
※本チラシの掲載商品の表示価格は全て消費税別の金額です。　※チラシ表示価格の合計が 1 万円未満の場合は、送料をお客様ご負担とさせて頂きますのでご了承くださいませ。（一律￥900。離島は除きます）

■本社／本社営業部　〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町3-3-1 トルナーレ日本橋浜町214　TEL 03-5652-1151／ FAX 03-5652-1161
■札 幌 営 業 所　〒003-0871 北海道札幌市白石区米里一条3-1-5-201　TEL 011-826-6816／ FAX 011-826-6817
■仙 台 営 業 所　〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町3-4-10　TEL 022-290-9501／ FAX 022-290-9502
■新 潟 営 業 所　〒940-1151 新潟県長岡市三和3-6-19　TEL 0258-89-7512／ FAX 0258-89-7513
■名 古 屋 営 業 所　〒485-0011 愛知県小牧市岩崎１丁目153　TEL 0568-39-6571／ FAX 0568-39-6572
■大 阪 営 業 所　〒577-0065 大阪府東大阪市高井田中3-12-19　TEL 06-6782-3990／ FAX 06-6782-3991
■広 島 営 業 所　〒739-0036 広島県東広島市西条町田口191　TEL 082-426-3240／ FAX 082-426-3241
■九 州 営 業 所　〒841-0025 佐賀県鳥栖市曽根崎町硯川1408-1-2　TEL 0942-50-9855／ FAX 0942-50-9856

温度・湿度

温度のみ

非分散式赤外線センサ方式（NDIR）フロンガス検知器 吸引・拡散切替式半導体センサ方式高性能フロンガス検知器

拡散式半導体センサ方式フロンガス検知器 吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器

小型ツーステージ4ポールモーター真空ポンプ（電磁弁、真空計付）エアコン洗浄機

（1/4"F口径or5/16"F口径）3/8"ホースがついに登場!! デジタルシングルマニホールドキット

エアコン計測のための温度計

空気用伸縮ロッドセンサ（K熱電対）

−50℃〜 +400℃表面センサ付高性能デジタル温度計セット 高性能デジタル温度計 ローコストデジタル温度計

USB対応型温湿度データロガー

USB対応型温度データロガー

ＣＯ₂リークディテクター

ハンディサーモカメラ

デジタルクランプテスタ デジタルクランプテスタ 漏れ電流用デジタルクランプテスタデジタルクランプテスタ

1点レーザー式放射温度計 2点レーザー式放射温度計（K熱電対入力可）

伸縮自在＆フレキシブルタイプの高精度熱線式風速計

マルチ環境計測器ポケット風速計

ミニポケット温湿度・露点計 ミニポケットベーン式風速計 ミニポケット照度計

ウルトラミニチャージバルブ

68φボールバルブ式マニホールドキット

超軽量フレアツール〔衝撃の4穴バー〕

リーマーヘッド(電動ドライバー専用)

アルミ製フレアツール アルミ製ラチェット式フレアツール

高精度トルクレンチ

大売り出し!! 超強力型チューブカッタ

非分散式赤外線センサ方式(NDIR)フロンガス検知器

「ガス検おまとめ買い」セール!!
No.002、004、006、008のフロンガス検知器を同時に2台以上ご購入につき、2台目からは
下記の特別価格にてご案内させて頂きます。（別機種の組み合わせもOK）

品番 DC-IR2-K002 品番 DC-21SP-K004

品番 DC-8Pro-K006 品番 DC-9Pro-K008

［対象ガス］
R410A、R32、R404A、R407C、R134a、
R22、R12、R1234yf、その他…
●世界初!!カラーインジケータ!!
●バイブレータ機能付!!
●先端白色LEDランプ付

《世界基準のリークテストをクリア》
FUSO製　DC-IR3は、SAE規格に準拠したリークテストをクリアしています。
SAEとは、1905年にアメリカにて自動車の技術団体として発症した非営利組織団体を指します。
現在では、陸海空のあらゆる動力で動く自力推進の乗り物（オートモーティブ）の『標準化機構』となっており、その規模は約100カ国に及びます。
FUSO　フロンガスリークテスター　DC-IR3は、この世界基準の技術規格であるSAEが定めた、リークテストのひとつである 

『SAE J 2913』のテスト方法に則り、出荷前の校正及び調整を行っています。

冷媒選択機能搭載
フロン種ごとの
感度切替が可能

通常価格￥72,000 通常価格￥60,000

通常価格￥35,000 通常価格￥43,500

最高感度 2g/年（R410A）※ターボモード時
感度調整 ターボ、H、M、L（4レンジ）
検知方法 吸引式

¥67,000キャンペーン
価格 ¥57,800キャンペーン

価格

¥33,800キャンペーン
価格 ¥39,800キャンペーン

価格

［対象ガス］
R410A、R32、R404A、R407C、R134a、
R22、R600a、R12、R1234yf、その他…
●吸引ポンプON/OFF切替可能
●冷媒選択機能付●バイブレータ機能付
●先端白色LEDランプ付

業界最高レベルの検知能力
2g/年の検知能力で極小な
漏れも見つけます!!

最高感度 2g/年（R410A）
感度調整 H、M、L（3レンジ）
検知方法 吸引・拡散切替式

★2台目以上はこの価格 ¥41,500★2台目以上はこの価格 
大特価!!
ぜひともお問合せ下さい

品番 DC-21SP-2-K005品番 DC-IR2-2-K003

［対象ガス］
R410A、R32、R404A、R407C、
R134a、R22、R12、R600a、R1234yf

●バックグラウンドゼロ補正機能搭載
●拡散方式により、ピンポイントで
リーク箇所を特定できます。

［対象ガス］
R410A、R32、R404A、R407C、R134a、
R22、R12、R600a、R1234yf
●吸引ポンプ搭載で圧倒的な
反応速度を誇ります。
●バックグラウンドゼロ補正機能搭載

最高感度 3g/年（R410A）
感度調整 H、L（2レンジ）
検知方法 拡散式

最高感度 3g/年（R410A）
感度調整 H、M、L（3レンジ）
検知方法 吸引式

★2台目以上はこの価格 ¥24,000 ★2台目以上はこの価格 ¥29,800
品番 DC-8Pro-2-K007 品番 DC-9Pro-2-K009

100cm×3本（赤・青・黄）

¥15,800
100cm×3本（赤・青・黄）

¥15,800

150cm×3本（赤・青・黄）

¥18,800
150cm×3本（赤・青・黄）

¥18,800

（口径：1/4Fメス
（ムシ押付）
×1/4"Fメス）

（口径：5/16Fメス
（ムシ押付）
×5/16"Fメス）

変換アダプタ要らずの
ラクラク装着が可能な
優れもの◎

回収効率大幅UP

ガンガン回収

して下さい!!

