
ファクトリーギアTV

毎週更新！工具の最新情報はココからGET!!
ファクトリーギアの代表 髙野倉の
公式Youtube チャンネル「ファクトリーギアTV」。
一風変わった視点からご紹介する話題の工具から
面白裏話まで、幅広い情報を発信中です！

税抜3万円以上のお買い物からご利用いただけます。
（ゼロキャンご利用の場合ギアッシュの配布はございません）

ギアッシュバックキャンペーン通販お店で

やってます !
( ファクトリーギアの店舗で貰える / 使える商品券）

※店舗でのお買い物
　が対象です。

※5,500円で200円、11,000円で500円、
22,000円で1,000円のギアッシュバックとなります。

商品の詳細は画像をクリックしてください。商品の詳細は画像をクリックしてください。商品の詳細は画像をクリックしてください。
在庫状況は日々変動しています ! 最新情報は各店へ直接確認の上ご来店ください。
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ファクトリーギア

冬の大バーゲン !!
ファクトリーギア

冬の大バーゲン !!
12月末まで

ブランド工具が安い！ブランド工具が安い！



￥2,849￥2,849

￥12,900

SK11
アングルドライバー「曲者」
35mm両頭ビット付
ADK-002

18Vインパクトドライバー対応
高耐久強靭ギアーで長寿命
ビットにそのまま付けられる！

FactoryGear
別注モデル
FactoryGear
別注モデル

FactoryGear
別注モデル
FactoryGear
別注モデル

ハイパワーの小型バッテリーを採用することで、標
準仕様からさらに330gの軽量化に成功したファク
トリーギアの別注モデル。フル充電で4穴の普通車
約28台（452本）のホイールナットを脱着可能。
※メーカー調べ。110Nmで締め付けたホイールナ
ットを緩めた際の実測値です。

￥43,800￥43,800￥43,800￥43,800￥43,800￥43,800

バッテリーが共通で使える
LEDライト

プレゼント！プレゼント！
ひっかけフック
光束度300Lm
角度可変式

バッテリーが共通で使える
LEDライト

ひっかけフック
光束度300Lm
角度可変式

定価 58,850円

定価 58,850円

バッテリー容量2.0Ah
最大トルク 200Nm

GDX18V-EC2

1/4六角軸ビットも1/2SQ
ソケットもダイレクトに使え
ます！

本体 x 1
バッテリー2.0Ah x 1
専用充電器 x 1

「2in1」インパクトドライバー18V

「2in1」インパクト
ドライバー18V

++ モバイルケース
L-BOXX136N 

4.0Ahバッテリー
A1840LIB 

ドライバードリル
GSR18V-55 
ドライバードリル
GSR18V-55 

バッテリー容量2.0Ah
最大トルク 200Nm

GDX18V-EC3

本体 x 1
バッテリー2.0Ah x 1
専用充電器 x 1

さらに！さらに！

全部で

GLI18V-300 

定価 7,150円
GLI18V-300 

定価 7,150円

44%
OFF!

28%
OFF!

66%
OFF!

定価合計 145,750円が

¥４9,800¥４9,800¥４9,800¥４9,800¥４9,800¥４9,800

サイズ : 幅 47x 高さ118x奥行き106mm
重量275ｇ

定価3,872円が

数量限定数量限定

NEW
!!

プライヤーレンチXS プライヤーレンチXS 

全長100mmの最小サイズが新登場全長100mmの最小サイズが新登場

定価19,943円が

HAZET
スマートケース 
ビットドライバーセット
2200SC-1

定価70,400円

定価合計91,960円が

Panasonic
EXENA
充電インパクト
ドライバーセット　
18Ｖ 3.0Ah

セットでお得！セットでお得！

EZ1PD1N18D-B

EZ1PD1N18D-Y

EXENA
インパクト用 
アングルアタッチメント

定価10,780円

EZ9HX501

EXENA
インパクト用 
スミ打ちアタッチメント

定価10,780円

EZ9HX500

定価2,750円が

HAZET
ビットドライバーホルダー
810BHK

￥12,900

￥7,990

￥9,900￥9,900

￥1,990

イチグチ
BS 六角軸ホイル
3個セット

ミニ青棒
おまけ！
ミニ青棒
おまけ！

BS99005

￥1,390￥1,390￥59,800￥59,800￥59,800￥59,800￥59,800￥59,800 35%
OFF!

￥1,990 30%
OFF!￥13,900￥13,900

Beruf
Work Light Series BERUFコンパクト投光器

アウトドアに。

作業現場に。

NEW
!!

BTK-CP501R

モバ
イル

バッ
テリ

ー

とし
ても

使用
可能

!モバ
イル

バッ
テリ

ー

とし
ても

使用
可能

!

コンパ
クト設

計！

吊り下
げて

使用可
能！

コンパ
クト設

計！

吊り下
げて

使用可
能！

シーンを選ばず、明るく照らす！

USB充電式
BTK-CP801R500

LUMEN

MAX

800
LUMEN

MAX

136x80x21mm  237g

165x80x21mm  323g

33%
OFF!

￥3,990￥3,990

31 %
OFF!

￥3,190￥3,190

￥7,990

定価合計 145,750円が

数量
限定

NEW
!!

NEPROS
3/8SQ ラチェットハンドル
限定IPゴールド NBR390GL

限定IPゴールド登場！

NEPROS
3/8SQ ソケットレンチセット
限定IPゴールド

NTB3X26AZGL

期間
限定

期間
限定

90ギア

90ギア

8604-100BK8604-100BK

￥82,900￥82,900

詳細はクリック
してください！

NEPROS
1/4SQ ラチェットハンドル
限定IPゴールド NBR290GL

イエロー

EZ1PD1N18D-R

レッド

ブラック

汚れ落とし！
サビ取りに
汚れ落とし！
サビ取りに

ファクトリーギア限定

新色登場!!大好評!!

ファクトリーギア限定

ブラック

引き出
し配置

が

特別仕
様!!

全段マ
ット付

き!!4輪自
在!!

ウルトライエロープロセスブルー

スイーベル
レギュレーター付

●差込角 ： 9.5mm
●能力ボルト径 ： 8mm
●無負荷回転数 ： 300r.p.m. 
●全長 ： 125mm
●質量 ： 0.40kg 
●空気消費量 ： 0.31m  /min3

●差込角：12.7mm
●能力ボルト径：16mm
●最高トルク：460Nm
●全長：148mm
●質量：1.04㎏
●空気消費量：0.65m /min3

●差込角：12.7mm
●能力ボルト径：16mm
●最高トルク：460Nm
●全長：148mm
●質量：1.04㎏
●空気消費量：0.65m /min3

SI-1600BKを購入すると！ 
SI-1108BKプレゼント！
SI-1600BKを購入すると！ 
SI-1108BKプレゼント！

プレゼント!プレゼント!
ブラックインパクトプレゼントキャンペーン開催中!!

