク紐(55m)巻済 田引車 5寸間隔目盛付ロープ60m巻済

田引車 1尺間隔目盛付ロープ60m巻済田引車 8寸間隔目盛付ロープ60m巻済

田引 ロープ 蛍光ピンク 55m 田引 ロープ 蛍光ピンク 100m

田引きロープ 長さ60m 目印付5寸間隔 田引きロープ 長さ60m 目印付8寸間隔

田引きロープ 長さ60m 目印付1尺間隔 田引車 (大) 本体 ヒモ無し



4511149700363 4511149700349
全長:約750mm
車輪直径:約250mm
全体重量:約1.2kg
材質:本体:アルミ製
持ち手・ハンドル:木製

全長:約750mm
車輪直径:約250mm
全体重量:約2.0kg
材質:本体:アルミ製
持ち手・ハンドル:木製
ロープ:ナイロン

4511149303083 4511149303069
長さ:約500m
重量:約3.58kg
材質:ポリエチレン

サイズ:約38×32×22cm
重量:約6kg
ロープ長さ:約500ｍ
ロープ太さ:約2.8mm
ロープ材質:ポリエチレン

4511149706242 4511149706235
定植作業を時短！
土に押し込むだけの簡単穴あけ。
立ったまま作業ができるので
腰への負担が抑えられます。
材質:パイプハンドル:アルミ
穴あけ部分:ABS樹脂
サイズ:ハンドル:約300mm
全長:約900mm、重量:約750g

定植作業を時短！
土に押し込むだけの簡単穴あけ。
立ったまま作業ができるので
腰への負担が抑えられます。
材質:パイプハンドル:アルミ
穴あけ部分:ABS樹脂
サイズ:ハンドル:約300mm
全長:約900mm、重量:約800g

4511149702657 4511149702664
難しいマルチシートの穴あけ作業を
熱の力で簡単に行えます。
付属品:本体、ガイド棒、
トング1本、豆炭
材質:本体:スチール、ネジ:ステンレス鋼
サイズ:全長:約700mm
ガイド棒長さ:約550mm
缶外径:約60mm、重量:約520g

難しいマルチシートの穴あけ作業を
熱の力で簡単に行えます。
付属品:本体、ガイド棒、
トング1本、豆炭
材質:本体:スチール、ネジ:ステンレス鋼
サイズ:全長:約700mm
ガイド棒長さ:約550mm
缶外径:約80mm、重量:約560g

4511149702671
難しいマルチシートの穴あけ作業を
熱の力で簡単に行えます。
付属品:本体、ガイド棒、
トング1本、豆炭
材質:本体:スチール、ネジ:ステンレス鋼
サイズ:全長:約700mm
ガイド棒長さ:約550mm
缶外径:約100mm、重量:約600g

マルチシート 穴あけ器 缶たん ガイド棒付 60mm マルチシート 穴あけ器 缶たん ガイド棒付 80mm

マルチシート 穴あけ器 缶たん ガイド棒付 100mm

田引車 アルミ製 本体・ピン 田引車 アルミ製 蛍光ピンク紐(100m)巻済

田引ロープ 蛍光ピンク 約500m (太さ約2.8mm) ロープリール・ロープ巻　蛍光ピンク500m巻済

定植ホールズ 3寸鉢用 穴あけ具 定植ホールズ 4寸鉢用 穴あけ具



4511149456215 4511149456062
ハンマーよりも負担が少なく、
狭い場所でも活躍します！
一人でも使えるコンパクトサイズの
タコです。
頭部高さ:約260mm
頭部径:約150mm
全長:約1130mm、重量:約6kg
材質:頭部:プラスチック、柄:樫

一人でも使えるコンパクトサイズの
タコです。

頭部高さ:約245mm、
幅:120mm、奥行:120mm
全長:約1075mm、重量:約5.56kg
材質:頭部:プラスチック、柄:樫
プレート:鉄

4511149706020 4511149995219
ガーデニング・家庭菜園・
農作業などに便利なミニショベルです。
先端のギザ刃で根切りなどに便利です。
全長:約480mm、先幅:約45mm
肩幅:約100mm、頭部長さ:約150mm
重量:約600g
材質:頭部:スチール、柄部:天然木

グリーン:300×90×60mm
重量:100g
イエロー:280×80×60mm
重量:100g
ブルー:280×85×60mm
重量:80g

4511149706143 4511149706136
全長:約970mm
先幅:約260mm
肩幅:約230mm
頭部長さ:約300mm
重量:約1.78kg
材質:頭部:スチール
柄部:天然木

全長:約975mm
肩幅:約235mm
頭部長さ:約290mm
重量:約1.48kg
材質:頭部:スチール
柄部:天然木

4511149326075 4511149320068
全長:約970mm
先幅:約230mm
肩幅:約230mm
頭部長さ:約300mm
重量:約1.86kg
材質:スチール

全長:約970mm
肩幅:約230mm
頭部長さ:約300mm
重量:約1.64kg
材質:スチール

BT パイプ柄スコップ (角) BT パイプ柄スコップ (丸)

1.PCタコ 150mm コブ付 1.PCタコ 鉄製角型プレート付

BT ミニスコップ 先ギザ刃付 プラスチック ミニスコップ 3サイズセット

BT 木柄スコップ (角) BT 木柄スコップ(丸)



4511149700646 4511149700165
苗、庭木の植え替え・穴掘りに。
先端が平なので、底の平らな
穴を掘ることができます。
全長:約940mm
先端幅:約105mm
頭部長さ:約255mm
重量:約1500g

土離れのよい穴明きタイプ
先端に根切刃付き
全長:約975mm
頭部長さ:約305mm
頭部幅:約230mm
重量:約1.5kg

4511149706037 4511149706266
全長:約910mm
先幅:約180mm
肩幅:約180mm
頭部長さ:約220mm
重量:約1.28kg
材質:頭部:スチール
柄部:天然木

全長:約890mm
先幅:約180mm
肩幅:約180mm
頭部長さ:約220mm
重量:約1.44kg
材質:頭部：スチール
柄部:スチール

4511149219063 4511149368020
頭部が小振りなので、
狭い場所の清掃にも適しています。
全長:約820mm、肩幅:約175mm
頭部長さ:約225mm
重量:約1kg
材質:スチール

全長:約1140mm
刃長:約370mm
肩幅:約105mm
重量:約1.36kg
材質:刃:スチール、柄:樫

4511149368266 4511149368273
全長:約1070mm
刃長:約350mm
肩幅:約130mm
重量:約1.5kg
材質:刃:スチール、柄:樫