1/4"Fタイプ

5/16"Fタイプ

品番 FS-727C-K113

品番 FS-727E-K115

品番 FS-727D-K114

品番 FS-727F-K116

※ロングタイプ（〜30m）も
ご用意いたします。お問合
わせ下さいませ。

デジタル温度計  配管の表面温度や吹出口、吸入口の温度を測定します。

通常価格￥45,300

通常価格￥21,200

■本体×１
■表面センサLP-41×１ 
■棒状センサLP-11×１
■空気センサLP-21×１
■収納ケース

セット内容

品番 FS-300W-K120

品番 LP-21EX-K121

¥29,800

¥19,800

K熱電対
測定範囲 ー199.9℃〜 +1370℃
高精度±0.1% of rdg
ホールド・MAX.Min表示機能
オート／マニュアル電源OFF
ローバッテリー表示
分解能　0.1℃／1℃切換
生活防水仕様

●精度が高いこと・・・±0.1％
●応答速度が速いこと・・・3回/4秒サンプリング
●表面センサが丈夫なこと
●空気センサ、液温棒状センサが付いていること

●測定範囲　-20〜 +350℃
■先端部φ9mm
■コード長　 エクステンション最縮時　1,800mm 

エクステンション最伸時　880mm

● 空調機やダクトの手の届かない所の測定にとても便利です

最長1245mm

最短325mm

145mm

145mm

オメガプラグ

キャンペーン
価格

キャンペーン
価格

品番 FS-300S-K122
●セット内容
●本体×１
●表面センサ×１　LP-41H
●収納アルミケース×１

（265L×165W×75Dmm）
●006P（9V）型電池×１
●取扱説明書
●保証書

品番 FS-300-K（本体）123
●高精度・多機能・低価格の決定版
●3回／秒サンプリングの反応速度
●各種センサで様々な
シチュエーションに対応します

品番 FUSO-307-K（1点式）124
●スリム軽量設計で
使いやすい形状です
●測定範囲
−200〜＋1370℃
●ビーズ型
K熱電対センサ付

¥23,800
通常価格￥28,000

¥18,000
通常価格￥23,500

キャンペーン
価格

通常価格￥12,800

キャンペーン
価格

キャンペーン
価格 ¥11,000

品番 TM-305U-K125

品番 TM-306U-K126

●アラーム機能●データ記録50,000pts

●アラーム機能
●データ記録50,000pts

測定範囲 温度　-40.0℃〜＋85.0℃、
湿度　1 〜 99％

表示分解能 温度　0.1℃　湿度　0.1％

精度

温度　-20.0℃〜 50℃・
　　　±0.6℃　他±1.0℃
湿度　20％〜 80％・
　　　±3.0％　他±5.0％

データロガー 50,000pts、記録時間（5秒〜 2時間）

測定範囲 -40.0℃〜＋85.0℃

精度 -20.0℃〜 50℃　±0.6、
その他±1.0℃

表示分解能 0.1℃

データロガー 50,000pts　
記録時間（5秒〜 2時間）

● USB ケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信  
● IP-65 防水対応

標準価格￥19,400

標準価格￥16,500

¥16,000 

¥13,800 

クランプテスター　　運転電流値を測定します。

●交流： 電圧　200V/600V 
電流　200A/600A

●直流：電圧　600V
●クランプ径　25mm

●交流： 電圧　200V/600V 
電流　200A/600A

●直流： 電圧　600V 
電流　600A

●クランプ径　25mm
●オートレンジ機能

●直流： 電圧　600V 
電流　10A/100A

●交流： 電圧　600V 
電流　10A/100A

●クランプ径　12.5mm
●オートレンジ機能、
　オートパワーオフ

¥8,850 ¥16,800 ¥22,500
通常価格￥9,650 通常価格￥17,900 通常価格￥24,700

キャンペーン
価格

キャンペーン
価格

キャンペーン
価格

●直流： 電圧　600V
●交流： 電圧　600V 

電流　10A/100A
●交流： 60mA/600mA
●クランプ径　28mm
●オートレンジ機能、
　オートパワーオフ

品番 CENTER-235-K141品番 CENTER-221-K138 品番 CENTER-222-K139 品番 CENTER-223-K140

¥34,800
通常価格￥36,400

キャンペーン
価格

標準価格￥8,950 標準価格￥17,100 標準価格￥25,400

品番 FUSO-430L0-K127 品番 FUSO-499LC-K128 品番 FUSO-499LB-K129
●1点レーザー式
●測定範囲 
　-38〜 +365℃
●分解能：0.2℃
●放射率：
0.95/0.75切替式

距離：スポット径
12：１

●2点レーザー式
●測定範囲 
　-60〜 +550℃
●分解能：0.1℃
●放射率：
0.10〜1.00可変式

距離：スポット径
12：１

●2点レーザー式
●測定範囲 
　-60〜 +760℃
●分解能：0.1℃
●放射率：
0.10〜1.00可変式

距離：スポット径
30：１

¥7,800 ¥12,800 ¥19,800キャンペーン
価格

キャンペーン
価格

キャンペーン
価格

¥39,000 キャンペーン
価格

標準価格￥45,000

品番 FUSO-4001-K132

■風速：0.01〜25.00m/s
■風量：0〜9,999㎥ /min
■温度：-20〜 +50℃
■プローブ長：325〜1200mm

天井の測定もラクラク

プローブ先端がフレキシ
ブルに曲がります

●風速・風量・
温度・湿度・
露点・湿球温度・
体感温度・熱射温度
●風速:0.4〜20m/s・
　温度：0〜 +50.0℃・
　湿度：10〜95％ RH・
　風量：0.024〜36,000CMM

45mm

1
2

0
m

m

風速・温度・湿度・照度
●測定範囲
風速：0.4〜30m/s　
風量：0〜51,000㎥ /min　
外部温度：−100〜 +1,300℃
本体部温度：0〜 +50.0℃
湿度：10〜95%RH　
照度：0〜20,000lx