数量限定!!数量限定!!

SI-1600BK-SP+1108BKセット

KNIPEXクリスマスギフトパック2021KNIPEXクリスマスギフトパック2021

KNIPEX 8701-125 

コブラ ウォーターポンププライヤー125mm

KNIPEX 1620-50

ケーブルナイフ

KNIPEX 001972LE 

ツールポーチ150mm

3点SET!!

FG限定7段ローラーキャビネット ENTRY

￥79,900￥79,900￥79,900￥79,900￥79,900￥79,900

数量限定数量限定

￥65,890 ￥70,290 ￥73,590 ￥76,780￥65,890 ￥70,290 ￥73,590 ￥76,780

￥5,900
定価合計 7,590円が

定価合計 54,450円が

￥5,900

￥35,900￥35,900

BAHCOローラーキャビネット限定モデル登場 !!

限定カラ
ー！

WHITE
!限定カラ
ー！

WHITE
!

寸　法：510x693x955mm
重　量：55kg
耐荷重：600kg
引き出し耐荷重：30kg

12月上旬入荷予定 !!
BAH1472K8WHITE

5 Drawers 6 Drawers 7 Drawers 8 Drawers
BAH1472K6WHITE BAH1472K7WHITEBAH1472K5WHITE

1472K7ZGGJS 1472K7PESJS 1472K7PCJS

12月上旬入荷予定 !!

11月下旬入荷予定 !!

数量限定

HAZETアドベントカレンダー2021
SANTATOOLS2021 

パッケージサイズ：
H520xW395xD85mm

最大450rpmのハイスピードで生産性を向上！
ミルウォーキー
電動ハイスピードラチェットレンチ
FGM12FHIR‐SET

・ラチェット本体
・専用充電器
・バッテリー（3.0Ah）

¥39,800¥39,800¥39,800¥39,800¥39,800¥39,800

￥14,900￥14,900

https://f-gear.co.jp/l21w/l21w099.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w098.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w097.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w012.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w013.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w014.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w015.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w106.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w105.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w017.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w049.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w001.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w003.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w056.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w057.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w058.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w062.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w064.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w063.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w055.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w100.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w053.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w016.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w052.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w301.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w302.html


DICKIES TOOL
充電式LEDライト
DIZF-7543

DICKIES TOOL
ポータブルLEDライト
DIE-71

明るさ：150ルーメン
出力：単四電池×2本
サイズ：140mm

DICKIES TOOL
ポータブルLEDライト
DIE-73
明るさ：80ルーメン
出力：単四電池×1本
サイズ：103mm

明るさ：300 ルーメン（COB）、
　　　　50 ルーメン（先端 LED）
防水：IPX4
サイズ：Φ35xΦ28.5x343mm
重量：216g

付属品：充電用USBケーブル

メガネの上から装着可能

DI-38SQSET 

両面マグネット付き

DICS11SET

DID-08SET

DICKIES TOOL
9ファンクションプライヤー
DIMT-2022

・ニードルノーズプライヤー
・レギュラープライヤー
・ワイヤーカッター
・プラスドライバー
・栓抜き
・ヤスリ
・ナイフ
・マイナスドライバー
・ハサミ

DICKIES TOOL
9ファンクションプライヤー
DIMT-622

・フラットノーズプライヤー
・レギュラープライヤー
・ワイヤーカッター
・ナイフ
・プラスドライバー
・マイナスドライバー
・栓抜き
・ヤスリ
・カラビナ

DICKIES TOOL
ユーティリティナイフ
DISP-211

ビット：+１, +2, -4, -7
替刃：5枚

DICKIES TOOL
セーフティーゴーグル
DIJD-10

DICKIES TOOL
セーフティーゴーグル
DI-201405

DICKIES TOOL
セーフティーゴーグル
DI-04016

DICKIES TOOL
ドライバー8PCセット 
+1, +2, +3,- 5.5, -6.5, -8.0mm
スタッビ +2, -6.5

DICKIES TOOL
ファストアクションモンキー
150mm
DI41906RPA

早回し可能

DICKIES TOOL
ラチェットドライバー

・差替えシャフト +0,+1,+2,+3,-5
・ラチェットドライバー（72ギア）
・専用ポーチ

8x10, 10x12, 11x13, 
12x14, 14x17, 17x19mm

8, 10, 12, 13, 14, 17, 19mm 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19mm

8, 10, 12, 13, 14, 17, 19mm

パッケージはそのままフロント
カバー付きのレンチラックと
しても使えます。

DICKIES TOOL
両口スパナ6PCセット

DICKIES TOOL
フレックスラチェットメガネレンチ
7PCセット

DICKIES TOOL
フレックススタビラチェット
メガネレンチ7PCセット

DIOW06SET

DIFS07SET

5.5m x 25mm
ナイロンコーティング
両面目盛付き

DICKIES TOOL
コンベックス
DICV-5525

8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm

DICKIES TOOL
コンビネーションレンチ11PCセット

DIFG07SET

・3/8SQラチェットハンドル
・ユニバーサルジョイント
・エクステンションバー75,150mm
・ラチェットスピンナー
・シャローソケット8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
　 17, 18, 19, 21, 22mm
・ディープソケット8,10,12,13,14,17,19mm
・メタルBOX

DICKIES TOOL
3/8SQソケットレンチセット

￥10,890￥10,890 ￥10,978￥10,978 ￥10,978￥10,978

赤コーナー

青コーナー

黄コーナー

¥4,950

¥4,180 ¥4,378

¥6,490

¥4,290¥4,290¥4,290

¥5,390¥5,390¥5,390
¥4,950

¥4,180 ¥4,378

¥6,490

¥4,290¥4,290¥4,290

¥5,390¥5,390¥5,390

DI-2088AB
DI-2088AB
DI-2088AY

DICKIES TOOL
ファストアクションモンキー
250mm
DI43010RPA

早回し可能

¥2,178¥2,178

¥5,500¥5,500

9,746 円
¥11,000

¥1,870 ¥2,178¥1,320 ¥1,870 ¥2,178¥1,320

¥1,320

¥2,310¥1,650    

¥2,970

¥3,278
¥2,530 ¥1,320

¥2,310¥1,650    

¥2,970

¥3,278
¥2,530

冬の大バーゲン!スペシャル企画!
黄 青

黄 青 赤

から1品づつ選んで

から1品づつ選んで

から1品づつ選んで

から1品づつ選んで ¥11,000
最大 もお得!9,746 円最大 もお得!

https://f-gear.co.jp/l21w/l21w318.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w319.html


¥6,190

¥5,490 ¥8,990

FactoryGear
別注セット
FactoryGear
別注セット

ソケットと
ラチェットのセットで！

¥27,390¥27,390¥12,100 ¥16,690

¥4,980
¥2,690
¥3,090

DEEN　握りもの3PCセット Ver2
ウォーターポンプ
プライヤーVer2（250mm）
ラジオペンチ（160mm）
ニッパー（160mm）

25%
OFF!