全長:約1070mm
刃長:約350mm
肩幅:約230mm
重量:約1.76kg
材質:刃:スチール、柄:樫

4511149706129 4511149700707
縦穴を掘るときに便利なショベルです。
狭い場所での穴掘り作業、
植木を移植する際の
穴掘りなどに最適です。
全長:約1400mm、ショベル部:約230mm
重量:約4.4kg、最小穴径:約145mm

全長:約1140mm、爪部先幅:約195mm
爪部長さ:約300mm、爪数4本
重量:約2.86kg
材質:頭部:鉄、柄部:天然木

大寅 円匙(細) 大寅 円匙(太)

BT 複式ショベル BT 土起こしフォーク

BT 植木ショベル パイプ柄 BT 穴明きショベル

BT コンクリートショベル　木柄 BT コンクリートショベル　パイプ柄

BT ホームショベル パイプ柄 大寅 極細円匙



4511149706105 4511149706082
全長:約1160mm
爪部先幅:約230mm、爪部長さ:約350mm
重量:約1.6kg
材質:頭部:スチール、柄部:木材

全長:約1160mm
爪部先幅:約230mm、爪部長さ:約350mm
重量:約1.7kg
材質:スチール

4511149706112 4511149706099
全長:約1160mm
爪部先幅:約230mm、爪部長さ:約350mm
重量:約1.6kg
材質:頭部:スチール、柄部:木材

全長:約1160mm
爪部先幅:約230mm、爪部長さ:約350mm
重量:約2kg
材質:スチール

4511149706259 4511149706044
全長:約1150mm
爪部先幅:約250mm、爪部長さ:約350mm
重量:約2kg
材質:スチール

全長:約1200mm
爪部先幅:約420mm
頭部肩幅:約365mm
頭部長さ:約430mm
重量	約2.68kg
材質:スチール

4511149020508 4511149700691
じゃがいも収穫に特化した
専用フォークです
全長:1430mm、柄長:約1350mm
爪部先幅:約160mm、爪部長さ:約205mm
材質:頭部:スチール、柄部:木材

従来品に比べ軽量の4本爪フォークです。
全長:約1130mm
爪部先幅:約350mm、爪部長さ:約230mm
重量:約1.06kg
材質:頭部:スチール、柄部:アルミ
グリップ:プラスチック

4511149700684 4511149261031
2つの長さで使えます。
全長:約1200mm・約1580mm(2段階)
爪部先幅:約350mm、爪部長さ:約180mm
爪数:14本、重量:約1.14kg
材質:頭部:スチール
柄部:アルミ

アルミ製うね立草取兼用レーキです。
両面の刃が使え、便利さ２役！
重量も軽く、強度も十分です。
*こちらの商品は組立が必要です。

全長:約1300mm
刃部:幅約400mm×長さ約160mm
重量:約900g

BT ポテトフォーク4本爪 BT 軽量フォーク 4本爪 アルミ柄

BTアルミ柄伸縮式アメリカンレーキ アルミレーキ 畝立・草取兼用型 先幅40cm 組み立て式

BT 木柄4本爪フォーク BT パイプ柄4本爪フォーク

BT 木柄5本爪フォーク BT パイプ柄5本爪フォーク

BT パイプ柄6本爪フォーク BT  パイプ柄8本爪フォーク



4511149261017 4511149261024
代かき・均し作業に。
アルミ製で軽量です。
水抜き穴付きです。
全長:約1800mm
先幅:約800mm、奥行:約110mm
重量:約1.32kg

18本爪のレーキです。
アルミ製で軽量です。
全長:約1800mm
先幅:約600mm、奥行:約110mm
重量:約1.16kg

4948862760136 4948862760112
集めた枯葉、ゴミなどを
そのまますくうことが出来ます。
全長:約1350mm
頭部:約340mm(長さ)×約280mm(幅)
頭部先幅:約200mm
爪数:10本、重量:約620g
材質:頭部:ABS樹脂、柄部:スチール
◎色はブルーとイエローです。

集めた枯葉、ゴミなどを
そのまますくうことが出来ます。
全長:約1500mm
頭部:約410mm(長さ)×約360mm(幅)
頭部先幅:約280mm
爪数:14本、重量:約1040g
材質:頭部:ABS樹脂、柄部:スチール
◎色はブルーとイエローです。

4511149706570 4511149706587
頭部が開閉する収納にも
便利な伸縮式レーキです。

全長:約1250～1560mm
爪幅:約180mm～約510mm
重量:約760g

伸縮式のアルミ柄ミニレーキです。
先端が丸爪なので落ち葉や地
面に刺さりにくく作業効率をアップ！
伸縮式なので保管もしやすい
小型サイズです。
全長:約550～740mm
爪幅:約110～280mm
重量:約332g

4511149231508 4511149231515
全長:約1330mm
柄長:約1200mm
刃長:約210mm
重量:約0.78kg

全長:約1330mm
柄長:約1200mm
刃長:約240mm
重量:約0.84kg

4511149703449 4511149703463
全長:約1390mm
柄長:約1350mm
刃長:約210mm
重量:約0.6kg

全長:約1390mm
柄長:約1350mm
刃長:約240mm
重量:約0.68kg

アルミ代かき 全長1800mm 幅800mm アルミレーキ 全長1800mm 幅600mm

スウェーデン鋼三角ホー 210mm 1200mm焼木柄 スウェーデン鋼三角ホー 240mm 1200mm焼木柄

ステンレス鋼両刃鎌 210mm アルミ柄 ソフトグリップ付 ステンレス鋼両刃鎌 240mm アルミ柄 ソフトグリップ付

サポートガーデンレーキ 小 サポートガーデンレーキ 大

伸縮式ガーデンクリーナー アルミ柄 伸縮式アルミ柄ミニレーキ



4511149703456 4511149429158
全長:約1350mm
柄長:約1230mm
刃長:約240mm
重量:約0.82kg

全長:約1340mm
柄長:約1300mm
刃長:約210mm
重量:約0.54kg

4511149237203 4511149703432
全長:約1340mm
柄長:約1235mm
爪数:6本
重量:約0.77kg

全長:約730mm～1260mm
刃幅:約180mm
重量:約660g
材質:刃:ステンレス(SUS420J2)
柄部:ステンレス

4511149231034 4511149231027
全長:約1110mm
柄長:約1050mm
頭部サイズ:約125mm×40mm
重量:約420g
材質:刃:全鋼、柄:天然木

全長:約1230mm
柄長:約1050mm
頭部サイズ:約90mm×30mm
重量:約400g
材質:刃:全鋼、柄:天然木

4511149231041 4511149700301
全長:約1130mm
柄長:約1050mm
刃長:約140mm
重量:約420g
材質:刃:全鋼、柄:天然木