品番 LM-8010-K134品番 SP-7000-K133

¥14,800 ¥26,000
標準価格￥20,200 標準価格￥31,000

135 品番 TM-730-K 136 品番 TM-740-K 137 品番 TM-720-K
●測定範囲
温度：−20℃〜 +50℃　
湿度：5〜95%RH
●表示分解能
温度：0.1℃　
湿度：0.1%RH

¥12,800 ¥10,800 ¥10,800
48mm

1
0

7
m

m

標準価格￥16,500 標準価格￥14,100 標準価格￥14,100

キャンペーン
価格

キャンペーン
価格

キャンペーン
価格

●風速
0.4〜25.0m/s
●温度
-20〜 +50℃

●測定範囲 
0〜400,000lx
0〜40,000Fc
●オートレンジ
●データホールド：
　Max・Min

1
3

3
m

m

48mm

ラクラク、キレイに
バリ取りOK

適合銅管サイズ キャンペーン価格

016 FS-502E-K 1/4”〜1-1/8” ¥3,900
017 FS-502F-K 1/4”〜1-3/8” ¥4,300

ハンディ型フロンガスリークテスターのパイオニア　FUSO が繰り出す新製品

新型フロンガスリークテスター DC-IR3

SAE　J2913 規格準拠品
［DC-IR3検知感度表］AIST（産業技術総合研究所）基準校正器による感度

ガスレンジ R410A R32 R404A R407C R134a R22 R1234yf
ターボ 2 2 2 2 2 2 2

Hi 4 4 4 4 4 4 4
Mi 7 7 7 7 7 7 7
Lo 14 14 14 14 14 14 14

（単位：g/年）

●SAE　J2913規格準拠品。世界基準のリークテストをクリア　
●AIST(産業技術総合研究所)認定校正による校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図付属
●正確なゼロ点調整機能(オート/マニュアル)により、雑ガス混在の現場でも正確に漏れ箇所が特定可能
◆最高感度2g/yearを実現(ターボモード)
◆IPX3相当の防水構造

■対象ガス・・・・・R22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R32、
R1234yf､ R1234ze､ R448a等のHFC/HCFC/HFO系ガス
■感度調整・・・・・3段階切替(H/M/L）+ターボモード(2g/年)搭載
■反応速度/暖機時間・・・・・0.5秒以内 / 約30秒
■検知表示・・・・・ブザー (OFF設定可能)、バイブレーション(OFF設定可能)、LEDインジケーター (7段階)
■機能・特性・・・・・オートゼロ機能、マニュアルゼロ機能、本体ボディ防水(IPX3相当)、センサ交換時期を
表示(インジケータ)、バッテリー消耗ランプ(残2時間ほど)
■電源/連続使用可能時間・・・・・リチウムイオン電池(約5時間充電) / 約8時間使用可能
■使用環境・・・・・-10〜 +50℃、75%RH以下(結露なきこと)
■サイズ/質量・・・・・本体：240L×65W×35Dmm、フレキシブル長：400mm / 約400g
■校正関連書類・・・・・校正証明書×1、試験成績書×1、トレーサビリティ体系図×1
■標準付属品・・・・・ACアダプタ(100〜240VAC)×1、リチウムイオン充電池×1、自動車シガーソケッ
ト充電アダプタ×1、チェックリーク×1、交換用フィルタ(10個入)×1、交換用Oリング×1、ハードキャング
ケース×1、取扱説明書×1、保証書×1

品番 DC-IR3-K001

¥58,000キャンペーン
価格

冷媒ガス漏れ防止剤【SL-01】

検知精度NO.1世界基準の
リークテスタです!!

キャンペーン期間中にDC-IR3を 
ご購入1台に付き、EURO生まれの
シーリングチューブ(漏れ防止剤)を
もれなく1本プレゼントいたします

詳しくは動画にて！！

品番 VP-120A-K119
240

200

93
通常価格
￥41,500

仕様
■排気量（60Hz）42ℓ/min
■到達真空度7.5ミクロン

遂に完成!! 待望の4ポール（極）モーター
2ステージ小型真空ポンプです。

¥31,000

品番 JET-01-K118

¥33,000
通常価格￥35,000

■流量：4L/分
■吐水ホース：5m
■本体：約4.2kg
■モーター：80W
■吸水タンク兼用収納ケース付

（約90L）

●エアコン洗浄に洗浄圧（1〜0.7MPa）
●小型軽量タイプなので、
持ち運びもラクラク
●本体へホース収納
が可能です!!

180mm
300mm

280mm

¥19,800

品番 FS-700DG-1-K（92cm ホース仕様）117

収納ケースホース青黄各1本

接続ポート径5/16"フレア
●各冷媒の飽和温度表示機能！
●デジタルゲージなので針飛びが無い！
●測定範囲：−0.1〜＋5.0MPa！

通常価格￥26,000

CO₂冷媒専用
検知器!!

品番 GS-30-K131
●吸引式で素早い検知反応
●オートパワーオフ機能

検知感度
Ｈ 6g/year
Ｍ 15g/year
Ｌ 30g/year

¥57,800
通常価格￥80,000

待望の
ローコストタイプ

登場!!

¥68,000

品番 TG-301-K130

測定範囲：−30〜 +650℃
ディスプレイ：1.77インチLCD
マイクロSD（2GB）、USB対応
放射率カスタム設定機能付（0.10〜1.00）
使用環境：-10℃〜 +50℃　
90%RH以下(結露なきこと)

こんなのが
  欲しかった!!

●冷媒ガス漏れ検査も可能です
●UVライト照射で冷媒漏れ箇所を視認

（※検知には、冷媒内に別途蛍光材が必要となります。）

通常価格￥75,000

品番 FS-760AR-K013

品番 FS-761AR-K014

品番 FS-762AR-K015

¥4,990
¥4,990
¥4,990

通常価格￥6,100

通常価格￥6,100

通常価格￥6,100

■口径  5/16"Fオス×5/16"Fメス（ローレット）

■口径  1/4"Fオス×1/4"Fメス（ローレット）

■口径  1/4"Fオス×1/4"Fメス（ローレット）

40mm

品番 FS-704B-1-K（5/16"フレア）010

品番 FS-701B-1-K（1/4"フレア）011

品番 FS-702B-1-K（1/4"フレア）012

92cmホース×3本

収納ケース

高圧：−0.1〜5.3MPa
低圧：−0.1〜3.8MPa

高圧：−0.1〜3.5MPa
低圧：−0.1〜1.8MPa

高圧：−0.1〜3.5MPa
低圧：−0.1〜1.5MPa

¥15,800

¥15,800

¥15,800

通常価格￥23,200

通常価格￥21,500

通常価格￥23,200

品番 FS-504AU-K019 品番 FS-504RU-K020

¥9,900 ¥14,800
通常価格￥17,000 通常価格￥23,500

とにかく軽いです

●握りやすいグリップと軽量ボディ
●先端部も薄く狭い場所でも
作業性抜群!!