￥8,490

グリップをひねることで差込角が回転するので、
ラチェットが振れないような狭い場所でもネジを回せます！

￥490

￥590 全長：155mm

90ギア

KTCのカタログ未掲載のFG別注セット！
NBR390SET(6 角）

定価合計36,564円が

NBR390SET(6 角）

¥20,900 ¥17,900¥20,900 ¥17,900

DEEN
クイック ツイストラチェット
DNR-60TWS

60ギア

3/8SQ ビットアダプター
DNBT38SQ-S

DEEN
1/4SQ ビットアダプター
DNBT14SQ-S

DEEN
クリッププライヤー
DNPL-CPR

全長：200mm

DEEN
カップリングプライヤー
DNPL-CP

NEPROS　
3/8SQラチェット
NBR390

3/8SQ、1/4SQ
ドライブ差し替え＆
ビット直差し可能

グリップエンドに
1/4SQ

3本セットで
定価合計￥10,760が

DNP03GRN

DNWP-250V2
DNP-160GR
DNP-160GN

￥3,280

切れば違いがわかります！
DEEN.J 
ワイヤーカッター

全長180mm
切断能力 Φ5mm
DNJP-180WC

DEEN.J プライヤーレンチ 250mm
開口幅：0～52mm
DNJPW-250

￥8,190

Made in Germany

¥12,100 ¥16,690

￥8,190

KNIPEX
コブラ クイックセット 250mm
ファクトリーギア限定モデル
8721-250FG

DEEN
スピーダーT型ハンドル

DNTE2SET

￥3,990￥3,990￥3,990

DEEN
変換アダプター
(1/4SQ→3/8SQ)

スピーダーT型ハンドルで
3/8SQのソケットを使うなら
こちらも一緒にどうぞ！

大人気のスピーダーハンドルが
新しくなって帰ってきた！

DNBA23

￥1,080￥1,080￥1,080￥1,080￥1,080￥1,080
【ご注意ください!!】
スピーダーエクステンションの凹とスライドハンドルの凸
部分は、ガタつき低減のためギリギリまで公差を小さく設
計しています。そのため従来の1/4SQ工具が入らないもの
もありますが、専用設計ですので不良ではありません。

100ギア

72ギア

プロメカニックの工具箱に必ず入っていると言っても過言ではない
定番の人気ラチェット！
数量限定数量限定 数量限定数量限定

スナップオン
3/8SQ スイベルヘッド
ラチェット100ギア
FHNF100
全長：323mm

スナップオン 
3/8SQ コンパクト
スイベルヘッドラチェット72ギア
FHCNF72　全長：157mm

シブイチボディの3/8ドライブ！

￥4,290

数量限定数量限定

￥5,980￥5,980￥5,980

ナットつかみ能力：46mm 
調整段数：25 
全長：250mm 

¥6,190

¥5,490

￥3,280

￥3,290￥3,290￥3,290 ￥3,490￥3,490￥3,490￥3,290￥3,290￥3,290 ￥3,490￥3,490￥3,490

￥5,980￥5,980￥5,980

¥8,990

￥4,290

FactoryGear
別注モデル
FactoryGear
別注モデル

DNJ-HD02

・電圧：3.6V
・バッテリー容量：800mmAh
・回転数：180min-1
・最大トルク：2Nm（手締め10Nm）
・充電時間：約60分
・連続使用時間：約40分
・チャック：ビットスリーブチャック6.35mm

DEEN.J
充電式
ハイブリッドドライバー3.6V

予約受付中

オートマチックな
クラシカルデザイン！
WIHA
クイックフィックス
オートプライヤー
WH-Z23125005

¥6,900

￥3,990￥3,990￥3,990

￥8,490
￥490

￥590

バーコのモンキー、使ってみたいけどウォームが逆だからなぁ・・・と今まで躊躇していた皆さんに朗報です！

BAHCO 大口モンキー
限定正ネジモデル
BAH9029R-US

BAHCO 大口モンキー
限定正ネジモデル
BAH9031R-US

スリップジョイントプライヤーツイングリップ

200㎜ながら非常にスリムなボディーで奥まったスペースなどにアクセス可能

縦溝か
ら横顎

まで

4mm
-22m

mの掴
み能力

！

プッシ
ュボタ

ンによ
る

　　　
　　　

　5段
階調整

！
縦溝か

ら横顎
まで

4mm
-22m

mの掴
み能力

！

プッシ
ュボタ

ンによ
る

　　　
　　　

　5段
階調整

！ 全長
200
mm

全長
200
mm￥4,590￥4,590

￥4,090

8202-200SB

8201-200SB

予約受付中

￥4,090

NBR390SETW(12角）

¥6,900

https://f-gear.co.jp/l21w/l21w096.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w095.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w088.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w087.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w005.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w004.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w195.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w050.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w225.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w051.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w108.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w123.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w124.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w196.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w210.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w211.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w200.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w086.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w194.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w120.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w118.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w121.html


¥10,900¥10,900 ¥4,490
WR826T

¥11,370¥11,370

USAG（ウーザック）は1926年にドイツ人のヘルマン・アモスという鍛冶職人が創業したイタリアの工具メーカー。
ドイツの実直で真面目なモノ作りの思想と、イタリアらしい華やかでお洒落なデザインが特徴的な老舗ブランドです。

¥5,140

¥10,690 ￥10,990¥10,690 ￥10,99040%
OFF!

39%
OFF!