全長:約1140mm
柄長:約1050mm
頭部サイズ:約110mm×35mm
重量:420g
材質:刃:ステンレス製、柄:天然木

4511149700332 4511149700325
全長:約1055mm
柄長:約1050mm
頭部長さ:約85mm
頭部先幅:約155mm
重量:約580g
材質:刃:ステンレス製、柄:天然木

全長:約1155mm
柄長:約1050mm
頭部サイズ:約140mm×55mm
重量約400g
材質:刃:ステンレス製
柄:天然木

長柄 両刃草削り鎌 1050mm柄付 三作 ステンレス ねじりホー 1050mm柄付

三作 ステンレス 豆立鎌 1050mm柄付 三作 ステンレス 三角ホー 1050mm柄付

アルミ柄両刃ステン三角鍬 240mm アルミ柄両刃波刃草削り 210mm ソフトグリップ付

アルミ柄万能熊手 1200mm柄 伸縮式 オールステンレス スライド式立鎌 刃幅180mm

長柄 ねじり鎌 1050mm柄付 長柄 カット鎌 1050mm柄付



4511149011056 4511149011063
全長:約270mm
刃長:約105mm
刃渡:約85mm
柄長:約240mm
重量:約90g
材質:刃:SK材(鋼)、柄:天然木
日本製

全長:約280mm
刃長:約120mm
刃渡:約95mm
柄長:約240mm
重量:約96g
材質:刃:SK材(鋼)、柄:天然木
日本製

4511149011070 4511149011605
全長:約350mm
刃長:約150mm
刃渡:約120mm
柄長:約300mm
重量:約175g
材質:刃:SK材(鋼)、柄:天然木
日本製

全長:約275mm
刃長:約110mm
刃渡:約90mm
柄長:約240mm
重量:約100g
材質:刃:白紙鋼、柄:天然木
日本製

4511149115082 4511149115099
全長:約280mm
刃長:約120mm
刃渡:約95mm
柄長:約240mm
重量:約100g
材質:刃:白紙鋼、柄:天然木
日本製

全長:約345mm
刃長:約150mm
刃渡:約125mm
柄長:約300mm
重量:約169g
材質:刃:白紙鋼、柄:天然木
日本製

4511149115501
全長:約580mm
刃長:約195mm
刃渡:約160mm
柄長:約540mm
重量:約260g
材質:刃:白紙鋼、柄:天然木

4511149041565 4511149041602
全長:約500mm
刃長:約180mm
刃渡:約155mm
柄長:約450mm
重量:約220g
材質:刃:白紙鋼、柄:天然木

全長:約505mm
刃長:約195mm
刃渡:約170mm
柄長:約450mm
重量:約220g
材質:刃:白紙鋼、柄:天然木

宗久 丸鎌 195mm 尺8柄付

宗久 草刈鎌 180mm 尺5柄付 宗久 草刈鎌 195mm 尺5柄付

茂弘小鎌 3.5寸(約105mm)刃 8寸柄付 茂弘小鎌 4寸(約120mm)刃 8寸柄付

茂弘小鎌 5寸(約150mm)刃 1尺柄付 宗久 小鎌 真岡型 110mm刃 8寸柄付

宗久 小鎌 白紙鋼 120mm刃 8寸柄付 宗久 小鎌 白紙鋼 150mm刃 1尺柄付



4511149114986 4511149114993
全長:約280mm
刃長:約121mm
刃渡:約85mm
柄長:約240mm
重量:約80g
材質:刃:白紙鋼、柄:天然木
日本製

全長:約280mm
刃長:約125mm
刃渡:約95mm
柄長:約240mm
重量:約100g
材質:刃:白紙鋼、柄:天然木
日本製

4511149114917 4511149114900
全長:約505mm
刃長:約190mm
刃渡:約160mm
柄長:約450mm
重量:約230g
材質:刃:白紙鋼、柄:天然木
日本製

全長:約510mm
刃長:約205mm
刃渡:約170mm
柄長:約500mm
重量:約240g
材質:刃:白紙鋼、柄:天然木
日本製

4511149382958 4511149382965
約4mmの埋め込みチップ付
チップソー2枚組
排気量20cc以上推奨
穴径:25.4mm
重量:1枚あたり約300g

約4mmの埋め込みチップ付
チップソー2枚組
排気量20cc以上推奨
穴径:25.4mm
重量:1枚あたり約380g

4511149382859 4511149382866
チップを守るコブで耐久性アップ
4ヵ所ある樹脂入り溝が
作業中の衝撃音と騒音を軽減
排気量20cc以上推奨
穴径:25.4mm
重量:約350g

チップを守るコブで耐久性アップ
4ヵ所ある樹脂入り溝が
作業中の衝撃音と騒音を軽減
排気量25cc以上推奨
穴径:25.4mm
重量:約435g

4511149382811 4511149632220
雑草を巻きにくくし、
払いのける4つのハネが特徴です
排気量25cc以上推奨
穴径	25.4mm
重量	約420g

チップソー専用カバーです
刈り払い機の持ち運び時や
保管時の保護にお使いください。

対応サイズ:230mm～255mm

衝撃吸収でかチップ コブ付きチップソー 230mm×32P 衝撃吸収でかチップ コブ付きチップソー 255mm×36P

ハネ付らくらくチップソー 255mm×36P チップソーカバー 230~255mm用 KJ-220

宗久 小鎌 105mm 左利き用 宗久 小鎌 120mm 左利き用

宗久 草刈鎌 180mm 尺5柄付 左利き用 宗久 草刈鎌 195mm 尺5柄付 左利き用

デカチップ2枚組 草刈用チップソー 230mm×32P デカチップ2枚組 草刈用チップソー 255mm×36P



4511149397204 4511149397211
折り畳み式のフゴです
サイズ:使用時:約530mm角
折り畳み時:約530×約300×約50
ベルトの太さ:約50mm
容量:約140ℓ
材質:本体・持ち手:ポリプロピレン
支柱:スチール

折り畳み式のフゴです
サイズ:使用時:約580mm角
折り畳み時:約580×約300×約50
ベルトの太さ:約50mm
容量:約190ℓ
材質:本体・持ち手:ポリプロピレン
支柱:スチール

4511149397228 4511149680382
折り畳み式のフゴです
サイズ:使用時:約680mm角
折り畳み時:約680×約350×約50
ベルトの太さ:約50mm
容量:約310ℓ
材質:本体・持ち手:ポリプロピレン
支柱:スチール

果実の収穫に便利な収穫バッグです
サイズ:約550(長さ)×340(横幅)
×240(奥行)mm
重量:約350g
材質:本体:ポリエチレン、肩紐:布・麻縄
採収可能重量:約5kgまで

