
サイズ
：60×50×200ｍｍ
質量：40ｇ

※グリップ幅が狭いペンチ、ニッパーには適応しません。収納可能ペンチ、ニッパーはジェフコムホームページをご参照ください。

サイズ
：120×50×200ｍｍ
質量：70ｇ

サイズ
：60×75×200ｍｍ
質量：70ｇ
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廃番商品のご案内 ご愛顧ありがとうございました。●

●掲載商品についての詳細は、当社営業担当者にお問い合せください。　
●記載の価格は、すべて 税抜価格 です。お買上げの際には、別途 消費税が付加されます。

営業本部  〒579-8014  東大阪市中石切町3-13-16
TEL 072（986）5900　FAX 072（986）6852

ジェフコム 検索
http://www.jefcom.co.jp

ISO9001認証
適用事業所：本社

ソフトプラホルダー

オール研ぎ太郎

NCS-700　定価￥1,980

ML-LED　定価￥4,440

品　名 品　番
圧着工具
デジタルテスター
折りたたみ式二輪台車
ぞうさんフィッシャー
F＆IVストリッパー
F＆IVストリッパー　替刃
屋外用LANコネクタ付ケーブル

パーツボックス
LEDサイン球

LEDルミネーション　AC-ACアダプタ
LEDパランドル

DC-22N
DDM-500
DH-120
DZF-4001,DZF-400B,DZF-6201,DZF-620B
FIV-168
FIV-168P
LCAT5E-WP10M,LCAT5E-WP15M
LCAT5E-WP20M
ND-405E
P12S-E1701-B,P12S-E1701-G,P12S-E1701-L,
P12S-E1701-R,P12S-E1701-W,P12S-E1701-Y,
P12S-E2601-B,P12S-E2601-G,P12S-E2601-L,
P12S-E2601-R,P12S-E2601-W,P12S-E2601-Y
PAD-24VA-A
PDL-60,PDL-90

品　名 品　番
すくす～くライト　交換用ランプ
すくす～くライト（スタンドタイプ）
LEDルミネーション　LEDモチーフ
LEDソフトネオンモチーフ
LEDストリングライト
LEDデザインストリング

LEDウィステリアライト
LEDクリスタルモチーフ

圧着付強力プロニッパー

PSK-25P
PSK-25ST
SJ-B05-N
STM-A19-L,STM-B01-L
STM-E05P-05L,STM-E05P-10L
STM-E07-01W,STM-E07-02B,STM-E07-03B,
STM-E07-03W,STM-E07-03Y,STM-E07-04B,
STM-E07-04G,STM-E07-04P,STM-E07-04R,
STM-E07-04W,STM-E07-04Y,STM-E07-05B,
STM-E07-05W,STM-E07-06B,STM-E07-07P,
STM-E07-07R,STM-E07-07Y,STM-E07-084
STM-E08B,STM-E08P,STM-E08W,STM-E08Y
STM-F02WB-L,STM-F04-L,STM-F05-L,
STM-F07B-L,STM-F07R-L,STM-F07W-L
ZK-175

「フィット感」と「耐久性」を両立した「EVA樹脂製」

「仕上げ」「粗目」の2種類のシャープナー付

SK-110
定価 ￥1,980

DMS-0415
定価 ￥5,700

SK-120
定価 ￥2,980

小型・軽量！ いつでも研げる携帯シャープナー
ケーブルストリッパー（VVF・IV兼用）
はさんで回すだけでストリップできる！

●発行所　　　　　　　　　　　〒579-8014　東大阪市中石切町 3-13-16　TEL 072（986）5900   FAX 072（986）6852

新商品ニュース新商品ニュース 2015年

ジェフ新商品ニュース　JEFCOM  PRODUCT  NEWS     2015   January　平成26年   12月  20日  発行ジェフ新商品ニュース　JEFCOM  PRODUCT  NEWS     2015   January　平成26年   12月  20日  発行

新年号

●新製品のご紹介

謹んで新春のお慶びを申し上げます謹んで新春のお慶びを申し上げます
今後とも 尚一層のお引き立てと ご愛顧の程 お願い申し上げます今後とも 尚一層のお引き立てと ご愛顧の程 お願い申し上げます

ケーブルスムージー

LEDライトレベル

塗布した箇所が一目でわかる！
ペーストタイプの入線潤滑剤

LED照明付レベル

TC-850P （M8×50mm・16本入）
TC-1060P （M10×60mm・12本入）
TC-1270P （M12×70mm・8本入）
　　　　　　　定価 各￥1,680

TC-850SP （M8×50mm・8本入）
TC-1060SP （M10×60mm・6本入）
TC-1270SP （M12×70mm・4本入）
　　　　　　　定価 各￥3,110

MCT-2540BK （黒・5本入）
MCT-2540BL （青・5本入）
MCT-2540RD （赤・5本入）
MCT-2540YL （黄・5本入）
定価 各￥1,280