KNI032SET KNI031SET

ウォームを下げるとジョーがワンタッチオープン！

3本セットで　定価合計17,710円が

トレーのみ ¥1,815 トレーのみ ¥1,815

3本セットで　定価合計18,040円が

KNIPEX　握りもの3PCセットA
強力型斜ニッパー（160mm）
7401-160
メカニックプライヤー（200mm）
3811-200
コブラ エクストラスリム（250mm）
8751-250

¥4,400

¥3,520

¥5,060

KNIPEX　握りもの3PCセットB
強力型斜ニッパー（160mm）
7402-160
ラジオペンチ（160mm）
2502-160
コブラ クイックセット（250mm）
8721-250

¥3,608

¥4,004

¥5,104

KNIPEX　握りもの3PCセットA
強力型斜ニッパー（160mm）
7401-160
メカニックプライヤー（200mm）
3811-200
コブラ エクストラスリム（250mm）
8751-250

¥4,400

¥3,520

¥5,060

KNIPEX　握りもの3PCセットB
強力型斜ニッパー（160mm）
7402-160
ラジオペンチ（160mm）
2502-160
コブラ クイックセット（250mm）
8721-250

¥3,608

¥4,004

¥5,104

定価 16,445円が

33%
OFF!

41 %
OFF!

WERA クラフトフォーム
ターボドライバー

全長：146mm
対応ビット：1/4
　　（6.35）ビット

スイッチ
を押すと

回転速度
がなんと

4倍！

※トレイの仕様は変更になる場合がございます。

+1,2,3 -3,4,5  スタビー +2,-4

PB SWISS TOOLS
スイスグリップドライバー
8PCセット
8190-8FG

全長：250mm
最大開口：38mm
294AD-250

USAG
クイックアジャストモンキーレンチ 

USAG
グリップ付ＨＥＸレンチ

サイズ：6mm
280HG-6
全長：240mm

￥1,910
￥1,910
￥1,910
￥2,010
￥2,110
￥2,450

USAG
両開き工具箱

646/3LV

サイズ：585x210x270mm
重量：4.7kg

￥9,270

￥1,910
￥1,910
￥1,910
￥2,010
￥2,110
￥2,450

￥9,270
￥3,230全長：110mm

最大開口：17mm
294AD-110 

サイズ：2mm
280HG-2
全長：133mm

サイズ：2.5mm
280HG-2.5
全長：133mm

サイズ：3mm
280HG-3
全長：133mm

サイズ：4mm
280HG-4
全長：183mm 

サイズ：5mm
280HG-5
全長：183mm

¥4,050全長：200mm
最大開口：33mm
294AD-200

￥2,210

￥2,740

￥3,440

￥2,330

￥2,550

￥3,080

￥2,210

￥2,740

￥3,440

￥2,330

￥2,550

￥3,080

¥5,140
¥6,771¥6,771

¥4,050
￥3,230

全長：300mm
最大開口：41mm
 294AD-300 

¥5,480

USAG 貫通ドライバー

プラス(324HPH)
+1x100mm

+2x125mm

+3x150mm

マイナス(324H)
-1x5.5x125mm

-1.2x6.5x150mm

-1.2x8x175mm

FactoryGear
別注モデル
FactoryGear
別注モデル

Hex 3,4,5mm
+ 1、2　
－1.0x5.5

WERA 
アクティブインサイダー

WRKK28-FG

¥5,480 ¥2,990

¥18,160 ¥4,160

¥14,130

¥18,160

¥14,130

¥6,221¥4,160

USAG　樹脂製ツールボックス16インチ
サイズ：394x220x162mm
重量：1.2kg

641TA
007V
USAG　ツールバッグ20インチ

サイズ：490x220x350mm 
重量：4kg

※工具は付属しません

641TB
USAG　樹脂製ツールボックス19インチ
サイズ：486x266x236mm
重量：2.1kg

サイズ：420x240x340mm
重量：2.5kg

007/1V
USA ツールバッグ14インチ

USAG
コンパクトツールポーチ

260x50x110mm

007 SBV ￥2,190￥2,190

PB SWISSTOOLS
ファクトリーギア別注ビットセット
C6BITSET-FG
+0, 1, 2, 3
HEX 2, 2.5, 3, 4, 5, 6
PB純正ビットホルダー付き

¥4,490定価合計 7,623円が

※南京錠別売

¥2,990
【ビット入り組み】
PH 1x25 mm
PH 2x25 mm
PH 3x25 mm
0.6x4.5x25 mm
1x5.5x25 mm
1.2x6.5x25 mm

WERA 
クラフトフォーム
コンパクトスタビー
差し替えドライバー
WRKKSM4

¥6,221

https://f-gear.co.jp/l21w/l21w116.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w002.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w069.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w068.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w072.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w202.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w203.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w075.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w043.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w079.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w080.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w081.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w082.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w083.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w084.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w044.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w045.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w046.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w047.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w303.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w304.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w305.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w306.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w307.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w308.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w309.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w310.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w311.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w312.html


叩けばわかる！衝撃の超無反動！

¥4,190

¥4,380¥4,380
定価6,523円が

FactoryGear
別注セット
FactoryGear
別注セット

36%
OFF!

26%
OFF!

33%
OFF!

全部畳
んで

ワーキ
ング

チェア
ーに！

2つ畳
んで枕

に！

広げれば寝板として、折り畳め
ば椅子としての使用も可能。こ
のEVAマットは断熱効果が高い
のでアウトドアにも使用できる。

DEEN
折りたたみ式クリーパー
DNMAT-SP
1140x420x20mm

¥13,090¥13,090

FactoryGear
別注セット
FactoryGear
別注セット

FactoryGear
別注セット
FactoryGear
別注セット

3/8SQ  ウォブル
エクステンションバー
3PCセット
RS3763/3FG 　
32,75,150mm

定価合計 6,215円が

8,10,12,13,14,17mm

定価合計 20,482円が

ナットツイスター6pcセット　RS3127/6FG

ツイスト形状により、角が潰れてしまったようなボルトナットに
もガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが可能です！

※インパクトレンチでは使用できません。

もう二度と「外せない」
なんて言わせない！

シブイチセット Ko-ken(Z-EAL) Ver
36ギア スタンダードラチェット
ソケット：5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14mm
エクステンションバー　ボールジョイント
クイックスピンナー

定価合計 ￥19,630が GSYK1412

BAHCO
ミニチュアツールセット

【ソケット】6, 7, 8, 10, 13mm
【プラス】+1,2,3
【マイナス】-4,5,6
【ヘックス】3,4,5,6
【TORX】T10,15,20,25,30
【ポジドライブ】Pz1,2,3
 1/4SQ変換ビット
 ロック付延長チャック（60mm）
 ビットラチェット