4511149685011 4511149680054
サイズ:フリー
取っ手対応幅:幅40mm以上、
厚さ20mm程度
バンド耐荷重:約35kg
材質:ナイロン(肩当部)、
ユニクロメッキ(金具)

サイズ:フリー
取っ手対応幅:幅約2.0mm以上、
厚さ約10mm以内
バンド耐荷重:約30kg
バンド部長さ:最長約75cm
材質:ナイロン(肩当部)、
ユニクロメッキ(金具)
金具部分は取り外せます。

4511149332663 4511149900831
専用ケースの使用で
誘引作業を快適に行えます！
高さ:325mm、横幅:165mm、
厚さ:90mm
材質:ドビーマート840デニール
発泡ポリエチレンシート

サイズ:約310mm×約65mm
重量:約120g
内側サイズ:長さ約195mm×幅約60mm
×奥行約10mm、
ベルト有効長さ:約1300mm
ケース材質:本体/プラスチック、
本体内側/PVC、
ベルト装着部:ゴム、ベルト:ナイロン

4511149900824 4511149900817
サイズ:約310mm×約65mm
重量:約120g
内側サイズ:長さ約195mm×幅約60mm
×奥行約10mm、
ベルト有効長さ:約1300mm
ケース材質:本体/プラスチック、
本体内側/PVC、
ベルト装着部:ゴム、ベルト:ナイロン

サイズ:約310mm×約65mm
重量:約120g
内側サイズ:長さ約195mm×幅約60mm
×奥行約10mm、
ベルト有効長さ:約1300mm
ケース材質:本体/プラスチック、
本体内側/PVC、
ベルト装着部:ゴム、ベルト:ナイロン

テープナー(園芸用誘引結束機) 専用ケース KJ-106 収穫包丁用収納ケース ベルト付 ブラック

収穫包丁用収納ケース ベルト付 イエロー 収穫包丁用収納ケース ベルト付 ピンク

マルチバスケット 小 530mm マルチバスケット 中 580mm

マルチバスケット 大 680mm 底落ち収穫袋 収穫バッグ D型

らくらく肩掛けバンド 採集コンテナ用KJ-201 らくらく肩掛けバンド 果実収穫用コンテナバンド KJ-205



4511149632213
全体サイズ:長さ405mm、横幅90mm
奥行60mm
折込鋸部分サイズ:長さ230mm、
横幅70mm、奥行30mm
剪定鋏部分サイズ:長さ135mm
横幅80mm×奥行25mm
対応ベルトサイズ:約5.5mmまで
重量:約120g

4511149390151 4511149703722
レーヴェの剪定鋏にぴったりの
鋏ケースです。
サイズ:
約210mm×70mm(幅)×55mm(高さ)
ベルト対応幅:約50mm
重量:約80g
材質:牛黒床皮
日本製

フラン病・粗皮削り用の
園芸用ナイフです。
滑り止めグリップ付き
両刃の三角刃と片刃のL型刃
色は選べません
全長:約218mm
重量:約105g
材質:刃部:複合材、柄:プラスチック

4511149703715 4511149703708
古くなった木の皮を削り、
害虫対策をするための道具です。
サイズ:約170mm×約50mm
柄の長さ:約135mm
重量:約120g
片刃
材質:刃部:複合材、柄:天然木

古くなった木の皮を削り、
害虫対策をするための道具です。
全長:約280mm
刃サイズ:85mm×85mm×57mm
柄長:約210mm
片刃
材質:刃部:複合材、柄:天然木

4511149703623 4511149700370
野菜などの収穫に便利な商品です。
キュウリ、ナス、インゲン、トマト、
その他果物等の収穫に。
指に付けて茎・軸・つるに
押し当てて切り取ります
刃幅:27mm 重量:約4.3g
材質:複合材

野菜などの収穫に便利な商品です。
キュウリ、ナス、インゲン、トマト、
その他果物等の収穫に。
指に付けて茎・軸・つるに
押し当てて切り取ります
刃幅:34mm 重量:約5.3g
材質:複合材

4511149700448 4511149700455
桑摘み・野菜・果物に使える
収穫カッターです。
指を入れる幅は調節可能です
刃幅:約24mm、重量:約6g
材質:鉄

桑摘み・野菜・果物に使える
収穫カッターです。
指を入れる幅は調節可能です
刃幅:約34mm、重量:約6g
材質:鉄

ベジプッチ 収穫爪 小 (刃幅27mm) ベジプッチ 収穫爪 大 (刃幅34mm)

収穫爪 I型 小 刃幅24mm 収穫爪 I型 大 刃幅34mm

2段式 折込鋸＆剪定鋏ケース KJ-213

LOWE用丸型剪定鋏ケース 大 先丸 フラン病・粗皮削り プラスチック柄

木の皮(粗皮)削り L型 木の皮(粗皮)削り 三角型



4511149700172 4511149700189
2枚羽根式で快速に穴を掘れます。
穴掘り部直径:45mm、全長:約950mm、
グリップ幅:約300mm
重量:約1.0kg
付属品:専用袋1枚

2枚羽根式で快速に穴を掘れます。
穴掘り部直径:75mm、全長:約950mm、
グリップ幅:約300mm
重量:約1.3kg
付属品:専用袋1枚

4511149700196 4511149706228
2枚羽根式で快速に穴を掘れます。
穴掘り部直径:95mm、全長:約950mm、
グリップ幅:約300mm
重量:約1.5kg
付属品:専用袋1枚

足で土を押し込んで支柱穴を開ける
支柱穴あけ器です。
全長:約945mm、横幅:約330mm、
重量:約2kg
掘れる穴の深さ:最長約355mm

4511149706211 4511149706204
足で土を押し込んで支柱穴を開ける
支柱穴あけ器です。
全長:約930mm、横幅:約330mm、
重量:約2.8kg
掘れる穴の深さ:最長約345mm

足で土を押し込んで支柱穴を開ける
支柱穴あけ器です。
全長:約930mm、横幅:約330mm、
重量:約3.2kg
掘れる穴の深さ:最長約345mm

快速 穴ほーる 小 Φ45mm 快速 穴ほーる 中 Φ75mm

快速 穴ほーる 大 Φ95mm 支柱穴あけ器 ザクット Φ19mm

支柱穴あけ器 ザクット Φ28mm 支柱穴あけ器 ザクット Φ32mm



4511149492039 4511149492046
全長:約360mm
頭部長さ:約120mm
刃幅:約80mm
重量:約460g
材質:刃:全鋼、柄:天然木

全長:約360mm
頭部長さ:約110mm
刃幅:約80mm
重量:約480g
材質:刃:全鋼、柄:天然木

4511149492008 4511149492015
全長:約360mm
頭部長さ:約120mm
刃幅:約65mm
重量:約460g
材質:刃:全鋼、柄:天然木