品番 フレアナット
サイズ

口径
（mm）

締付トルク N・m
（kgf・cm） 通常価格 キャンペーン

価格

021 FS-530A-K 1/4" 17 17.6（180）￥6,500 ¥4,800

022 FS-530B-K 3/8" 22 41.1（420）￥7,000 ¥5,800

023 FS-530D-K R410A 1/2" 26 53.9（550）￥8,000 ¥5,900

024 FS-530F-K R410A 5/8" 29 75.0（765）￥9,000 ¥7,800

FS-502E-K FS-502F-K

強力型で、銅管、ステン管、鉄管など切断OK!

¥2,800

●1/8”〜11/8”（4〜28mm）

通常価格
￥3,600

品番 FS-501SA-K018

（ビット差込口：6.35mm）

誤反応が少なく、
より正確な

検知が可能!!

世界初
カラーLCD

パネル

GL-14
ガイドライン対応

3年間無償修理
（部品代・再校正代は別途）

校正証明書付
2010年10月、地球温暖化の原因の一つとされる機器からのフロンガス漏えいを
防止するために、（社）日本冷凍空調工業会GL-14・（社）日本冷凍空調工業連合会
GL-01ガイドラインが制定されました。その中で、年間漏れ検知能力が5g／年以
下、さらに12ヶ月毎に校正されたフロンガス検知器の使用が推奨されています。

GL-14
ガイドライン対応

3年間無償修理
（部品代・再校正代は別途）

校正証明書付
2010年10月、地球温暖化の原因の一つとされる機器からのフロンガス漏えいを
防止するために、（社）日本冷凍空調工業会GL-14・（社）日本冷凍空調工業連合会
GL-01ガイドラインが制定されました。その中で、年間漏れ検知能力が5g／年以
下、さらに12ヶ月毎に校正されたフロンガス検知器の使用が推奨されています。

GL-14
ガイドライン対応

3年間無償修理
（部品代・再校正代は別途）

校正証明書付
2010年10月、地球温暖化の原因の一つとされる機器からのフロンガス漏えいを
防止するために、（社）日本冷凍空調工業会GL-14・（社）日本冷凍空調工業連合会
GL-01ガイドラインが制定されました。その中で、年間漏れ検知能力が5g／年以
下、さらに12ヶ月毎に校正されたフロンガス検知器の使用が推奨されています。

GL-14
ガイドライン対応

3年間無償修理
（部品代・再校正代は別途）

校正証明書付
2010年10月、地球温暖化の原因の一つとされる機器からのフロンガス漏えいを
防止するために、（社）日本冷凍空調工業会GL-14・（社）日本冷凍空調工業連合会
GL-01ガイドラインが制定されました。その中で、年間漏れ検知能力が5g／年以
下、さらに12ヶ月毎に校正されたフロンガス検知器の使用が推奨されています。

吸引ポンプ式
吸引ポンプ式

R404A
もしっかり

検知!!

業界
最高感度
モデル

GL-14
ガイドライン対応

3年間無償修理
（部品代・再校正代は別途）

校正証明書付
2010年10月、地球温暖化の原因の一つとされる機器からのフロンガス漏えいを
防止するために、（社）日本冷凍空調工業会GL-14・（社）日本冷凍空調工業連合会
GL-01ガイドラインが制定されました。その中で、年間漏れ検知能力が5g／年以
下、さらに12ヶ月毎に校正されたフロンガス検知器の使用が推奨されています。

GL-14
ガイドライン対応

3年間無償修理
（部品代・再校正代は別途）

校正証明書付
2010年10月、地球温暖化の原因の一つとされる機器からのフロンガス漏えいを
防止するために、（社）日本冷凍空調工業会GL-14・（社）日本冷凍空調工業連合会
GL-01ガイドラインが制定されました。その中で、年間漏れ検知能力が5g／年以
下、さらに12ヶ月毎に校正されたフロンガス検知器の使用が推奨されています。吸引ポンプ式

実績
No.1

抜群の
レスポンス

GL-14
ガイドライン対応

3年間無償修理
（部品代・再校正代は別途）

校正証明書付
2010年10月、地球温暖化の原因の一つとされる機器からのフロンガス漏えいを
防止するために、（社）日本冷凍空調工業会GL-14・（社）日本冷凍空調工業連合会
GL-01ガイドラインが制定されました。その中で、年間漏れ検知能力が5g／年以
下、さらに12ヶ月毎に校正されたフロンガス検知器の使用が推奨されています。

GL-14
ガイドライン対応

3年間無償修理
（部品代・再校正代は別途）

校正証明書付
2010年10月、地球温暖化の原因の一つとされる機器からのフロンガス漏えいを
防止するために、（社）日本冷凍空調工業会GL-14・（社）日本冷凍空調工業連合会
GL-01ガイドラインが制定されました。その中で、年間漏れ検知能力が5g／年以
下、さらに12ヶ月毎に校正されたフロンガス検知器の使用が推奨されています。

GL-14
ガイドライン対応

3年間無償修理
（部品代・再校正代は別途）

校正証明書付
2010年10月、地球温暖化の原因の一つとされる機器からのフロンガス漏えいを
防止するために、（社）日本冷凍空調工業会GL-14・（社）日本冷凍空調工業連合会
GL-01ガイドラインが制定されました。その中で、年間漏れ検知能力が5g／年以
下、さらに12ヶ月毎に校正されたフロンガス検知器の使用が推奨されています。

GL-14
ガイドライン対応

3年間無償修理
（部品代・再校正代は別途）

校正証明書付
2010年10月、地球温暖化の原因の一つとされる機器からのフロンガス漏えいを
防止するために、（社）日本冷凍空調工業会GL-14・（社）日本冷凍空調工業連合会
GL-01ガイドラインが制定されました。その中で、年間漏れ検知能力が5g／年以
下、さらに12ヶ月毎に校正されたフロンガス検知器の使用が推奨されています。

吸引ポンプ式

キャンペーン特典
アルミケースサービス

42ℓ

限定
50台

R410AR32 R404A

R12 R22 R1234yf その他R407C

R134a R507A

バックライト付 真空も
OK!