2058/S26

日本を代表するトルク機器メーカー！

¥22,150¥18,390

¥19,020 ¥17,450 ¥19,230

¥21,210 ¥26,750

スタンダードモデル ワイドレンジモデル 東日トルクレンチ

東日トルクレンチ

※写真はQL50N-MH

※写真はMTQL70N

オートモーティブをターゲットにしたワイドレンジモ
デル。標準モデルと比べ、ただ単に測定範囲を広げた
だけではなくクルマやバイクで必要とされる範囲を徹
底的にリサーチし、ひと通りの作業を最低限の本数で
賄えるよう作られている。サーキットなどへの持ち出
しにも便利な樹脂ケースが付属。

トルクレンチといえばこのシンプルなデザインを
連想される方も多いであろう、トルク機器専門メ
ーカー東日製作所のスタンダードシリーズ。
±3%という高精度で作られている。

3/8SQ　MTQL40N
（5～40Nm）

3/8SQ　MTQL70N
（10～70Nm）

1/2SQ　MTQL140N
（20～140Nm）

1/2SQ　QL200N4-MH
（40～200Nm）

1/2SQ　QL100N4-MH
（20～100Nm）

（3～15Nm）
1/4SQ　QL15N-MH 3/8SQ　QL50N-MH

（10～50Nm）

R

限定特価ヘッド付き !

29%
OFF!

合計定価77,000円が

730/20QK-FGJP トルク測定範囲 40-200Nm

QUICKトルクレンチ日本仕様

￥21,900
DNTQ200NCR2
（40～200Nm）

1/2SQ  

￥21,900

¥54,780¥54,780

DEENトルクレンチ

￥5,490￥5,490
￥13,990￥13,990 35%

OFF!

使用例（ライト別売り）

¥4,190

¥19,020

¥22,150¥18,390

¥17,450 ¥19,230

¥21,210 ¥26,750

定価8,986円が

ハルダー
セキューラルハンマー 3380.040

￥5,980￥5,980
ヨーロッパのメジャーブランドが日本人のために作ったトルクレンチ！

DNTQ200-HZ

HAZET x DEENトルクレンチ
R

トルク測定範囲 40-200Nm

￥34,900

33%
OFF!

￥34,900

https://f-gear.co.jp/l21w/l21w113.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w212.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w213.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w114.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w059.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w214.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w048.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w138.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w134.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w135.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w137.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w136.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w139.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w140.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w133.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w314.html


SMC

家庭用100Vで動くオイルフリーコンプレッサー!!

人気ナンバーワン！ 全長113mm！

TOKU

¥990¥990最大トルク
550Nm 

￥27,500￥27,500￥27,500￥27,500￥27,500￥27,500

¥43,800

¥11,000

¥21,900¥21,900¥21,900¥21,900¥21,900¥21,900￥31,900￥31,900￥31,900￥31,900￥31,900￥31,900

¥8,580¥8,58033%
OFF!

67 %
OFF!

50%
OFF!

38%
OFF!

定価 45,375が

定価 35,200円が

定価9,218円が

¥21,780¥21,780¥21,780

ASAHI

写真のミスではありません。
こういうカタチの最新インパクトなんです！

277mm277mm

70mm

85mm85mm

65mm

70mm

65mm

定価 ¥59,500が

120°

家庭用100Vで動くオイルフリーコンプレッサー!!

最大トルク
550Nm 

9012ATT

ASAHI
ゲージボタル

AGE-600-452

定価 ¥65,450が

61 %
OFF!

PUMA SW-231静音 No.1

スイベルジョイント
カプラー（1/4）
J702

ドレンキャッチ＋
ミストセパレーターセット
AF20+AFM20

最大トルク
410Nm 最大トルク

678Nm 
最大トルク

定価 33,000円が

TOKU
1/2SQ 
インパクトレンチ
MI-165H

DEEN 
1/2SQ 
ヘビーデューティー
インパクトレンチ
DNPW4TH/HD

DEEN
1/2SQ
インパクトレンチ
DNPW4TH/MK2

DEENJ
1/2SQショートボディ
ミニインパクトレンチ
DNJPW4TH/SH

610Nm 

最大トルク
460Nm 

最大トルク：40Nm
能力ボルト径：10mm
重量：600g

SP AIR
3/8SQ　
ミニラチェパクト
SP-7722A

HAZET 
1/2 首振りツインハンマー
エアーインパクトレンチ 
最大トルク550Nm 
推奨トルク450 Nm
冷間絶縁ハンドル 
重量：1.3 kg 
最大締付トルク：500 Nm 
最大緩みトルク：550 Nm

¥6,380

1/2SQホイルナット
ソケットセット

色違いの樹脂製カラーでサイズを瞬時に識別可能。
カラーを外せば薄口ソケットに。化粧ナットを痛
めにくいナイロンパッド付き。

DNBP403SET

¥17,490 ¥43,780¥43,780

￥4,590

¥21,780¥21,780¥21,780

￥4,590

¥43,800

¥11,000 ¥6,380

¥17,490

17,19,21mm

17,19,21mm

全長110mm

1/2SQ
薄肉インパクトソケット3本セット
14201M

測定能力：60～600kPa
最小目盛：10kPa
寸法：W102×H93×L750mm
重量：655g

ゲージ部分に蓄光加工を施し、暗がりでの
視認性を高めたベストセラーモデル。

ハイパワー!
ハイスピード!
低反動!数量限定数量限定

数量限定数量限定

¥7,690

ECW-35

microSD変換USBアダプター・充電用ケーブル・microSDカード

硬化ガラス質被膜コーティング

コーティング剤 :8ml

¥990

¥590¥590

¥2,490 スマートツール
モニター付きスコープカメラ

黄ばんだヘッドライトを
洗浄＆コーティング!大人気 !

DEEN
ヘッドライト
コーティングキット
DN-HDC

洗浄剤：50ml

CR-300/1P
適度な「しなり」が相手を痛めない絶妙な
使い勝手に固定ファンも多い逸品。磨耗し
たら削って加工することも可能です。

知る人ぞ知るベストセラーアイテム！

キャップリムーバー

￥4,380￥4,380￥4,380

¥7,690¥990

￥4,380￥4,380￥4,380 ￥4,990￥4,990￥4,990

LANG TOOLS
クイックスイッチスナップリングプライヤー

AE1421

全長：140mm（先端無し）
軸用：3-26mm
穴用：8-26mm

【付属チップ】
ストレートチップ：0.6、1.0、1.2mm
ベントチップ1.0、1.2mm

軸穴兼用

¥2,490

ドレメル 
ガス式ハンダゴテ 
バーサチップ
DRML-2000

専用ガスボンベ
(265cc)
70-59

DREMEL

のこりわずか !!のこりわずか !!

