
東京都板橋区徳丸 1-20-17  〒175-0083
TEL：03-3931-3171  FAX：03-3931-3178 

発売元
製造元

●万全を期しておりますがご希望のプラスワン商品が品切れの場合は、申し訳ありませんが他の製品をお選びください。又、期間中の納品をもって、終了とさせていただきます。●万全を期しておりますがご希望のプラスワン商品が品切れの場合は、申し訳ありませんが他の製品をお選びください。又、期間中の納品をもって、終了とさせていただきます。

https//www.si-mark.co.jp
ホームページでもご覧になれます。

セール
期間

2020
セールセール

2019年12月20日（金）～2020年3月31日（火）2019年12月20日（金）～2020年3月31日（火）

吸塵式オービタルサンダー
ペーパーサイズ :100×180mm
オービットダイヤ：5mm 
無負荷回転数：7,000r.p.m.  
全長：343mm
質量：2.31kg
￥64,800

ミニディスクグラインダー
砥石寸法：100φ×15mm
無負荷回転数：12,000r.p.m.
全長：195mm
質量：0.9kg
￥43,000

パネルカッター
振幅数：20,000回 /分 
ストローク：約2.3mm
全長：203mm
質量：0.89kg 
￥51,300

吸塵式ダブルアクションサンダー
ペーパーサイズ :125φmm
オービットダイヤ：6mm
無負荷回転数：8,000r.p.m. 
全長：296mm
質量：2.11kg
￥63,800

ギアポリッシャー
バフサイズ：165φmm  
オービットダイヤ：4.4mm
無負荷回転数：1,200r.p.m. 
全長 : 247mm
質量：1.45 kg
￥62,000

吸塵式ダブルアクションサンダー
ペーパーサイズ :125φmm  
オービットダイヤ：5mm
無負荷回転数：10,000r.p.m.   
全長：165mm
質量：0.90kg
￥52,000

2.4φ/3.2φ
4.0φ/4.8φ

スポットミル
ドリルビット径：8φmm 
無負荷回転数：1,600r.p.m. 
全長：303mm
質量：1.8kg
￥72,700

10/12mmベルトサンダー
ベルトサイズ :10/12mm×330mm
無負荷回転数：15,000r.p.m.　
全長：140mm
質量：0.85kg
￥43,000

20mmベルトサンダー
ベルトサイズ：20mm×520mm
無負荷回転数：15,000r.p.m.　
全長：215mm
質量：1.43kg
￥54,500

4.8φ/6.4φ
7.8φ

※ご注文の際は 、     （マジックタイプ）、     （のりタイプ）のご指定ください。M P

※ご注文の際は 、     （マジックタイプ）、     （のりタイプ）のご指定ください。M P

※表示価格に消費税は含まれておりません。
※表示価格に消費税は含まれておりません。

吸塵式オービタルサンダー
ペーパーサイズ :75×110mm  
オービットダイヤ：4mm 
無負荷回転数：9,000r.p.m.  
全長：154mm
質量：0.83kg
￥57,200

M PM P

ブラインドリベッター
能力：2.4φ/3.2φ/4.0φ/4.8φ
ストローク：23.5mm
全長×全高：290×275mm
質量：1.55kg
ロングノーズピース付（3.2φ、4.0φ）
オープン価格オープン価格

ダブルアクションサンダー
ペーパーサイズ : 125φmm  
オービットダイヤ : 6mm  
無負荷回転数 : 11,000r.p.m.　
全長 : 273mm 
質量 : 1.5kg
オープン価格オープン価格

ブラインドリベッター
能力：4.8φ/6.4φ/7.8φ
ストローク：22.5mm
全長×全高：305×310mm
質量：1.88kg
ロングノーズピース付（6.4φ）
オープン価格オープン価格

アングルミニサンダー
ペーパーサイズ :50φmm 
無負荷回転数：13,000r.p.m.　
全長：166mm
質量：0.57kg
￥42,800

アングルミニサンダー
ペーパーサイズ : 50φmm
オービットダイヤ : 3mm 
無負荷回転数：12,500r.p.m.　
全長：166mm
質量：0.62kg
￥44,900