タイトアンカー
サイズバリエーション追加（M8,M10,M12）

マジックケーブルタイ
面ファスナーの結束バンド

MST-375　定価￥2,980

マルチクリーナー 強力とれ～る
人と地球環境にやさしいプロ仕様のはくり剤

粘度があるので
垂れにくい！

●低温でも凍らず温度変化に影響されず、寒冷地でもOK
●液こぼれがなく、塗布作業が早い
●内容量：700g

●シール、接着剤をはがし、頑固な油汚れも見事に除去
●天然オレンジオイル配合で、安心・安全・手に優しい

床材の糊剥がしタイヤ跡シール

コンクリート専用アンカー

タイトアンカー

タイトアンカー（ステンレス）

●ケーブルの結束など多用途に使用できる
●マジックテープは柔らかく結束物を傷めにくい
●糸くずやゴミがつきにくい
●材質：ポリエステル100％
●サイズ：25×400ｍｍ 1本のテープに

フックとループの
機能を備えた！

1本のテープに
フックとループの
機能を備えた！

●暗い所の水平だしOK！
●スイッチボックスのケガキOK！
●磁石２箇所付！

暗所でも
くっきり見える

ＬＥＤ消灯 ＬＥＤ点灯

レ
ベ
ル

磁
石

磁石 中央穴

95mm

51mm

13mm

ペンチを1万回抜き差ししても破れない優れた耐久性

DPH-901-BK （ブラック）
DPH-901-BL （ブルー）
DPH-901-RD （レッド）
DPH-901-YL （イエロー）
DPH-901-DB （ダークブラウン）
定価 各￥1,760

豊富なカラーバリエーション
超軽量・スリムタイプ
汗や水に強い！

新素材
採 用

新素材
だから

１丁吊 2丁吊 親子吊

イエローイエローイエロー

レッド

ダークブラウンブルー

ブラック

DPH-902-BK （ブラック）
DPH-902-BL （ブルー）
DPH-902-RD （レッド）
DPH-902-YL （イエロー）
DPH-902-DB （ダークブラウン）
定価 各￥2,420

レッド

ダークブラウンブルー

ブラック

DPH-904-BK （ブラック）
DPH-904-BL （ブルー）
DPH-904-RD （レッド）
DPH-904-YL （イエロー）
DPH-904-DB （ダークブラウン）
定価 各￥3,100

レッド

ダークブラウンブルー

ブラック

やわらかい樹脂のツールホルダー

波刃も研げる
ダイヤモンドシャープナー
ロッド付

仕上げ 粗目

サイズ
：127×40×15ｍｍ
質量：42ｇ

サイズ
：76×59×24ｍｍ
質量：36ｇ

仕上げ

粗目

全長：132mm
質量：50g

丸形でも楕円形でもストリップ可能

φ4～φ15mm 2.0×3Cまで ストリップゲージ付

丸型丸型 芯線芯線VVFVVF

用　途　
グリース・潤滑油・床接着剤等接着剤一般・ウレタンフォ
ーム・シーリング材・水中ボンド・ウェットペンキ・松ヤニ
等の樹液・アスファルト・タール・ラッカー・ダクトテープ
等のテープ・油汚れ・油性マジック・ペイントマーカー
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火災感知器チェンジャー
これ1つで ほとんどの 
火災感知器 が交換可能

キャッチヘッド（ランプチェンジャー用）
セラミックメタルハライドランプ
交換用キャッチヘッド 

呼線リール付セット
太径呼線リールセット 新登場!

DLC-KC330　定価￥22,900

バンキャビネットシリーズ （車載用機材収納システム）
●工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納・取り出しに力を発揮
●多彩なパーツを組み合わせて、用途に合わせた自由なレイアウトが可能
●天板は釘の打てる木製

●電圧フリー
　100V系電源・200V系電源、切り替えなしで使用可能 ※1
●完全防雨・防塵　発動発電機を利用できる
●省エネ　耐熱、高強度の透明ポリカーボネイトパイプ
●屋外用（IP65） ※2
●高力率95％以上
●省電力

3列引き出し

自由な組み合わせで車内を整理整頓

普通車用 普通車・軽四兼用
●サイズ
　：幅1400×奥行950×高さ350mm
●本体幅：1150mm
●質 量：73kg
●引出し収納スペース（内寸）
　：幅276×奥行765×高さ260mm
●天板厚さ：15mm
●引出し耐荷重：0.39kN（40kgf）

●サイズ
　：幅1150×奥行780×高さ350mm
●質 量：60kg
●引出し収納スペース（内寸）
　：幅276×奥行595×高さ260mm
●天板厚さ：15mm
●引出し耐荷重：0.39kN（40kgf）