安い!!

特別価格

特別価格

冷蔵・冷凍庫内の
保守・管理に!

NEW

使いやすい
ガンタイプです

7IN1

特別価格 特別価格

R410AR32

R404A

R22

R407C

超ミニミニ今がチャンス!!

R32

R410A

R404A

R22

R12

R407C

68φ
ゲージ

サイト
グラス付

1/4" 1/2"3/8" 5/8"

スタンダード式 ラチェット式

超PRICE
DOWN!!

大特価

大好評

大特価

NEW

キャンペーン限定特典



ボールバルブ付アダプタ

専用アルミケース

3/8"チャージホースセット（150cm）

フロンガス回収用ボンベ（フロートセンサ付） 高性能デジタルチャージングスケールデジタルチャージングスケール

検査成績書付デジタルチャージングスケール（冷媒計量器）

デジタルチャージングスケール 200kg ひょう量デジタルチャージングスケール

フロン回収ウェイトリミッター用コネクタデジタル自動チャージングスケール & ウェイトリミッタ

超強力型チューブカッタ

エキスパンダセット

ベアリング式チューブカッタ ベアリング式ミニチューブカッタ

被覆銅管用ステンレススプリングベンダ クイック式フレアナットレンチ

ヘッド交換式トルクレンチセット レバー式カラーチューブベンダ 3サイズベンダ（なまし銅管専用） 正曲げラチェット式ベンダセット 正逆曲げラチェット式ベンダセット

フロン再生器（循環式簡易再生装置） 電磁弁オープナー ボールバルブ付アダプタ

フロートケーブル変換アダプタ バルブコアリムーバー

バルブ付異径チャージホースドライヤフィルタ

フロン回収用ヘッダ熱変換型オイルセパレータ

真空ゲージマニホールド アナログ真空計（置針付）デジタル真空計

気密試験キット気密試験簡易キット チッソパージキット

R32用マニホールドキット チャージバルブケースインマニホールドセット

R22用マニホールドセット R134a用マニホールドセット

ボールバルブ式シングルマニホールド

先着
100セット
のみ

バッテリー充電式小型ツーステージ真空ポンプ（電磁弁、真空ゲージ付） エアコン洗浄機(コードレスバッテリー充電式) コンパクトタイプ エアコン洗浄機

超小型シングルステージ真空ポンプ（電磁弁、真空ゲージ付） 小型ツーステージ真空ポンプ（電磁弁、真空ゲージ付） 大型ツーステージ真空ポンプ（電磁弁、真空ゲージ付） 大排気大型ツーステージ真空ポンプ（電磁弁、真空ゲージ付）

ＦＵＳＯ発「新型」真空ポンプ
＆エアコン洗浄機

最新型フロンガス回収機に、変換アダプタ不要のFUSOオリジナル
3/8"ホース(150㎝×3本)がセットとなって、さらに専用アルミケース＆
ボールバルブ付アダプタをお付けして、100セットのみの限定大特価にて
ご奉仕いたします！！ ★（1/4"F or 5/16"F口径）3/8"ホースにより、回収速度が大幅にUPします！

Unit Zero Alarm

ON OFF

開 閉

ウェイトリミッタ用コネクタ

設定質量に
達した時に
回収装置が
自動停止

FUSO-50F
FUSO-50H
FUSO-100G

回
収
ボ
ン
ベ

回
収
ボ
ン
ベ

フロートセンサケーブル

冷凍空調機器

低圧側

ゲージマニホールド

高圧側

OUT ポート
回収機 IN
ポートへ

機器（マニホールド）より
INポート OUT ポート　回収ボンベへ

INポート
回収機吐出側より

オイルドレン

限定大特価にて!!
➡ぜひともお問合わせ下さい!!

1/4"Fタイプ［FS-727D］
1/4"Fメス（ムシ押付）×1/4"Fメス

or
5/16"Fタイプ［FS-727F］
5/16"Fメス（ムシ押付）×5/16"Fメス

1/4"Fタイプ［FS-735E-1］
1/4"Fメス（ムシ押付）×1/4"Fオス

 or
5/16"Fタイプ［FS-735E-4］
1/4"Fメス（ムシ押付）×5/16"Fオス

［FS-990E］

［セット内容］（※ホース及びアダプタの口径を下記よりお選びください）
1/4"Fセット

G5Twin-musashi-1-K
5/16"Fセット

G5Twin-musashi-2-K

フロンガス回収機×1、（1/4"F口径）3/8"チャージホース3本セット×1
専用アルミケース×1、（1/4"口径）ボールバルブ付アダプタ×1

フロンガス回収機×1、（5/16"F口径）3/8"チャージホース3本セット×1
専用アルミケース×1、（5/16"口径）ボールバルブ付アダプタ×1

G5Twin-musashiⅡ
フロンガス回収機

品番 G5Twin-musashi-1-K(1/4"F セット）035

品番 G5Twin-musashi-2-K(5/16"F セット）036

高性能スケール、FSV-52にUSB接続して、
自動充填が可能! 
予備アラーム機能!

進化し続けるFUSOの50シリーズ
最新モデル!　液晶バックライト! 
予備アラーム機能!

最大計測100kg!!
自動充填対応機種

（FSV-52USB別売が必要）
■最大計測……50kg　
■表示分解能…2g/5g
■機能…オートパワーオフ・
予備アラーム
■液晶バックライト付■最大計測……50kg

■精度…………±10g（0〜20kg）
■表示分解能…5g/10g（表示単位はボタン切替）
■機能…………オートパワーオフ機能搭載

仕様
■排気速度　42L/min
■真空到達度　45ミクロン

機器本体とバッテリーを装着時に使用します。(対応機種：VP-505B、JET-55B)

■流量：4L/min
■洗浄圧：0.3〜0.5/0.7〜1.0MPa

（切替可能）
■電源：18V（リチウムイオン電池）
■付属品：専用ガン、高圧ホース5m、
広角ランス、給水ホース2.5m、
給水タンク（35L）

■流量：4L/min
■洗浄圧：0.3〜0.5/0.7〜1.0MPa

（切替可能）
■電源：100V（50Hz、60Hz）
■付属品：専用ガン、高圧ホース5m、
広角ランス、給水ホース2.5m、給
水タンク（35L）、電源コード1.8m