エアーの油分や水分を除去

【サイズ】

幅660×高さ595×奥行360mm

重量29Kg

タンク容量：30L

【サイズ】

幅660×高さ595×奥行360mm

重量29Kg

タンク容量：30L

￥4,990￥4,990￥4,990

https://f-gear.co.jp/l21w/l21w187.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w128.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w188.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w193.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w104.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w127.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w189.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w112.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w117.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w190.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w191.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w192.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w220.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w041.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w042.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w109.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w126.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w115.html


DEEN
工具専用クロス
DN-CLOTH
500X230mm

指紋汚れをピカピカに！工具専用の超極細
繊維クロスついに誕生！

¥5,170¥5,170

¥990

¥10,780¥10,780

¥724¥724 ¥924¥924 ¥2,600

明るさ：360/180ルーメン (COB)
使用可能時間：約1.5～3時間
バッテリー：
3.7vリチウムイオンバッテリー (1800mAh)
サイズ：249x32.5x10.5mm
充電時間：2.5時間

DEEN.J
充電式
フラットスキニーライト
DNJLED-6606

DNLED-1116BK

メインライト：320ルーメン
サブライト：120ルーメン

ポケットタイプの充電式LEDライト。
メインの発光部分に加え、ヘッド部分に
フォーカス機能を設けたサブライトを搭載！
■ 作動時間：フル充電で約5.5時間（充電時間3.5～4時間）
■ 内蔵リチウムイオンバッテリー容量：3.7V 2200mAh
■ 保管温度：-20℃～70℃　動作温度：-5℃～50℃
■ 充電方法：マイクロUSB

DEEN
2in1 フォーカスアジャスタブル・ペンライト

クロダ
ネイル＆ハンドブラシ
NHP-01-1DZ/1P

ルーペ付き
楽々トゲヌキ
ST-8015

¥1,590¥1,590 ¥1,590¥1,590

249mm

数量限定数量限定

2157-3

HAZET
ジャックナイフ

PBFT10
ブルーポイント
メタルプライ

￥3,475￥3,475 ￥3,900

ブレードロック機能付き
折り畳み時全長：115 mm

キャンパーにもおすすめ!!

とにかく薄くて
とにかく硬い
内張剥しの決定版!

ツボサン
サビトリツボ2セット
BRS-180FG

ツボサン
サビトリツボ3セット
BRS-180FG3

¥990 ¥1,480

工具のサビ取りにも最適！

¥1,480 ¥1,290¥1,290

エンジニア
ネジザウルスリキッド
泡タイプ
ZC-29

エンジニア
ネジザウルスアフターリキッド
ZC-20

Before After

びっくりするほど錆を防ぐ、
スプレータイプのサビ止め
潤滑剤。
「ネジザウルスリキッド」で
錆を落とした後の防錆に錆びて固着した

ネジも！
錆びて固着した
ネジも！

¥2,600
相手を傷つけにくい強化プラスチック製

定価合計 5,126円が

￥3,900

HAZET
内張りはがし2PCセット 
1965/2

https://f-gear.co.jp/l21w/l21w060.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w061.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w125.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w039.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w040.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w101.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w102.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w077.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w006.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w111.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w110.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w313.html


￥67,990￥67,990 ￥67,990￥67,990￥67,990￥67,990

￥51,390
￥51,390 ￥51,390

￥49,000

￥67,990￥67,990

限定色予約受付中!
2022年1月発売!

限定色予約受付中!
2022年1月発売!

限定色予約受付中!
2022年1月発売!

限定色予約受付中!
2022年1月発売!

限定色予約受付中!
2022年1月発売!

限定色予約受付中!
2022年1月発売!

限定色予約受付中!
2022年1月発売!
限定色予約受付中!
2022年1月発売!

限定色予約受付中!
2022年1月発売!
限定色予約受付中!
2022年1月発売!

ディープグリーン xイエロー
SK36622EDGR
定価合計 142,659円が

SKXバージョン

ミリタリーグリーン xレッド
SK36622EMLG
定価合計 149,259円が

シャンパンゴールド xシルバー
SK36622ECG
定価合計 149,259円が

ローズゴールド xシルバー
SK36622ERG
定価合計 149,259円が

54%
OFF!

54%
OFF!

64%
OFF!

57 %
OFF!

57 %
OFF!

64%
OFF!

64%
OFF!

54%
OFF!

64%
OFF!

63%
OFF!

63%
OFF!

63%
OFF!

64%
OFF!

64%
OFF!

52%
OFF!

レッド
SK36722X
定価合計 141,592円が

シルバー
SK36722XS
定価合計 141,592円が

ブラック
SK36722XBK
定価合計 141,592円が

オレンジ
SK36722XCR
定価合計 143,792円が

マットグレー
SK36722XMGY
定価合計 143,792円が

ネイビー
SK36722XNV
定価合計 141,592円が

￥52,790 ￥52,790

両開きケースバージョン

シルバー
SK35622WZ
定価合計 112,772円が レッド

SK35622WZR
定価合計 114,972円が

ブラック  
SK35622WZGBK
定価合計 113,872円が

￥49,990￥49,990 ￥49,990￥49,990

￥49,000

￥49,800￥49,800

￥49,000

パステルイエロー
SK35622WZPY
定価合計 117,172円が

パステルグレー
SK35622WZPGY
定価合計 117,172円が

EKRバージョン

200台限定!200台限定!
アメリカンセットアメリカンセットアメリカンセット

Coming soon!!

