
◆ Ｌ Ｅ Ｄ

　　環境性能ＣＯ２最大約５０％ＣＵＴ

　　一般的な蛍光灯と比べて消費電力最大約６０％削減

　　電気代約８０％ＯＦＦ

　　約１０年取替不要

　　一般的な水銀灯と比べて消費電力最大６９％削減

◆ 溶 接 機

　　溶接時・・・最大約２８％削減

　 【溶接時】
　　　サイリスタ溶接機と比較し電力消費効率が高い。

　　　小型高圧ＣＰＵ制御でワイヤ送給が安定することにより、アーク電圧を

　　　絞ることができ省エネ効果がさらに向上。

　 【待機時】

　　　溶接終了後トランスへの電力供給を停止。

　　　トランス損失が発生せず待機時の消費電力を低減することが可能。

　 【省エネ回路ＯＮ時】

　　　溶接終了後、トーチスイッチＯＦＦから約７分後に省エネ回路が作動し、冷却ファンが停止。

◆ 太 陽 光 発 電
　固定買取制度で安定した売電収入

　　平成２４年７月から『電力固定価格買取制度』で安定した売電が可能に！

　　１０ｋｗ未満のシステムは１ｋｗ３８円で１０年間売電出来ます。

　　※平成２６年３月３１日までに売買契約をした場合。

　遮へい効果

　　屋根や屋上に設置することにより、直射日光の熱を遮ることができ、

　　エアコンの節電にもつながり”省エネ”効果も期待できます。

　固定買取制度で安定した売電収入

　　平成２４年７月から『電力固定価格買取制度』で安定した売電が可能に！

　直管形ＬＥＤランプ(蛍光灯入替)

　　長寿命約４０,０００時間

　ＬＥＤ電球(電球入替)

　高天井用ＬＥＤランプ(水銀灯入替)

　　長寿命約６０,０００時間

　Ｐａｎａｓｏｎｉｃ　省エネ普及型ＣＯ２/ＭＡＧ溶接機

　　従来のサイリスタ機との消費電力比較　３５０ＲＸ１

　　上記制度により平成２５年度は１０ｋｗ以上のシステムは１ｋｗ３７.８円で２０年間、

富士の湧水の産地は、山梨県
富士吉田市の富士山麓・海抜
約９５０ｍの静かな木立の残る
富士山箱根伊豆国立公園内
にあります。
地下２００ｍ以上の深井戸から
くみ上げている天然水だから、
おいしくお飲みいただけます。

富士の湧水は使いきり容器
Ｄ－パックを採用することで、
毎回新品の衛生的な容器に、
最高峰の天然水をボトリングし、
お客様へお届けしています。
また、Ｄ－パックはつぶして捨てら
れるので、リターナブルボトルの
ように空容器の置き場所に
困ることもありません。

お届けするお水は
「口にするもの」です。
宅配水に求められている
一番大切なことは、何よりも
「安全な商品であること」です。
富士の湧水は「お客様に、
安全・安心で、おいしいお水を
届けたい」という想いから、
使いきり容器Ｄ－パックにて、
お水をお届けしています。

従来型サイリスタ　５００ＫＲ２
消費電力量：約１３，９５０kｗh
電力料金：２５１，１００円　
(溶接/待機時：１１．９/０．６kｗ)

５００ＲＸ１
消費電力量：約１１，４６０kｗｈ
電力料金：２０６，２８０円
(溶接/待機時：１０．２/０．０８kｗ)

　
　消費電力量
 約１８％削減

　　従来型サイリスタ　３５０ＫＲ２
　　消費電力量：約４，５８０kｗh
　　電力料金：８２，４４０円　
　　(溶接/待機時：４．８/０．４kｗ)

３５０ＲＸ１
消費電力量：約２，９９０kｗｈ
電力料金：５３，８２０円
(溶接/待機時：３．５/０．０６kｗ)

　　　　電力料金　　　　
年間 約 ２．９ 万円 削減
　　　　 （１台あたり）

※数値は目安であり、保障値ではありません。
　 お客様のご使用状況により、値は変化します。
＜使用想定条件＞
●使用台数：１台　●溶接電源：１５５Ａ領域
●溶接時間：３ｈ/日(８ｈ)　●稼働日数：２８０日/年
●電力料金：１８円/kｗh
溶接時の消費電力は平均実測地です。
待機時の消費電力はヒーター電力を除外した
実測地です。
省エネ回路の動作を考慮せずに算出しました。