全長:約360mm
頭部長さ:約120mm
刃幅:約80mm
重量:約520g
材質:刃:全鋼、柄:天然木

4511149492022 4511149492060
全長:約360mm
頭部長さ:爪部:約110mm、
バチ部:約80mm
刃幅:爪部:約85mm、 バチ部:約65mm
重量:約620g
材質:刃:全鋼、柄:天然木

全長:約360mm
頭部長さ:バチ部:約80mm、
ピック部:約75mm
刃幅:バチ部:約65mm
重量:約480g
材質:刃:全鋼、柄:天然木

4511149002146 4511149002122
全長:約1050mm、柄の長さ:約1050mm
頭部長さ:約300mm、刃厚:約2mm
頭部先幅:約125mm
重量:約1280g
材質:刃:全鋼、柄:天然木

全長:約1050mm、柄の長さ:約1050mm
頭部長さ:約300mm、刃厚:約2mm
頭部先幅:約125mm
重量:約1260g
材質:刃:全鋼、柄:天然木

4511149002153 4511149009312
全長:約1050mm、柄の長さ:約1050mm
頭部長さ:約300mm、刃厚:約2mm
頭部先幅:約125mm
重量:約1200g
材質:刃:ステンレス製(鋼付)
柄:天然木

全長:約1350mm、柄の長さ:約1350mm
頭部サイズ
長さ約285mm×幅約195mm
×厚さ約20mm
重量:約1.56kg
材質:刃:鉄、柄:天然木(金具止)

家庭鍬 鉄鋼付 1050mm柄付 家庭鍬 鉄全鋼 1050mm柄付

家庭鍬 ステンレス鋼付 1050mm柄付 No.931 ガンギ 土砕き 1350柄付

片手鍬 鍛冶道 三本爪 片手鍬 鍛冶道 四本鍬

片手鍬 鍛冶道 丁能 片手鍬 鍛冶道 巾広

片手鍬 鍛冶道 イカ型 片手鍬 鍛冶道 ピックマトック



4511149003501 4511149003518
全長:約1050mm、柄の長さ:約1050mm
頭部長さ:約145mm、刃厚:約3mm
頭部先幅:約100mm、重量:約1120g
材質:刃:全鋼、柄:天然木

全長:約1050mm、柄の長さ:約1050mm
頭部長さ:約170mm、刃厚:約7mm
頭部先幅:約130mm、重量:約1160g
材質:刃:全鋼、柄:天然木

4511149237500 4511149237517
全長:約1050mm、柄の長さ:約1050mm
頭部長さ:約220mm、刃厚:約8mm
頭部先幅:約170mm、重量:約1600g
材質:刃:全鋼、柄:天然木

全長:約1050mm、柄の長さ:約1050mm
頭部長さ:約225mm、刃厚:約9mm
頭部先幅:約175mm、重量:約1400g
材質:刃:全鋼、柄:天然木

4511149009749 4511149009756
全長:約910mm、柄の長さ:約910mm
頭部サイズ:約190×150mm
刃幅:約150mm
重量:約860g
材質:頭部:全鋼、柄部:天然木(ニス塗り)

全長:約1200mm、柄の長さ:約1200mm
頭部サイズ:約230×180mm
刃幅:約180mm
重量:約1.2kg
材質:頭部:全鋼、柄部:天然木(ニス塗り)

4511149000050 4511149000067
全長:約900mm、柄の長さ:約900mm
鍬先サイズ:約210×210mm
重量:約2kg
材質:刃:鉄、柄:樫

全長:約900mm、柄の長さ:約900mm
鍬先サイズ:約250×210mm
重量:約2.5kg
材質:刃:鉄、柄:樫

4511149002504 4511149000616
全長:約900mm、柄の長さ:約900mm
鍬先サイズ:約250×175mm
重量:約2.38kg
材質:刃/鉄、柄:樫

全長:約900mm、柄の長さ:約900mm
鍬先サイズ:約260×195mm
重量:約2.42kg
材質:刃:鉄、柄:樫

トンビ鍬(シノギ付) 樫3尺柄付　No.5 トンビ鍬(シノギ付)大 茨木町型 樫3尺柄付　No.6

磨き トンビ鍬 樫3尺柄付 No.250 トンビ鍬 小 茨木町型 樫3尺柄付　No.61

ミディ 唐鍬 1050mm柄付 ミディ 三本鍬 1050mm柄付

三本鍬 1050mm焼木柄付 四本鍬 1050mm焼木柄付

万能鍬 小 刃幅150mm 全長910mm 万能鍬　大　刃幅180mm　全長1200mm



4511149001811 4511149012077
全長:約900mm
頭部長さ:約240mm、頭部先幅:約90mm
刃厚:約10mm、重量:約2.1kg
頭部材質:スチール、柄材質:樫

全長:約900mm
頭部長さ:約270mm、頭部先幅:約80mm
刃厚:約10mm、重量:約2.3kg
頭部材質:スチール、柄材質:樫

4511149001972 4511149001804
全長:約910mm、柄の長さ:約910mm
刃長:約190mm
頭部先幅:68mm
重量:約1.8kg
材質:刃:スチール、柄:樫(天然木)

全長:約910mm、柄の長さ:約910mm
刃長:約230mm
頭部先幅:約90mm
重量:約2.74kg
材質:刃:スチール、柄:樫(天然木)

4511149289011 4511149289004
山形県の置賜地域で
使われていた鍬です。
全長:約750mm
頭部サイズ:約415×120mm
重量:約1.4kg
材質:刃:ステンレス
柄:天然木、製造:日本

山形県の置賜地域で
使われていた鍬です。
全長:約750mm
頭部サイズ:約480×120mm
重量:約1.6kg
材質:刃:ステンレス
柄:天然木、製造:日本

4511149000272 4511149000302
全長:約1300mm、柄の長さ:約1260mm
頭部サイズ:長さ約420mm×先幅約120mm
重量:約1.9kg
材質:刃:鉄製(鋼付)、柄:天然木

全長:約1300mm、柄の長さ:約1260mm
頭部サイズ:長さ約410mm×先幅約130mm
重量:約2kg
材質:刃:ステンレス製(鋼付)、柄:天然木

4511149000494 4511149000517
全長:約900mm、柄の長さ:約900mm
頭部サイズ:長さ約425mm×先幅約120mm
重量:約1.5kg
材質:刃:ステンレス、柄:天然木