ULTRA
12.7mm角超強力
インパクトレンチ
能力ボルト径：18mm 
最高トルク：850Nm
全長：175mm　
質量 :1.99kg
￥49,500

ULTRA
19mm角ハイパワー
インパクトレンチ
能力ボルト径：25mm  
最高トルク：1,200Nm　
全長：218mm
質量：3.3kg
￥90,900

低速アングルポリッシャー
バフサイズ：80φmm
パッドサイズ：75φmm 
無負荷回転数：2,600 r.p.m.
全長：180mm
質量：0.68kg
￥48,100

メカニカルソー
ストローク長さ：9mm
無負荷往復数：6,000s.p.m.  　
全長：235mm
質量：1.0kg（ワイプホース含む）
￥55,000

ミニメカソー
ストローク長さ：5mm
無負荷往復数：10,500s.p.m.  　
全長：148mm
質量：0.52kg
￥46,800

9.5mm角
ショートボディ
インパクトレンチ
能力ボルト径 : 12mm
最高トルク ： 200Nm
全長 ： 126mm  
質量 ： 1.1kg
￥42,500

25.4mm角超軽量
インパクトレンチ
能力ボルト径 : 38mm  
最高トルク : 1,470Nm　
全長 : 498mm  
質量 : 7.9kg
￥171,200

ウルトラパワー
コードレスインパクトレンチ
締め付け能力 : 
   高力ボルトM8～M24
   普通ボルトM10～M24  
最大トルク : 700Nm
差込角：12.7mm
電圧：DC18.0V　
全長 : 230mm  
質量 : 3.20kg
電池：リチウムイオン電池

オープン価格オープン価格

オープン価格オープン価格

コードレス
ブラインドリベッター
リベット径：
　3.2Φ・4.0Φ・4.8Φ・6.4Φ
最大張力値：2.0tf（ton force)  
無負荷回転数：０～3,000min-1
電圧：DC18.0V
打撃数：０～3,000ipm　
全長 : 293mm  
質量 : 2.58kg
電池：リチウムイオン電池
オープン価格オープン価格

パテクリーナー
電圧 : 100V/50Hz-60Hz
吸込仕事率 : 250W
サイズ : 380φ×700(mm)
重量 : 12.5kg

オープン価格オープン価格

吸塵式ギアアクションサンダー
ペーパーサイズ : 125φmm  
無負荷回転数 : 1,000r.p.m. 
全長 : 166mm 
質量 : 1.49kg　

MR

ULTRA-A
12.7mm角超軽量
インパクトレンチ
能力ボルト径：16mm
最高トルク：460Nm
全長：148mm  
質量：1.04kg
￥49,500

M

M P M P

シングルアクション

ダブルアクション

オートリバース機能付

非吸塵式 非吸塵式

非吸塵式

エアーツール連動式

ULTRA-A

M

X
アングルサンダー
ペーパーサイズ：１２５φmm 
無負荷回転数：2,600r.p.m.
全長：193mm 
質量：1.04kg
￥51,000

M P

M M P

M P

下記の対象機種をお買い上げいただくと
プラスワン　　  商品又は　　  商品の中から１台につき1点差し上げます。

下記の対象機種をお買い上げいただくと
プラスワン　  　商品の中から
１台につき１点差し上げます。

リバーシブルドリル
穴あけ能力 : 13mm 
無負荷回転数 : 800r.p.m.  
全長 : 155mm
質量 : 1.45kg（ハンドル含む）　
￥47,600

13mmベルトカッター
ベルトサイズ：13mm×460mm
無負荷回転数：16,000r.p.m.　
全長：232mm
質量：0.9kg
￥52,000

インパクトドライバー
能力 : 5mm
ビット差込口：6.35mm 
無負荷回転数 : 11.000r.p.m.  
全長 : 165mm
質量 : 0.65kg
￥35,000

