
680x350x965(500)mm

1000x640mm

耐荷重：150Kg

1198x450x130mm全長：159.9mm
折りたたみ時：100mm

300x310x420mm

590x345x950(435)mm

780x498x915mm

130x118x50mm 130x118x50mm

セルフクローズ機能

プラスチックプロテクター

大型キャスター 125mm

YouTube Clip

785x518x1020

プラスチックトップ

179N-7
特価￥242,000
通常価格 \303,519

3

3

全長：396mm

全長：472mm

全長：218mm

内容：13・17・19・21

全長：29mm（全て）           

有効期間 2021 年 5月末日

Special Worldwide 2021 vol.1
* 表示価格は全て税込価格です。

*一部はめ込み画像が使用されており、現物と異なる場合がございます。

大好評

166N 特価￥206,800通常価格 \229,526160ST 特価￥137,500通常価格 \151,272

177-6
特価￥151,800通常価格 \201,014

2157-1
特価￥6,050
通常価格 \6,633

195-3

特価￥28,600
通常価格 \31,592 1787N-3

特価￥2,200通常価格 \2,288

190L-102
特価￥16,280通常価格 \18,007

190L-136
特価￥17,270通常価格 \19,118

196-1
特価￥10,450通常価格 \13,618

900SK/4
9012MTT

通常価格￥2,200

8 枚ブレード 6 枚ブレード

2吸気口  1 吸気口

4排気口  2 排気口

Twin Turbo 従来品

High power

  1600Nm

* 送料別途申し受けます*送料別途申し受けます

ツールキャディー Classic mini ツールキャディー Classic 

ツールトロリー ツールトロリー

HAZET 日本語カタログ 2020

ナイフ

ワッペン

寝板・作業椅子 フェンダーカバー 作業グローブ

こちらから
閲覧いただけます

ご用命は

HAZET 正規販売店へ

特価￥9,790通常価格 \10,186特価￥56,980通常価格 \66,121

HAZET ツールケース L-BOXX 

2

3インパクトレンチ 3スピンナーハンドル

スマートケース Bit ドライバーセット スマートケース Bit ラチェットセット

3ショートインパクトソケット

8816GK
特価￥13,500
通常価格 \16,148

2200SC-2
特価￥31,130
通常価格 \34,628

2200SC-1
特価￥17,930
通常価格 \19,443

914-18
特価￥12,650
通常価格 \13,420

914-15
特価￥11,550
通常価格 \12,210

外寸：445x358x118mm
内寸：378x313x65mm

外寸：445x358x152mm

内寸：378x313x101mm

•特許取得したクリックシステムは、
 L-Boxxを他のL-Boxxに簡単・確実に接続できます。
•高品質のツールの保管と輸送に最適です。
•耐衝撃性に優れたABSプラスチックにより非常に頑丈です。
•カバーの耐荷重：最大100 kg
•キャリングハンドルの耐荷重（積載量）：25 kg
•ヘッドパネルとサイドパネルの人間工学に基づいたハンドル
•汚れをはじき、お手入れが簡単

Ｗタイヤで安全操作
コンパクトにおりたため荷室の低い
ライトバンにも収納できます。

人気のセルフクローズで
しっかり工具を管理

作業寝板・イスの２ウェイで使用できます。6個のマグネットで
        しっかりガード 薄い牛側素材で

指先の感覚を感じる
事が出来、
甲側は
マイクロファイバー
繊維を使用し、
通気性も確保！

替刃 5枚入り　　　

首振りタイプで絶妙な
長さは仕事を選びません !

荷物の開梱にも便利です！　

HAZET-Japan Official 

Wタイヤのキャスター、ボディは耐久性に優れています。

定番の工具箱　
スイベルキャスターの
ロック位置は自由自在です

14%
   off

16%
   off

23%
   off

24%
   off

10%
   off

20%
   off

Twin Turbo 
画期的なHAZET 独自の
TwinTurbo テクノロジーにより効率がアップし、
コンパクトな設計でありながら高トルクが得られます。
革新的な 8ブレードエアモーターにより
衝撃性能が 25％向上し最大トルクを保証します。