仕様
■排気速度　42L/min
■真空到達度　150ミクロン

仕様
■排気速度　42L/min
■真空到達度　15ミクロン

仕様
■排気速度　142L/min
■真空到達度　15ミクロン

仕様
■排気速度　255L/min
■真空到達度　15ミクロン

・オイル逆流防止電磁弁付
・真空ゲージ内蔵

給水用タンク(約35L)に
収納が可能です

先端ノズルの調整で、ストレートorワイドへ
の状況に応じた切替噴射が可能です。

・オイル逆流防止電磁弁付
・真空ゲージ内蔵

・オイル逆流防止電磁弁付
・真空ゲージ内蔵

・オイル逆流防止電磁弁付
・真空ゲージ内蔵

・オイル逆流防止電磁弁付
・真空ゲージ内蔵

※バッテリー本体は付属しておりません。

※バッテリー本体は
付属しておりません。

■最大計測……100kg　
■表示分解能…10g
■機能…オートパワーオフ・
予備アラーム
■液晶バックライト付

品番 FUSO-50H-K039品番 FUSO-50F-K038

品番 FUSO-50S-K045

品番 FUSO-100G-K040 品番 FUSO-200GB-K041

¥29,800¥26,800

¥19,800

¥39,800 ¥49,800

あのベストセラー製品の
FS-200Gが更にパワーアップして
モデルチェンジ!!
仕様
■最大計測……200kg
■表示分解能……50g
■機能……オートパワーオフ
液晶バックライト付

●FUSOのはかりがウェイトリミッター（回収装置用）に変身。
●1台でチャージャー、回収リミッターの2役が可能です

国内実績No.1!! 
3年間補償でさらに安心!!

ツーステージローター バッテリー式(18V)コードレス洗浄機が
新登場しました

※ バッテリーと機器本体への 
接続アダプタとなります。 
本体をご購入時に併せて 
お求め下さい。

『業界最軽量』クラス(3.7kg)の
エアコン洗浄機です

驚きの軽さ!! 超軽量&ハイパワー !! クラス最軽量を実現!! 255L 大排気タイプ!!

品番 FUSO-RC3-K043 品番 FUSO-RC4-K044
（3ピン用） （4ピン用）

■ひょう量…50kg
■表示分解能… 2g/5g（切換式）
■機能……自重充填、フロン回収用ウェイトリミッタ
液晶バックライト、オートパワーオフ
2段階アラーム

品番 FUSO-50AT-K042

¥59,800 ¥7,500¥7,500

お待たせしました！
1台3役の優れもの
アナタを満足させます

通常価格
￥43,000通常価格￥37,000

通常価格
￥45,000 通常価格￥58,100

通常価格
￥79,800

キャンペーン
価格

■対応機種　
FUSO-50F
FUSO-50H 
FUSO-100G

通常価格
￥8,000

通常価格
￥8,000

●ひょう量50kgで5gの分解能を実現
●2段アラーム機能（予備・本アラーム）で充填の終了を知らせます
●ボンベ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です
●暗い現場や屋外でも液晶を見やすくする
自動／マニュアルバックライト機能付
●検査成績書付
●オートパワーオフ（3時間）機能付
■ひょう量…50kg
■本体精度…±10g（0〜20kg）
■表示分解能…5g/10g（表示単位はボタン切替）
■機能…2段アラーム機能・オートパワーオフ（3時間）・ 
ゼロ調整機能・過負荷表示・電池消耗表示

キャンペーン
価格

キャンペーン
価格

キャンペーン
価格

キャンペーン
価格

■全長…1500mm　
■断熱材をはがさず銅管の内側に入れて曲げられます
■ステンレス製なのでスベリが良く、作業性・耐久性が抜群！！

¥11,000

¥6,780

¥6,000

¥4,100

サイズ：3/4"（19.05）

サイズ：5/8"（15.88）

サイズ：1/2"（12.7）

サイズ：3/8"（9.53）

通常価格
￥12,500

通常価格
￥7,350

通常価格
￥6,500

通常価格
￥4,500

品番 FS-510SB-6-K077

品番 FS-510SB-5-K076

品番 FS-510SB-4-K075

品番 FS-510SB-3-K074

キャンペーン
価格

キャンペーン
価格

■1/4”（17mm）■全長…210mm

■3/8”（22mm）■全長…220mm

● ラチェットタイプなので 
素早く作業ができます

● フレアナットの開閉に最適です

品番 FS-542A-K078

品番 FS-542B-K079

¥1,650

¥2,250

先
端
が
開
き
ま
す

通常価格
￥2,450

通常価格
￥1,950

¥286,000
通常価格￥356,000

品番 FS-130R-K046

●回収フロンに含まれるオイル、水分、
スラッジ、酸分を浄化します
●1バルブ切換式で簡単装作!!

対象冷媒
R22、R12、R32、
R502、R507A

電源 100V（50Hz/60Hz）

浄化方式
ヒーター付オイルフィル
ター多孔型モリキュラシー
ブス、酸化アルミナ方式

寸法
300（W）×499（H）×250

（D）m/m  16kg

浄化能力〜220g/min

●電磁弁を強制的に
開けることができる
のでフロン回収の効
率をあげることに役
立ちます

¥5,500品番 FS-110PN-K049

品番 FP-5003-2-K054

品番 FP-5003-1-K055 品番 FS-110SB-K056

¥15,000

¥15,000 ¥12,800

仕様
■回収機3ピン（BH）→ 
回収ボンベ4ピン（AMP）
■長さ…280mm
■ムサシ（3P）→他社ボンベ（4P）

仕様
■回収機4ピン（AMP）→ 
回収ボンベ3ピン（BH）
■長さ…280mm
■他社回収機（4P）→FUSOボンベ（3P）

通常価格￥16,000

通常価格￥16,000
通常価格
￥25,900

回収時に障害となる、バブルコア（ムシ）を
取り除きます。

品番 FS-113A-K057

品番 FS-792A-K058

仕様
■サイズ／質量…φ100×210Hmm（本体部）／3.0kg
■内容積…………1.4ℓ
■付属品…………オイルドレン付（バルブ付）
■ポート径………1/4フレアオス×4

吐出冷媒の熱を有効利用、
さらに回収機への負担を下げる優れもの

059 品番 FS-725AB-1-K 赤 ¥4,400
060 品番 FS-725AB-2-K 青 ¥4,400
061 品番 FS-725AB-3-K 黄 ¥4,400