サンダーポリッシャー
パッドサイズ : 73φmm
バフサイズ : 80φmm
無負荷回転数 : 5,000r.p.m.
全　長 : 135mm
質量 : 0.6kg
￥35,000

ミニダブルアクションサンダー
ペーパーサイズ : 75φmm
オービットダイヤ : 3mm
無負荷回転数 : 12,000r.p.m.
全長 : 125mm
質量 : 0.54kg
￥39,000

M
オービタルサンダー
ペーパーサイズ : 75mm×110mm 
オービットダイヤ : 4mm
無負荷回転数 : 9,000r.p.m.　
全長 : 145mm
質量 : 0.8kg
￥43,000 

ニードルスケラー
ニードル数 : 3φmm×12本
往復数 : 3,500b.p.m. 
全長 : 333mm
質量 : 2.06kg
￥48,100

ニードルスケラー
ニードル数 : 3φmm×12本
往復数 : 3,500b.p.m. 
全長 : 355mm
質量 : 2.19kg

A B B

オープン価格オープン価格

プラスワンセール
限定モデル

プラスワンセール
限定モデル

対象機種

B群B群
対象機種

A群A群

プラスワン

A
商品

プラスワン

B
商品

360°
回転

エアードリル
穴あけ能力 :10mm 
無負荷回転数 : 2,500r.p.m. 
全長 : 167mm
質量 : 0.9kg　

ディスクサンダー
ファイバーディスクサイズ :100φmm 
無負荷回転数 : 18,000r.p.m. 
全長 : 167mm
質量 : 0.99kg　

ダイグラインダー
コレットサイズ : 6mm
無負荷回転数 : 25,000r.p.m.
全長 : 151mm
質量 : 0.37kg

9.5mm角ミニラチェットレンチ
能力ボルト径 : 10mm
無負荷回転数 : 250r.p.m.  
全長 : 167mm
質量 : 0.55kg

EX

オリジナル

1パック（3枚入）×2

SI-4300B用
スーパーピラーカットブレード

1パック（10枚入）　　　 ×2
32山メカブレードスーパー

寸法：13（H）×105（L）mm

1パック（10枚入）    　　×2
32山ミニメカブレード

寸法：12（H）×80（L）mm

充電式ヒーター付きベスト
（フリーサイズ）
●リチウムイオン電池採用。
●最大約10時間（低温時）
　暖かさが持続。
●高温（赤）・中温（白）・
　低温（青）の３段階に
　温度設定可能。

オリジナル

LED LIGHT
全面発光　COB方式　
リチウムイオン電池
2200mAh
明るさ：250lm

SI-5800用
EGカッターミニ

リョービ充電式     
スクリュードライバー 
BDX-2

1パック（3本入）×1
寸法：8.0φ×38mm

ホワイトウレタンバフ
1パック
（5枚入）×1

ウールバフ
1パック
（5枚入）×1

80φバフセット

ウルトラスポットカッターEX×2本
寸法：8.2φ×85mm

充電スタンド（ビット16本付）　
充電器付

全長：150mm
質量：0.35kg

カタログギフト

QRコードを読み
込むとカタログ
ギフトの内容を
確認できます。

SHINANOオリジナル
エレクトリックシザーズ　160mm　　　

サッポロ一番カップスター
（しょうゆ　72g×12個）　　

プラスチック
エアーダスターガン

SHINANOオリジナル
ホイールナット専用インパクトソケット

17mm 19mm 21mm

収納ケース

リモコン付き
セラミックファンヒーター
お好みに合わせてヒーターの
電力２段階切替で節電できます
サイズ：25ｘ14.3ｘ46㎝
重量：2.05㎏
電源：100V、50/60Hz、
         弱 -600W　強‐1200W

豊富な品揃えと高品質の
ラインアップ

電線・ブリキ・アルミ・プラスチック・
布・紙・ビニール・アルミ線・針金・
結束バンドなど切断用万能ハサミ