小:60x25mm

大:120x50mm

通常価格￥1,474

CL3024/3SPCJ



インパクトレンチ33

内容：3・4・5・6・7・8・9・10

内容：T15・T20・T25・T27・
　　　T30・T40・T45・T50

全長：29mm（全て）           

6.3mm/8mm/10mm/10mm

全長：86mm
先端外径：28.4mm

検査証明書付き

全長:132.5mm
ハンドル長：110mm

ハンドルガード付きで安全です。

810U-1/5
9040P-1 197-3

ロングコンビネーションレンチ

マグネチックソケットインサート

7ソケットレンチセット
Best Seller

HAZET-Japan では自社修理・校正ラボを
開設し、トレーサビリティの発行に
対応しております。

5108-3CT

特価￥34,870
通常価格 \50,2155110-3CT

特価￥34,870
通常価格 \44,759

5122-3CT
特価￥35,200
通常価格 \51,645

5123-3CT
特価￥48,400
通常価格 \57,101

5000-3CT シリーズトルクレンチ

1

2

3
3

2.5-25Nm

10-60Nm
40-200Nm

60-320Nm

精度：±３％
ノンリターンコンセプト
設定を戻す必要がありません

905SLG-17
定価￥4,125 1965/2

特価￥4,000通常価格 \4,697

4591/4
特価￥4,950通常価格 \5,665

1979N-82

2584-8

2784-1

特価￥12,100

定価￥3,751

定価￥3,751

通常価格 \13,937

810T/6
特価￥8,250通常価格 \9,020

960MGT
特価￥5,500通常価格 \6,039

880/17
特価￥41,800通常価格 \57,882

通常価格 \14,641

880 • $ • 7
10 • 11 • 12 • 13 
14 • 15 • 16 • 17 
18 • 19 • 21 • 22

8816 P • 2

8820 • 2 • 7

8821 • 2 • 7
8821-3 • 8821-6 •
8821-10

ノンスリップ三層グリップ
ボルスター付き

810U-
K 0.8x4.5 · 1.5x5.5 · 1.2x7 
L PH 1 · PH 2

810-
K 0.5x3· 0.8x4. · 1.x5.5 · 1.2x6.5
L PH 1 · PH 2

810-T
N T10・T15・T20
　T25・T27・T30

特価￥8,800通常価格 \9,350 特価￥3,630通常価格 \4,433 特価￥2,640通常価格 \2,673

810/6
特価￥5,500通常価格 \6,028

ドライバーセット ビットドライバーホルダー

貫通ドライバーセット

hドライバーセット

エアーガン マグネチックボウル

斧 (Axe)

BENZ 用インパクトソケット ブレーキキャリパーソケット パイプストッパー /リムーバーセット

7ドライバーソケット LEDランプ

特価￥13,2002134-1250

通常価格 \7,183 特価￥6,490
2132-600

通常価格 \2,442 特価￥2200
810BH

通常価格 \25,564 特価￥24,2008801/8H

全長：500mm
重量：1250ｇ

全長：360mm
重量：600g

HAZET ならではの SST 紹介　VW・Audi・BENZ

通常価格 \26,642 特価￥25,3008802T/8H
E

ユニバーサルウエッジ
全長：214mm
幅：26.5mm
材質：プラスチック ユニバーサルフック

全長：180mm
材質：プラスチック

取り外したボルト・ナットの保管に便利です　　

ゴムでホールドしたマグネットは強力です

外径：150mm

30-300 ルーメン

回転ハンドル、

吊り下げフック、

マグネット付きで

広範囲に対応。

ボタン一つで調光が可能

キャンプのお供にも！
ハンドル素材：ヒッコリー

サイズ：8mm

ブレード長：6.6mm

全長：24mm

サイズ：7mm

ブレード長：6.6mm

全長：24mm

４サイズのホースに対応可能　

大人気のロングコンビネーションレンチ
「長いスパナが欲しかった！」と高評価で売れてます！

コンパクトながらグリップ力は抜群！　　HAZET のドライバーは全てが強度のあるグリップと
精度の高い先端で
安心した作業が可能な逸品です

HAZET のドライバーは
全てが強度のあるグリップと
精度の高い先端で
安心した作業が可能な逸品です

充実なセット内容の工具は
ウレタンフォームで
しっかり管理できます

HAZET と言えば
やっぱりHEX ソケット！
イツ職人の技が詰まっています！

HAZET は強固と評判の TORX ソケットは
チタンコーティングで耐摩耗性に優れています

10-19mmのソケットに対応
ソケットに入れるだけでねじを保持します

MERCEDES-BENZ 軽合金リム用
ハイブリッドホイールボルトに
完全フィット

全長：132.5mm　

ハンドル長：110mm

貫通ドライバー　隠れた人気アイテムです

31%
   off22%

   off32%
   off15%

   off

15%
   off

13%
   off

18%
   off

28%
   off

10%
   off

10%
   off

 600Lg-10 210 8.5 5.5　 ￥2,893 ￥2,750
 600Lg-11 220 9.0 5.5 ￥3,190 ￥3,036
 600Lg-12 230 9.5 6.0 ￥3,278 ￥3,113
 600Lg-13 245 10.0 6.0 ￥3,531 ￥3,355
 600Lg-14 255 11.0 6.5 ￥3,707 ￥3,520
 600Lg-15 270 11.6 7.0 ￥4,433 ￥4,213
 600Lg-16 290 12.0 7.0 　　￥5,181 ￥4,917
 600Lg-17 305 12.5 7.5 ￥5,478 ￥5,203
 600Lg-18 320 13.8 8.0 ￥5,643 ￥5,357
 600Lg-19 335 15.0 8.5 ￥5,907 ￥5,610

 HAZET No. 全長mm 厚さ 厚さ 定価 特価
a1(mm) 　a2(mm)