050 品番 FS-735E-1-K ¥2,100
1/4"Fメス（ムシ押付）×1/4Fオス　通常価格￥2,200

051 品番 FS-735E-2-K ¥2,300
5/16"Fメス（ムシ押付）×5/16Fオス　通常価格￥2,600

052 品番 FS-735E-3-K ¥2,400
5/16"Fメス（ムシ押付）×1/4Fオス　通常価格￥2,800

053 品番 FS-734E-4-K ¥2,400
1/4"Fメス（ムシ押付）×5/16"Fオス　通常価格￥2,800

062 品番 FS-725BB-1-K 赤 ¥5,200
063 品番 FS-725BB-2-K 青 ¥5,200
064 品番 FS-725BB-3-K 黄 ¥5,200

↑
5/16"フレア

（ムシ押付）

1/4"フレア
↓

●回収フロンの中の切粉や
不純物を除去します。

●大量のフロンの回収時
　に使用する大型フィルタです。

● サイドポート6箇所全てにバルブが付き、機能性抜群です 
（最大7箇所からの回収が可能です）

● サイトグラス、便利なグリップハンドル(取外し可能)も付いています。

仕様
■接続径…1/4”Fオス×
　　　　　1/4”Fオス
■全長……160mm 60φ

仕様
■接続径…3/8”Fオス×
　　　　　3/8”Fオス

品番 DF-100-K047

品番 DF-500-K048

¥2,100

¥14,500

¥13,800 ¥3,150

仕様
■サイズ…190×12×70mm
■接続口径… 1/4"Fボールバルブ付ポート

オス×6、1/4"Fポートオス×1、
3/8"Fポートオス×1

仕様
■適応サイズ…
φ10mm　φ12.5mm 
φ15mm　φ18mm
■サイズ…
H30mm×W42m

R410A、R32、R404A、
R407C、R22　兼用型

通常価格￥4,800

通常価格￥5,700

通常価格
￥2,200

通常価格
￥15,000

通常価格
￥3,350

回収効率が大幅に
アップします!!

通常価格￥6,000

とてもやわらかく、
安心の高耐圧性

（4層構造）

品番 DG-700L-K093

品番 FS-706B-K〔68φ〕095

品番 FS-717A-2-K〔68φ〕097

品番 FS-717A-1-K〔80φ〕096

品番 FS-706A-K〔80φ〕094

¥13,500

¥10,800

¥2,300

¥2,500

¥11,800

（"5/16"オス×1/4"メス）

↑
1/4"フレア→

■圧力範囲
　0〜−0.1MPa
■置針付
■取付ネジ径 
　1/8"NPT

■ 防滴ゲージプロテクタ付
■圧力範囲 -0.1〜5.0MPa
■取付ネジ径 1/8"NPT

●デジタルなので針飛びが無い

通常価格
￥12,600

通常価格
￥2,700

通常価格
￥3,100

通常価格
￥13,500

キャンペーン
価格

キャンペーン
価格

キャンペーン
価格

キャンペーン
価格

キャンペーン
価格

通常価格￥15,000

特殊ノズルでチッソパージすると
ろう付時のススが少なくなります。

品番 FS-880A-K100

1/8" 〜1 1/2"銅管用テーパーノズル ×1
カールコード最長4m ×1
N2調整器アダプタ ×1
収納ケース ×1

セット内容

PAT.P

DCモーター搭載の新型真空
ポンプは、小型軽量だけでな
く、スムーズな起動でこれまで
にないハイパワー運転を実現
します。
また、真空ポンプ、エアコン洗
浄機ともに、バッテリー充電タ
イプも新登場で、現場でのさら
なる作業性UPにつなげます。
お得なこの機会にぜひお試し
ください!!

給水ホース2.5m

給水側 吐水ノズルガン接続側

専用高圧ホース
5.0m

超お買い得商品!!

品番 FS-110A-20-K037

何本あっても足りないくらい！
回収作業の必需品

¥33,800
24ℓ（20kg）ボンベ FC3

3ビン

通常価格
￥53,000

特別価格にて!!
⇒2本、3本まとめて

　ご購入の場合

　さらにお値引き

　いたします!!

強力型で、銅管、ステン管、鉄管など切断OK! クイックアクションでサイズ合せもワンタッチ
ワンタッチ替刃交換式

狭い場所でも切断作業が行えます
ワンタッチ替刃交換式

（9〜63mm）

（4〜16mm）
¥2,800

¥9,200

¥2,000

●1/8”〜11/8”（4〜28mm）

■適応…銅管　■全長…190mm 〜265mm

■適応…銅管　■全長…52mm

通常価格
￥3,600

通常価格
￥10,000

通常価格
￥2,100

品番 FS-501SA-K018

品番 FS-501SB-K065

品番 FS-501SC-K066

●エキスパンダ本体
　全長360mm
● ヘッド　 

1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 
3/4", 7/8", 1", 1-1/8

（8サイズ）

セット内容

品番 FS-520C-K072 品番 FS-520H-K073

¥45,000 ¥88,000

●新冷媒・従来冷媒
●肉厚銅管3/4"（1.2mm厚）対応
●1/4" 〜 1-1/8"迄のフルサイズの
ヘッドセット

● 疲れにくい油圧式のエキスパンダです
● 3/8" 〜 1"（6サイズ）のヘッドセット

●新冷媒・従来冷媒
●肉厚銅管3/4"（1.2mm厚）対応

通常価格
￥56,000

通常価格
￥95,000

品番 能力 通常価格
070 VTC-19-K 4〜19mm ￥2,300 ¥2,100
071 VTC-28-K 4〜28mm ￥3,500 ¥3,350

品番 能力 通常価格
067 VTC-28B-K 4〜28mm ￥4,200 ¥3,850
068 VTC-32-K 4〜32mm ￥4,600 ¥4,200
069 VTC-42-K 6〜42mm ￥6,200 ¥5,700

少ない力で驚きの切れ味！！  
最新テクノロジーを実感してください。

品番 CH-STW-07K080

¥10,500

●ヘッドサイズ（mm）‥17,22,24,27
　（新冷媒・従来冷媒）26,29（R410A専用）
■トルク値‥10N・m 〜
75N・m（自己管理型）

通常価格￥15,500

品番 通常価格 ビックリ特価

081 3/8" FS-510C-2-K ¥9,000 ¥7,500
082 1/2" FS-510C-3-K ¥9,750 ¥8,200
083 5/8" FS-510C-4-K ¥14,500 ¥12,000
084 3/4" FS-510C-5-K ¥17,800 ¥14,500

●なまし銅管専用
●サイズ毎にヘッドの色が
異なるデザインです。
●2段式アクションハンドルなので
180°曲げが楽に行えます。

品番 FS-510E-K085

¥2,800

●全長240mm
●適合サイズ…
1/4"、516"、3/8"

通常価格￥3,250

●使用頻度の高い3サイズが曲げられます
●機器内配管、狭所での作業に最適!!