全長:約900mm、柄の長さ:約900mm
頭部サイズ:長さ約420mm×先幅約120mm
重量:約1.58kg
材質:刃:鉄、柄:天然木

No.27 鉄 大正鍬 鋼付 全長約1300mm No.30 ステンレス大正鍬 鋼付 全長約1300mm

No.49 福島型 大正鍬 ステンレス鋼付 尺4寸 900mm柄付 No.51 福島型 大正鍬 鉄鋼付 尺4寸 900mm柄付

タケノコ堀 唐鍬 刃長240mm 樫柄900mm タケノコ堀 唐鍬 刃長270mm 樫柄900mm

タケノコ唐鍬 携帯用 ミニ 刃長190mm タケノコ唐鍬 携帯用 刃長230mm

置賜(おきたま)鍬 小 柄付 全長約750mm 山形 置賜(おきたま)鍬 大 柄付 全長約750mm 山形



4511149001019 4511149001026
全長:約900mm、柄の長さ:約900mm
頭部サイズ:長さ約450mm×幅約120mm
刃幅:約120mm
重量:約1.5kg
材質:刃:ステンレス、柄:天然木

全長:約900mm、柄の長さ:約900mm
頭部サイズ:長さ約475mm×幅約120mm
刃幅:約120mm
重量:約1.62kg
材質:刃:ステンレス、柄:天然木

4511149001033 4511149001040
全長:約900mm、柄の長さ:約900mm
頭部サイズ:長さ約440mm×幅約120mm
刃幅:約120mm
重量:約1.56kg
材質:刃:鉄、柄:天然木

全長:約900mm、柄の長さ:約900mm
頭部サイズ:長さ約475mm×幅約120mm
刃幅:約120mm
重量:約1.64kg
材質:刃:鉄、柄:天然木

4511149002986 4511149002993
全長:約1350mm、柄の長さ:約1350mm
頭部サイズ:長さ約310×幅約120mm
重量:約1.16kg
材質:刃:鉄、柄:天然木(金具止)

全長:約1350mm、柄の長さ:約1350mm
頭部サイズ:長さ約310×幅約110mm
重量:約1.18kg
材質:刃:鉄、柄:天然木(金具止)

4511149001590 4511149001606
全長:約1350mm、柄の長さ:約1350mm
頭部サイズ:長さ約310×幅約130mm
刃幅:約130mm、重量:約1.22kg
材質:刃:ステンレス、柄:天然木

全長:約1350mm、柄の長さ:約1350mm
頭部サイズ:長さ約310×幅約120mm
刃幅:約120mm、重量:約1.18kg
材質:刃:ステンレス、柄:天然木

4511149001613 4511149002894
全長:約1350mm、柄の長さ:約1350mm
頭部サイズ:長さ約310×幅約110mm
重量:約1.2kg
材質:刃:ステンレス、柄:天然木

全長:約1350mm、柄の長さ:約1350mm
頭部サイズ:長さ約310mm×先幅約145mm
重量:約1.14kg
材質:刃:ステンレス、柄:天然木(金具止)

No.159 ステンレス平鍬 谷カキ鍬 鋼付 大 1350mm柄付 No.160 ステンレス平鍬 谷カキ鍬 鋼付 中 1350mm柄付

No.161 ステンレス平鍬 谷カキ鍬 鋼付 小 1350mm柄付 No.289 谷上鍬 ステンレス鋼付 1350mm柄付

No.101 大和型 平鍬 ステンレス鋼付 小 No.102 大和型 平鍬 ステンレス鋼付 大

No.103 大和型 平鍬 鉄 鋼付 小 No.104 大和型 平鍬 鉄 鋼付 大

No.298 岡山型 鉄 平鍬 鋼付 中 1350mm柄付 No.299 岡山型 鉄 平鍬 鋼付 小 1350mm柄付



4511149001071 4511149001095
全長:約1070mm、柄の長さ:約1050mm
頭部サイズ:長さ約345mm×幅約115mm
重量:約1.44kg
材質:刃:鉄、柄:天然木(金具止)

全長:約1200mm、柄の長さ:約1200mm
頭部サイズ:長さ約410mm×幅約130mm
重量:約1.78kg
材質:刃:ステンレス、柄:天然木(金具付)

4511149001118 4511149001408
全長:約960mm、柄の長さ:約960mm
頭部サイズ:長さ約480mm×幅約125mm
重量:約1.94kg
材質:刃:ステンレス、柄:天然木(金具止)

全長:約1500mm、柄の長さ:約1500mm
頭部サイズ:長さ約340mm×幅約165mm
重量:約1.16kg
材質:刃:鉄、柄:天然木

4511149001422 4511149001446
全長:約1500mm、柄の長さ:約1500mm
頭部サイズ:長さ約310mm×幅約130mm
重量:約1kg
材質:刃:鉄、柄:天然木

全長:約1500mm、柄の長さ:約1500mm
頭部サイズ:長さ約315mm×幅約150mm
重量:約1.06kg
材質:刃:ステンレス鋼、柄:天然木

4511149000432 4511149001347
全長:約900mm、柄の長さ:約900mm
頭部サイズ:長さ約420mm×先幅約110mm
重量:約1.52kg
材質:刃:ステンレス、柄:天然木

全長:約900mm、柄の長さ:約900mm
頭部サイズ:長さ約305×幅約67mm
重量:約2.02kg
材質:刃:鉄、柄:天然木(樫)

4511149001514 4511149001583
全長:約1200mm、柄の長さ:約1200mm
頭部サイズ
五本爪鍬:長さ約95mm×幅約95mm
バチ鍬:長さ約105mm×幅約35mm
重量:約0.9kg
材質:刃:鉄、柄:天然木(椎)

全長:約1050mm、柄の長さ:約1050mm
頭部サイズ:長さ約200×幅約120ｍm
重量:約1.36kg
材質:刃:鉄、柄:天然木(樫)

No.43 乙女鍬 ステンレス鋼付 900mm柄付 No.134 平つる鍬(竹の子堀) 900mm柄付

No.151 玉ねぎ鍬 1200mm柄付 No.158 鉄 堆肥万能鍬二本爪 甲丸ヒツ 1050mm柄付

No.107 改良自在鍬 鉄 鋼付 小 1050mm柄付 No.109 改良自在鍬 ステンレス鋼付 B型 1200mm柄付

No.111 改良自在鍬 ステンレス 鋼付 中 960mm柄付 No.140 一番鍬 鉄 大 1500mm柄付

No.142 三番鍬 鉄 小 1500mm柄付 No.144 二番鍬 ステン 中 1500mm柄付



4511149001552 4511149001569
全長:約1050mm、柄の長さ:約1050mm
頭部サイズ:長さ約220×幅約165mm
重量:約1.16kg
材質:刃:鉄、柄:天然木(樫)

全長:約1050mm、柄の長さ:約1050mm
頭部サイズ:長さ約220×幅約140mm
重量:約1.7kg
材質:刃:鉄、柄:天然木

4511149000227 4511149001309
全長:約900mm、柄の長さ:約900mm
頭部サイズ:長さ約240mm×幅約200mm
重量:約2.16kg
材質:刃:鉄、柄:天然木