SCT-F08  定価￥191,000

DLC-SCH3
定価 ￥7,500

DLC-CH-KC
定価 ￥7,700

DLC-SCH4
定価 ￥8,800

DLC-SCH5
定価 ￥9,500

YR-414  定価 ￥6,300

SCT-F09  定価￥149,000

Vフリーライト（T5タイプ）
φ36mmのスリムタイプ Vフリーライト

検盤君 検査作業専用バッグ

キャリースライダー 万能運搬シート

荷室後部に設置して工具や部材を整理収納できる

固定具

PDW-T5-VFK
定価￥1,980

固定具×2
木ネジ（φ3.1×25）×2

PDW-T5-VF14（14W型）定価￥19,000
PDW-T5-VF21（21W型）定価￥19,800

PDW-T5-VF14J（14W型）定価￥22,000
PDW-T5-VF21J（21W型）定価￥23,500

φ36mm

連結タイプ

●両端に防雨型プラグ・ソケット付
●21Ｗ形で18本（直線で約81ｍ）まで、
　14Ｗ形で22本（直線で約92.4ｍ）まで連結可能
●連結時、別コネクターケーブルが不要

※1 AC100V以外でプラグを変更して利用する
場合は、有資格者が実施してください。また、防水
テープ等による対策も同時に実施してください。
※2 防水・防塵性能はIP65ですが、湿度（水蒸気
の侵入）に対する性能の保証はありません。「高湿
環境=常に高湿度の環境」での使用には適しませ
ん。

●シートサイズ：長さ1500×幅600×厚さ1.5mm
●シート質量：1.2kg
●パイプ長さ：420mm
●許容重量：150kg

シートを下に敷いて
その上を荷物を滑らせて移動

シートをまるめて、
荷物をくるんで運搬も可能

摩擦の少ないポリエチレンシートで重い荷物もスイスイ運べる摩擦の少ないポリエチレンシートで重い荷物もスイスイ運べる
シートに荷物を載せて
ロープで引っ張って運搬

CRS-0615　定価￥19,800

KP-500　定価￥13,000
●サイズ：幅360×奥行480×高さ70mm
●質量：1.6kg

首からかけて、計測や記録が効率よくできる首からかけて、計測や記録が効率よくできる

両手が使える！両手が使える！
移動時は
ショルダーバッグとして
縦・横どちらでも使用可能

テスターと記録用紙を並べられ、
記録値がすぐ書き込める

●付属の「補強バンド」を巻き付けることで、
　固く締めこまれたランプも取り外せます

●比較的ランプが高温でも交換作業が
　できる「シリコングリップ」採用
●ランプ中央に誘導するグリップ形状

PAT.P

PAT.P

400W型 1000W型 1500W型
2000W型

●脚立や踏み台を使わずに高所（約4mまで）の交換ができる
●アルミ製ポールで軽く、操作しやすい

15mm
以上

φ95～110mm

●適合火災感知器サイズ：φ95～110mm（径）、高さ15mm以上
●最大広がり巾：φ125～140mm

●全長（伸）：約3.4ｍ
　全長（縮）：約2ｍ
●段数：２段　
●最大径：φ40mm　
●質量：0.8kg

火
災
感
知
器

火
災
感
知
器
チ
ェ
ン
ジ
ャ
ー

ヘッド部のみ

軽
量
ア
ル
ミ
製
ポ
ー
ル

・適用ランプ：
  セラミックメタル
  ハライドランプ　
  （直管型 口金 E39）

・適合ランプバルブ径：
  φ65（400 形）
・最大広がり巾：
  φ140 ～160ｍｍ

・適用ランプ：
  セラミックメタル
  ハライドランプ　
  （直管型 口金 E39）

・適合ランプバルブ径：
  φ100（1000 形）
・最大広がり巾：
  φ175 ～200ｍｍ

・適用ランプ：
  セラミックメタル
  ハライドランプ　
  （直管型 口金 E39）

・適合ランプバルブ径：
  φ120
  （1500 /2000 形）
・最大広がり巾：
  φ195 ～220ｍｍ

BX-5215-RL （15m） 定価¥11,700
BX-5230-RL （30m） 定価¥14,200
BX-5250-RL （50m） 定価¥19,100
RX-5830-RL （30m） 定価¥15,600
RX-5850-RL （50m） 定価¥20,600
SYX-6530-RL （30m） 定価¥16,500
SYX-6550-RL （50m） 定価¥23,100

ブラックエース・スーパーレッドライン・ウルトライエローエース
（15m、30m、50ｍ）を収納可能！

呼線リール

スーパーレッドライン

ウルトライエローエース

ブラックエース

く
る
　
く
る

く
る
　
く
る

BX-5230-RL
（ブラックエース・30ｍ）

RX-5230-RL
（スーパーレッドライン・30ｍ）

SYX-6530-RL
（ウルトライエローエース・30ｍ）

●繰出しが早い（呼線の反発を利用した早い繰り出しが可能）
●収納便利（リールが回転するので呼線を回す必要なし）
●リールは丈夫なスチール製

太径呼線
50mまで
コンパクト
収納！

腰につけて
素早い繰り出し
携帯らくらく

最大径：414mm
フレーム質量：600g