品番 CH-404AL-K087
品番 CH-404L-K086

¥11,800 ¥15,800
なまし銅管専用

なまし銅管専用

セット内容
●本体 
●セイフティーシュー
●セイフティーガイド 
●リバースアダプタ

セット内容
●本体 
●セイフティーシュー
●セイフティーガイド 
●チューブカッタ

Magma-GasマグマガスMagma自動着火トーチ Magmaホース付自動着火トーチ Magmaツイントーチ

品番 Magma-1-K（1本）091

品番 Magma-CS-K（12本）092

■内容量…454g
※お得な12本入（1ケース）も
ご用意いたしました
〜7/8"（硬ロウ付）　高カロリー  高火力

（1本）通常価格￥2,800

通常価格￥31,500

品番 FS-800AS-K（ボンベ1本）088 品番 FS-800CS-K（ボンベ1本）089 品番 FS-800DS-K（ボンベ1本）090

自動着火式
高火力2200℃
硬ロウ付〜7/8"

ツインバーナー
高火力2200℃
硬ロウ付〜1-1/4"

ホースの長さ150cm
高火力2200℃
硬ロウ付〜7/8"

３
６
０
度
回
転
し
ま
す
!!

と
て
も
便
利
で
す

３
６
０
度
回
転
し
ま
す
!!

と
て
も
便
利
で
す

¥9,800 ¥12,400 ¥19,800

¥1,780

¥16,000通常価格
￥10,200

通常価格
￥17,900

通常価格
￥14,700

品番 FS-850A-K099品番 FS-850B-K098

●気密試験に欠かせないアイテムが入った
お得なキットです
●冷媒封入前の配管の漏えい
検査はこれで安心です

¥84,800 ¥16,000¥16,800

●使い方が簡単で漏えい検査
が身近になった簡易キットです

通常価格
￥105,000

通常価格
￥18,000

通常価格
￥19,800

¥9,800

品番 FUSO-32JP-K101

収納ケース

90cmホース×3本

5/16"フレアポート　
高圧：−0.1〜5.3MPa
低圧：−0.1〜3.8MPa

品番 FS-760A-K105

品番 FS-761A-K106

品番 FS-762A-K107

口径：5/16"Fオス×5/16"メス（ローレット）

口径：1/4"Fオス×1/4"メス（ローレット）

口径：1/4"Fオス×1/4"メス（ローレット）

■冷媒を漏らしません！

¥2,400通常価格￥2,700

各 ¥2,400通常価格￥2,600

R22

ボールバルブ式で作業性抜群です。
90cmホース×3本

品番 CH-M36G-410JP-K102

品番 CH-M36G-404JP-K103

各¥14,900

品番 CH-M36G-22JP-K104
5/16"フレア

1/4"フレア

1/4"フレア

¥8,800 ¥9,800

品番 CH-136G-22JP-K108

〈ニードルバルブ式〉　
●1/4”フレアポート
●ホース90cm×3本

品番 CH-260G-134JP-K109

〈ニードルバルブ式〉　
高圧/低圧クイックカプラ各1個
接続ポート
　高圧側　　　M12　P1.75
　低圧側　　　M10　P1.5
　サービス側　M10　P1.5
ホース150cm×3本

各¥7,800

¥8,300

品番 FS-704S-10-K（80φ）110

品番 FS-701S-10-K（80φ）111

品番 FS-702S-10-K（80φ）112

ゲージ：−0.1〜3.8MPa
5/16"フレアポート

ゲージ：−0.1〜1.8MPa
1/4"フレアポート

ゲージ：−0.1〜1.5MPa
1/4"フレアポート

通常価格
￥9,200

通常価格
￥9,000

品番 VP-505B-K025

品番 VP-01B026 品番 VP-01PA027 品番 VP-01M028

品番 JET-55B-K033

品番 JET-50-K034

品番 VP-515-K029 品番 VP-525-K030 品番 VP-545-K031 品番 VP-565-K032

¥33,800 ¥43,800

各 ¥1,200

¥22,800 ¥28,800 ¥39,800 ¥69,800

2020年4月
発売予定

2020年4月
発売予定

2020年4月
発売予定

2020年4月
発売予定

2020年4月
発売予定

2020年4月
発売予定

2020年秋頃発売予定
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225

130

340

260

230

330

260

230

309

198

113

309

198

113

339

225

130

410

250

150

230g/min

+α

フロンガス回収機“鬼に金棒セット”

限定
50本

100kgボンベ対応

頑丈で壊れにくい

より使い易く

なりました!!

限定
100台

3/8" 2-1/2"〜

1/8" 5/8"〜

1/4" 1-1/8"〜

油圧式

ベアリングが中に入っています

ステンレス製

ビックリ
大特価

3/8" 3/4"〜

1/4" 5/16" 3/8"

ビックリ
大特価

3/8" 7/8"〜

1/4" 7/8"〜

完全限定
30台

限定
50
セット

〈フロン排出抑制法 第54条適合品〉

超PRICE
DOWN!!

限定
30台

R410AR32

68φ
ゲージ

サイト
グラス付

定番ニードルバルブ式
R410A

R404A R407C

R22

R32
R410A

R404A R407C

68φ
ゲージ

サイト
グラス付

ボールバルブ
式

完全限定
各30台

R22 R134a
68φ

ゲージ
68φ

ゲージ

サイト
グラス付

サイト
グラス付

自動車用

R32

R404A

R22

R410A

R407C

安い!!

大特価

バッテリー充電式
バッテリー充電式

42L/min

42L/min 42L/min 142L/min 255L/min

キャンペーン特典
アルミケースサービス

キャンペーン特典
アルミケースサービス

キャンペーン特典
アルミケースサービス

キャンペーン特典
アルミケースサービス

キャンペーン特典
アルミケースサービス

NEW