全長:約1200mm、柄の長さ:約1200mm
頭部サイズ:長さ約220×幅約165mm
重量:約1.56kg
材質:刃:鉄、柄:天然木(樫)

4511149001316 4511149000524
全長:約1200mm、柄の長さ:約1200mm
頭部サイズ:長さ約220×幅約140mm
重量:約1.7kg
材質:刃:鉄、柄:天然木(樫)

全長:約1200mm
柄の長さ:約1200mm
頭部サイズ:長さ約235mm×幅約245mm
重量:約1.88kg
材質:刃:鉄、柄:天然木(椎)

4511149000531 4511149003396
全長:約1200mm
柄の長さ:約1200mm
頭部サイズ:長さ約205mm×幅約195mm
重量:約1.44kg
材質:刃:鉄、柄:天然木(椎)

田畑の耕作 ・土砕き ・
堀り取り ・砂利の除去などに。
新潟県三条市等で
使われている地型の鍬です。
使いやすいコブ付きの柄です。
全長:約900mm、
鍬先幅:約200mm、重量:約1.5kg

4511149000814 4511149000920
田畑の耕作・土砕き・
堀り取り・砂利の除去に。
備中型3本鍬です。
全長:約1250mm、
鍬刃先幅:約200mm、重量:約1.6kg

ヒツ部分を横向きに入れる
特殊な形の鍬です。
土砕き、土混ぜ、耕作や
根菜類の収穫に。
全長:約1200mm、
鍬刃幅:約230mm、重量:約1.7kg

No.53 福島型 田万能鍬 三本爪 1200mm柄付 No.339 三本備中鍬 バチ型 900mmコブ付柄 地型(三条)

No.81 ステンレス 三本万能鍬 バチ型 椎1200ｍｍ柄付 No.92 室型 4本万能鍬 バチ型 1200mm柄付

No.155 三ツ目鍬 甲丸ヒツ 1050mm柄付 No.156 剣型 三ツ目鍬 甲丸ヒツ 1050mm柄付

No.22 土方万能 三本鍬 900mm柄付 No.130 三本備中鍬 甲丸ヒツ 1200mm柄付

No.131 剣先三本鍬 甲丸ヒツ 1200mm柄付 No.52 福島型 田万能鍬 四本爪 1200mm柄付



4511149009428 4511149009435
全長:約1610mm
刃幅:約95mm
刃長:約270mm
重量:約2.36kg

全長:約1710mm
刃幅:約95mm
刃長:約370mm
重量:約1.82kg

4511149289028 4511149009237
全長:約1590mm
ジョイント前サイズ:頭部側/約773mm
柄側/約815mm
刃先幅:約110mm、頭部長さ:約250mm
重量:約3.46kg
製造国:日本

全長:約1510mm、柄の長さ:約1500mm
頭部サイズ:約300mm×90mm
重量:約1.3kg

4511149009541 4511149009558
全長:約1350mm
頭部サイズ:約170mm×45mm
重量:約1.3kg
内径:約30mm

全長:約1350mm
頭部サイズ:約200mm×55mm
重量:約1.88kg
内径:約36mm

山芋堀り 全鋼 樫1350mm柄付 No.942 山芋堀り エンピ型 樫4.5尺柄 No.943

山芋堀 パイプ柄 ツナギ型 全長約1590mm 八つ子レーキ 全長約151cm 頭部幅約30cm

材木鳶 Φ30mm 樫柄付 1350mm 材木 鳶 Φ36mm 樫柄付 1350mm



4511149705085 4511149240500
全長:約530mm、重量:約975g
切断能力:生木直径30mm以下
材質:刃部:鋼
ハンドル:アルミ

サイズ:12φ×490mm
重量:約560g

4511149240517 4511149240524
サイズ:15φ×640mm
重量:約1060g

サイズ:15φ×840mm
重量:約1300g

4511149702008 4511149702015
サイズ:幅約220mm×奥行約420mm
×高さ 約320mm
タイヤ直径:約180mm、厚み:約55mm
最大耐荷重約75kg
重量:約2.6kg
材質:本体:スチール
タイヤ:ポリエチレン

サイズ:幅約220mm×奥行約430mm
×高さ約345mm
タイヤ直径:約210mm、厚み:55mm
最大耐荷重:約90kg
重量:約6.5kg
材質:本体:スチール
タイヤ:発泡ゴムノーパンクタイヤ

4511149291304 4511149291335
座面は360度回転します。
ガスダンパー式の簡単高さ調節機能付き
材質:骨組み部分:スチール
座椅子:ポリウレタン(表面)、スポンジ(内側)
タイヤ:ポリエチレン
本体サイズ:幅約245mm×奥行約470mm
×高さ約470～530mm(下降時～上昇時)
タイヤサイズ:直径:約195mm、幅:約150mm
最大耐荷重:約75kg、重量:約4.3kg

楽いちシリーズで最も座面が広い
座面は360度回転します。
ガスダンパー式の簡単高さ調節機能付き
材質:骨組み部分:スチール
座椅子:ポリウレタン(表面)、スポンジ(内側)
タイヤ:ポリエチレン
本体サイズ:幅約320ｍｍ×奥行約470mm
×高さ約500～550mm(下降時～上昇時)
タイヤサイズ:直径約195mm、幅:約150mm
最大耐荷重:約75kg、重量:約5.0kg

4511149291366
楽いちシリーズで最も座面の高さが低い
コンパクトサイズ。座面は360度回転します。
※高さ調節はできません。
タイヤサイズ:直径約145mm、幅約150mm
骨組み部分:スチール、座椅子:ポリウレタン(表面)、
スポンジ(内側)、タイヤ:ポリエチレン
本体サイズ:幅約210ｍｍ×奥行約425mm
×高さ約390mm
タイヤサイズ:直径:約195mm、幅:約150mm
最大耐荷重:約75kg、重量:約3.5kg

作業椅子 楽いちDX 作業椅子 楽いちジャンボ

作業椅子 楽いちローダウン

太枝切鋏(ギア式) 右利き用 KJ-508 馬(犬)つなぎ棒 12φ×490mm

馬(犬)つなぎ棒 15φ×640mm 馬(犬)つなぎ棒 15φ×840mm

作業椅子 コロコロ 作業椅子 コロコロDX (ノーパンクタイヤ仕様)



4511149368228 4511149368181
サイズ:約10m×10m
重量:約4.5kg
厚み:#2000
耐久期間:約3～6ヶ月

サイズ:3.6m×5.4m
厚み:#3000
材質:シート:ポリエチレン
ハトメ:アルミニウム
補強部:ポリプロピレン
紫外線防止材配合
ハトメ:26穴
耐熱温度:70℃