￥52,790 ￥52,790

￥51,390
￥51,390 ￥51,390

￥49,000￥49,000 ￥49,000

￥52,790￥52,790

https://f-gear.co.jp/l21w/l21w018.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w023.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w020.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w022.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w008.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w019.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w021.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w009.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w010.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w011.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w028.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w024.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w027.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w025.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w026.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w029.html


GSDNENGSDNEN

※トレーは変更になる可能性がございます。 ※トレーは変更になる可能性がございます。 ※トレーは変更になる可能性がございます。

※トレーは変更になる可能性がございます。

※3段チェストはDEEN

※3段チェストはDEEN

※トレーは変更になる可能性がございます。

入り組み点数

49 ITEM

GSDR491NP GSDR491SN入り組み点数

49 ITEM入り組み点数

47 ITEM

¥269,400¥269,400

入り組み点数

143 ITEM

入り組み点数

126 ITEM

GSDNPROGSDNPRO

¥87,800¥87,800

GSDNBAGSDNBA

¥65,800¥65,800
単品積上価格
¥145,465が

¥47,000

¥186,900¥186,900

単品積上価格
¥108,966が
単品積上価格
¥108,966が

GEAR SET THE DREAM

GEAR SET DEEN Pro

 NEPROS Version

GEAR SET DICKIES Version

GEAR SET DEEN BASIC GEAR SET DEEN ENTRY

55%
OFF!

57 %
OFF!

53%
OFF!

GEAR SET THE DREAM スナップオン Version

GSDISET

※トレーは変更になる可能性がございます。入り組み点数

150 ITEM

GSDNPRO6

単品積上価格 
¥230,395が
単品積上価格 
¥230,395が

¥141,900¥141,900

GEAR SET DEEN Pro6

¥43,780¥43,780単品積上価格 
¥61,292が

29%
OFF!

Black
Red
Black
Red

Black
Red
Black
Red

限定カラー

入り組み点数

59 ITEM

Black
Red

単品積上価格 
¥185,031が
単品積上価格 
¥185,031が

¥47,000
単品積上価格
¥145,465が

Snow WhiteSnow White

Black
Red
Black
Red

限定カラー Snow WhiteSnow White

Black
Red
Black
Red

限定カラー Snow WhiteSnow White

Black
Red
Black
Red

限定カラー Snow WhiteSnow White

Black
Red
Black
Red

限定カラー Snow WhiteSnow White

¥87,780

DICKIES TOOL ベーシックセット

¥107,800

¥87,780

¥107,800

DICKIES TOOL アドバンスセット

プレゼント！プレゼント！
¥10,978¥10,978¥10,978 ¥10,978¥10,978¥10,978

8,10,12,13,14,17,19mm 8,10,12,13,14,17,19mm

DICKIES TOOL
フレックスラチェットメガネレンチ
7PCセット

DICKIES TOOL
フレックススタビラチェット
メガネレンチ7PCセット

プレゼント！プレゼント！

・ドライバーセット
・ラチェットドライバーセット
・ユーティリティーナイフ
・メガネレンチセット

DIADSET

DIBASET

数量限定数量限定

https://f-gear.co.jp/l21w/l21w144.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w146.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w145.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w150.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w148.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w149.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w147.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w315.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w316.html


限定カラー

スノーホワイト！
限定カラー

スノーホワイト！

ソルティモ
車載棚 シンプレコ LBOXX
ファクトリーギア特別仕様

H870xW970xD370
FRオープン棚 x 2段
L-BOXX102 x 2 個

※床板は車種・年式ごとの見積もり（別料金）となります。
まずは気軽にお問い合わせください。

¥54,780¥54,780

DEEN 4段トップチェスト

DEEN 
3段ステップアップチェスト

DEEN 3段トップチェスト

セットで買うとさらにお買い得！セットで買うとさらにお買い得！
DNX2205ASETDNX2205ASET

¥39,900

Black

Red

分割OK!

分割OK!

DEEN 3 段チェスト& 5段コンパクトキャビネット

合計価格 ¥65,900が合計価格 ¥69,800が

DNX7071BKBlack

W740(765) x D465 x H985mm

DEEN 6 段キャビネット

DNX7071BKBlack

W740(765) x D465 x H985mm

DEEN 7 段キャビネット

¥10,200分
ギアッシュプレゼント！ギアッシュプレゼント！

DEEN セミワイド8段キャビネット

ブレーカ
ーバーが

真横に入
る

内寸62
0mmの

セミワイ
ドモデル

！

ブレーカ
ーバーが

真横に入
る

内寸62
0mmの

セミワイ
ドモデル

！

DNX8008BKBlack
DNX8008RRed

W734(949) x D460 x H944mm

DNX8008BKBlack
DNX8008R

DNX2606BK
DNX2606R

Red

W734(949) x D460 x H944mm
W660 x D306 x H376mm

¥39,900

Black DNX90M3BK

W667 x D430 x H270mm

DEEN 11段ワイドキャビネット

¥229,900¥229,900

今だけ！専用サイドテーブル

プレゼント！

B002C/BK

今だけ！専用サイドテーブル

プレゼント！

￥6,150￥6,150

B002C/BK

コンパクトリバーシブル
ツールワゴン
Black DNX23030BK

Black　　AW3601BK
Black
Red

DNX2205AW/BK
DNX2205AW/R

Black
Red

AW6201BK
AW6201R

ワークベンチ&
コンパクトキャビネット

※ワークベンチ単体価格　¥69,900

通常合計価格 ¥129,800が通常合計価格 ¥129,800が

ミニワークベンチ
3段トップチェスト

Black DNX2103BK
Red DNX2103R

¥19,900¥19,900

¥23,900¥23,900

Black DNX23030SETBlack DNX23030SET

W1570 x D766 x H1485mm

Black
Red

DNX2205AW/BK
DNX2205AW/R

ワークベンチ&
コンパクトキャビネット

W1570 x D766 x H1485mm

W900 x D595 x H1485mm

W577(713) x D344 x H758(798)mm

コンパクトリバーシブル
ツールワゴン
Black DNX23030BK

3段トップチェスト

Black DNX2103BK
Red DNX2103R

W520 x D255 x H300mm

W577(713) x D344 x H758(798)mm

Black　　AW3601BK

通常合計価格 ¥159,800が

通常合計価格 ¥158,400が

ミニワークベンチ

W900 x D595 x H1485mm

19,900円もお買い得！19,900円もお買い得！
※ワークベンチ単体価格　¥79,900 ¥35,900¥35,900¥35,900 ¥29,900¥29,900

上下セットで
通常合計 43,800円が

¥65,900¥65,900

限定カラー

Red DNX2103R

W520 x D255 x H300mm

FactoryGear
別注モデル
FactoryGear
別注モデル

数量限定 !!