4511149368198 4511149703647
サイズ:5.4m×7.2m
厚み:#3000
材質:シート:ポリエチレン
ハトメ:アルミニウム
補強部:ポリプロピレン
紫外線防止材配合
ハトメ:26穴
耐熱温度:70℃

2本1組で苗箱10枚分固定できます。
全長:約235mm、入数:10本
材質:フック部:ポリカーボネート、
バンド部:シリコンゴム

4511149326617 4511149701353
モグラのトンネルに設置して
モグラを捕獲することができます。
サイズ:直径:約55mm、長さ:約190mm
重量:約80g(1本)
材質:鉄、PVC(塩化ビニル)

サイズ:長さ約170mm×幅約40mm
×厚さ約30mm
重量:約4g(1ヶあたり)
材質:ABS樹脂(本体)、鉄(金具部分)

4511149294015 4511149209309
モグラの生活道にセットし、
モグラを捕獲します。
長さ:約510mm、幅:約160mm、
奥行:約105mm
重量:約80g
材質:鉄(焼入塗装仕上げ)

2種類の金属音を発生させ、
もぐらを寄せ付けません。
プロペラと尾翼の反射板で、
風の有無にかかわらず
鳥を驚かせ退散させます。
組み立て時全長:約150cm
材質:プロペラ部:木製、柄部:真鍮パイプ
※この商品は簡単な組立が必要です。

4511149701254 4511149025213
サイズ:約180mm×200mm×400mm
重量:約840g、材質:ABS樹脂
対象害鳥:ﾊﾄ・ｽｽﾞﾒ・ﾑｸﾄﾞﾘ・ﾋﾖﾄﾞﾘなど
電源:ソーラー充電方式(ニッケル水素充電池
内臓 Ni-MH DC1.2V 600mAh ×2本)
センサー感知距離:約90度
←動画あります

ヒヨ鳥・ムク鳥・スズメ・カラスなどの
鳥害対策に。
2～3メートル間隔をあけて
紐で吊るしてください。
入数:10枚、磁力:1200ガウス
磁石サイズ:直径約80mm
×厚さ約10mm(1枚)

D型モグラ捕り バード＆モール パイプ柄

防鳥 発光フクロウ KJ-125 鳥解決!! 強力磁石 1200ガウス φ80mm×10mm 10枚入

ブルーシート #2000 ハトメ付 10m×10m 1枚入り ブルーシート 厚手 #3000 ハトメ付 3.6m×5.4m

ブルーシート 厚手 #3000 ハトメ付 5.4m×7.2m 苗箱バンド 10本入り

PVC筒型モグラ捕り器 2本組 野ねずみ捕獲器 らっとれた！　2ヶ入



4511149704002 4511149429165
刃がスライドするので軽い力でも
よく切れます。ワラや干し草の切断から、
段ボールや絨毯などの処理に。
刃渡り:約300mm
台座:長さ約660mm×幅115mm
×高さ205mm
材質:押切本体(黒い部分):スチール製
刃:炭素鋼S60C(刃先焼入れ処理)

刃がスライドするので軽い力でも
よく切れます。ワラや干し草の切断から、
段ボールや絨毯などの処理に。
刃渡り:約360mm
台座:長さ約660mm×幅115mm
×高さ205mm
材質:押切本体(黒い部分):スチール製
刃:炭素鋼S60C(刃先焼入れ処理)

4511149702992 4511149540082
サイズ:よこ約280mm×たて約68mm
×奥行約80mm
総耐荷重:約6kg

全長:約450mm
重量:約1100g
対応パイプ:径19.1～25.4mm
材質:頭部:スチール
柄部:アルミ

4511149700479 4511149291403
19mm、22mm、25.4mm、31.8mmの
パイプ径に対応した
パイプ抜き差し器です。
耐雪型・農業用大型ハウスの支柱・
パイプサイズ(31.8mm)対応品です。
六角コマの位置によって
対応パイプ径を変更します。
全長約320mm、重量約900g

組立式のアルミ製いちご収穫台車です。
プラホイールノーパンクタイヤ付き。
横幅:約1000mm～約1400mm
高さ:約660mm～約800mm
耐荷重:約30kg

4511149400157 4511149288038
使用可能肥料:各種粒状及、砂粒状品、
けいかる、ようりんなど
使用範囲:ゴルフ場、果樹園、桑園、
芝生、ハウス、畑など
全長:約130cm、高さ:約77cm
幅:約54cm、ホッパー径:約56cm
車輪径:約66cm、重量:約21kg
散布幅:約4m(片側2m)

新潟県三条市製です。
しなりがあり、薪をしっかり掴めます。
全長:約454mm、重量:約310g
本体太さ:φ7mm
材質:本体:スチール、
かしめ部:ステンレス材、柄:天然木
釘:ステンレス材
ケースと紐のみ中国製

4511149702701
全長:約1.6～2.7m
重量:約1.04kg
支柱径:約3.3cmφ
ツマミを使って無段階伸縮できます。
アルミ製なので軽量です。

肥料散布機 バネ付薪ばさみ 専用ケース付

スライド式 アルミ製 果樹園用支柱 1.6～2.7m

自動押切機 300mm 自動押切機 360mm

モップホルダー 総耐荷重約6kg パイプかしめ器 19.1～25.4φ用 アルミ柄

ジャンボパイプホールド KJ-388 Φ19mm~31.8mm アルミいちご収穫台車(組立式)



4511149435265 4511149435210
農業用高圧ポンプ用ノズルです。
広範囲に霧状の散水が行えます。
全長:約640mm、重量:約500g
メッシュ径:φ115mm
メッシュサイズ:30メッシュ
最適ホース内径:約15mm～18mm

農業用高圧ポンプ用ノズルです。
広範囲に霧状の散水が行えます。
全長:約780mm、重量:約640g
メッシュ径:φ115mm
メッシュサイズ:30メッシュ
最適ホース内径:約15mm～18mm

4511149435258 4511149435203
農業用高圧ポンプ用ノズルです。
広範囲に霧状の散水が行えます。
全長:約1130mm、重量:約660g
メッシュ径:φ115mm
メッシュサイズ:30メッシュ
最適ホース内径:約15mm～18mm

農業用高圧ポンプ用ノズルです。
広範囲に霧状の散水が行えます。
全長:約1270mm、重量:約800g
メッシュ径:φ115mm
メッシュサイズ:30メッシュ
最適ホース内径:約15mm～18mm

パワフルノズル ストレート ショート パワフルノズル 首振式 ショート

パワフルノズル ストレート ロング パワフルノズル 首振式 ロング
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