Black DNX42111CBK

W1070(1185) x D485 x H1020mm

セミワイド8段キャビネット
とセットで

セミワイド8段キャビネット
とセットで

セミワイド8段キャビネット
とセットで

セミワイド8段キャビネット
とセットで

￥61,900¥69,900

¥119,900¥119,900

¥139,900

¥139,900

¥139,900

¥139,900

¥119,900¥119,900

￥49,900

￥61,900¥69,900

￥49,900

¥109,900¥109,900

Black
W725 x D455 x H875mm

ドロアーツールワゴン

DNX29311BK

上下セットで
通常合計 43,800円が

¥19,900¥19,900
¥20,900

SP-L-BOXXST

さらに今だけ！
パーツボックス
プレゼント！

さらに今だけ！
パーツボックス
プレゼント！

¥5,200分
ギアッシュプレゼント！ギアッシュプレゼント！
¥5,200分

DNX8008SET

DNX8008M3

19,900円もお買い得！19,900円もお買い得！

19,900円もお買い得！19,900円もお買い得！

※Matte Greenは

¥10,200分

W680(763) x D500 x H991mm

Red
Black BK

DNX2103BK

DNX2103R

Black

Red

サイズ：W520 x D255 x H300mm

DNX2205AR

DNX2205ABK

DEEN 5段コンパクトキャビネット

サイズ：W575(640) x D340 x H790mm

Black

Red

DNX2103SW
Snow White

DNX2103SW
Snow White

ディッキーズツール7段ツールボックス

￥59,800￥59,800

W740 x H1010 x D465mm 
※ハンドル含む
全段ベアリングレール、2輪自在キャスター

従来のツールボックスの概念を超
えたポップな配色が魅力的。
作業現場を明るくする、こんなカ
ラーリングだけにガレージだけで
はなく、家の中やオフィスでも使
いたくなる逸品です！

DIATC70BL

Snow White DNX8008SWSnow White DNX8008SW

￥71,500
通常販売価格

が￥71,500
通常販売価格

が

限定カラー

https://f-gear.co.jp/l21w/l21w151.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w054.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w152.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w157.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w155.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w156.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w160.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w158.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w159.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w161.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w162.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w164.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w165.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w166.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w167.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w168.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w169.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w163.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w317.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w321.html


¥2,190

¥1,190¥1,190¥1,190

¥1,290¥1,290¥1,290

¥1,790¥1,790¥1,790

¥1,090¥1,090¥1,090¥1,090¥1,090¥1,090

ユニバーサルクリップ
FZ00018

ストッパークリップ
FZ00052

1/4sq用クリップ
FZ00020

3/8sq用クリップ
FZ00022

1/2sq用クリップ
FZ00019

10個入 10個入10個入 10個入 10個入 ¥540¥540 ¥540 ¥540 ¥540 ¥540¥540 ¥540 ¥540 ¥540

1/4SQ ソケットトレー
4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15mm
STR1401BK

3/8SQ ソケットトレー3レーンタイプ
STR1331BK
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20mm

3/8SQ ソケットトレー
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20mm
STR3801BK

マグネットT型レンチ
ホルダー
ES-10002TB

※工具は含まれません

プライヤーホルダー
PLR380CBK　Black

超強力マグネットツールホルダー
ITEM4

マグネット
ドライバーホルダー
ITEM3

全長：470mm

280x195x12mm
ABS製

ツールボード
FZ00017FREE ZONE

組み合わせ自由！
収納に困っていた工具も
各種クリップを使って整理整頓！

￥7,680￥7,680 ¥2,190¥2,190 ¥2,178¥2,178

¥1,080¥1,080 ¥2,090¥2,090¥2,090

¥1,080

¥2,190

¥1,530

¥2,090¥2,090¥2,090

¥1,080

各

軟質樹脂製レンチラック
12PC

WR6012BK

¥1,290¥1,290¥1,290

¥1,790¥1,790¥1,790

¥1,190¥1,190¥1,190

ぶつけやすい四隅に強化樹脂を採用することで、
軽量化と汎用性を高めた樹脂とスチールのハイブリッドBOX。 マグネットソケットトレイ

MSR3813BK

DEEN.J
ユーロボックスＬ
型番：DNJ-CUPSULE-L
W523 x D270 x H295mm

アール形状で
しっかりフィット！VIM

マグネティック缶ホルダー
MCH2

アール形状で
しっかりフィット！

VIM　新色
MCH2G

素材：シルバー

DEENレンチリング
DWR-SV
（シルバー）　

DWR-SUS
（ステンレス）　

日本の職人さんが手作りしているホンモノの工具アクセサリーです。

素材：シルバー

DEENレンチリング
DWR-SV
（シルバー）　

DWR-SUS
（ステンレス）

4mmのコンビネーションを
モチーフにしたネックレス！
4mmのコンビネーションを
モチーフにしたネックレス！

DEEN
レンチネックレス
DWN-SV

追加オプション

ダイヤモンド（+16,500円）

ルビー / サファイヤ / エメラルド（+11,000円）

その他 誕生石 ※トルコ石は不可（+ 7,700円）

詳しくはスタッフまでお気軽に

お問い合わせください。

¥16,500
¥15,500

¥16,500

¥16,500
¥15,500

¥16,500¥1,530

https://f-gear.co.jp/l21w/l21w180.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w186.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w175.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w174.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w176.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w177.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w178.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w179.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w172.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w007.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w173.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w181.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w182.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w183.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w184.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w185.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w143.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w141.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w142.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w320.html


￥6,490
ディッキーズ
ストレッチデニムツナギ
カラー：インディゴ
サイズ：SS～5L ￥6,490

￥6,490￥6,490 ￥6,490￥6,490

￥6,490￥6,490

ディッキーズ
ストレッチヒッコリーツナギ
カラー：レッド・ネイビー
サイズ：SS～5L

ディッキーズ
ストレッチオックスツナギ
カラー：ネイビー・オリーブ・コバルト
サイズ：SS～5L

ディッキーズ
ストレッチツイルツナギＬ ブラック
カラー：ブラック・タンカーキ
サイズ：SS～5L

￥5,478
ディッキーズ
ストレッチデニムサロペット
カラー：インディゴ
サイズ：SS～5L

D-706

D-716

D-736

D-726

D-709

￥5,478

レッド ネイビーレッド ブラック タンカーキブラック タンカーキネイビー

ネイビー オリーブ コバルトネイビー オリーブ コバルト

D-709サイズ表

D-706
D-716
D-726 
D-736
サイズ表

https://f-gear.co.jp/l21w/l21w030.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w038.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w031.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w032.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w033.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w034.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w035.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w036.html
https://f-gear.co.jp/l21w/l21w037.html