　
　消費電力量
 約３５％削減

さらに！！
　　現在お使いになられていない動力などが
　　ある場合には、減設申請をすることにより
　　電気代の削減が出来ます。

　　レイアウト変更で従来の電気数を減らし
　　電気代削減も可能です！！

３５０ＲＸ１に置き換えた場合の効果 ５００ＲＸ１に置き換えた場合の効果

※数値は目安であり、保障値ではありません。
　 お客様のご使用状況により、値は変化します。
＜使用想定条件＞
●使用台数：１台　●溶接電源：３００Ａ領域
●溶接時間：４ｈ/日(８ｈ)　●稼働日数：２８０日/年
●電力料金：１８円/kｗh
溶接時の消費電力は平均実測地です。
待機時の消費電力はヒーター電力を除外した
実測地です。
省エネ回路の動作を考慮せずに算出しました。

　　　　電力料金　　　　
年間 約 ４．５ 万円 削減
　　　　 （１台あたり）

　５００円（税込）

+

キャンペーン期間：２０１４年３月末日までのご契約

ずっと

期間中、「富士の湧水」を
新規ご契約いただいた方に
お得な特典！！

2個（１，６００円（税込）×2）
３，２００円相当の品

※１年未満の中途解約の場合、５，２５０円（税込）の
　 引き上げ費用がかかります。

※キャンペーンのご契約は毎月２個以上（偶数個）
　 の定期配送が条件となります。
※定期配送以外のご契約は月額８００円の特別価格
 　にてご提供させていただきます。

２個
プレゼント！



■溶接可能時間
■使用溶接棒
■定格入力電圧
■入力電圧範囲
■周波数
■ＫＶＡ　
■定格容量
■定格負荷電圧
■無負荷電圧　　
■使用率　　　　
■入力電線　　
■出力側ケーブル
■サイズ　　　　　　
■重量　　　　　　　

２．０～９．０ｍｍ
Φ３．２迄
単相２００Ｖ
１８０Ｖ～２２０Ｖ
５０／６０Ｈｚ
９ＫＶＡ
６．３ｋｗ
３１Ｖ
２４Ｖ
５０％（１０分中／５分溶接　５分休憩）
４．０ｍｍ２×３芯×２ｍ
オプション
Ｗ１４０×Ｄ４１５×Ｈ２８０
１２．３ｋｇ

￥４６，０００（税抜）

通常展示会価格
￥９０，０００（税抜）

４ｍｍ棒も溶接できます。
（使用率４０％）
※１０分中／４分溶接　６分休憩

電流値１６０Ａ
デジタル表示

業務用 屋内型

単相２００Ｖ専用

※入力電圧により
　 電流値が
　 多少上下します。

■溶接可能時間
■使用溶接棒
■定格入力電圧
■入力電圧範囲
■周波数
■ＫＶＡ　
■定格容量
■定格負荷電圧
■無負荷電圧　　
■使用率　　　　
■入力電線　　
■出力側ケーブル
■サイズ　　　　　　
■重量　　　　　　　

３．０～１２．０ｍｍ
Φ４．０迄
単相２００Ｖ
１８０Ｖ～２２０Ｖ
５０／６０Ｈｚ
１１．２ＫＶＡ
６．７ｋｗ
３６Ｖ
２４Ｖ
４０％（１０分中／４分溶接　６分休憩）
６．０ｍｍ２×３芯×５ｍ
オプション
Ｗ１６０×Ｄ４２０×Ｈ２８０
１６．４ｋｇ

通常展示会価格
￥１２３，７５０（税抜）

￥５９，８００（税抜）

ＯＷＦ

明るいＬＥＤ１８０個搭載！
防雨型・軽量のＬＥＤスタンドライト！！

象印チェンブロック　強力レバーホイスト象印チェンブロック　強力レバーホイスト 象印チェンブロック　ねじクランプ象印チェンブロック　ねじクランプ

￥１３，９８０（税抜）

【特長】
　■世界初！＋Ｖ級チェーン！！
　　 業界初のグレード『Ｖ級』を超える 『＋Ｖ級』。
　　 史上最強を誇るロードチェーンを採用！
　■ワンタッチ遊転を採用！
　　 簡単操作で、作業効率をＵＰさせる。
　　 象印独自のワンタッチ遊転機構！
　■カミコミ防止！
　　 ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止。
　■頑丈な外れ止め金具！
　　 フック先端部を短くすることでワイヤーを外れにくくしました。
　■操作性アップ！
　　 ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上。

【特長】
　■白色ＬＥＤ１８０個使用。
　■継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。
　■雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。
　■専用充電アダプター付。
　   （充電電源／ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ）
　■ＡＣ１００Ｖ電源での使用も可能。
　■照明ＯＮ／ＯＦＦスイッチ付。

ＹＡ型ＹＡ型
ＹＡ－８０
０．８ｔ
１．５ｍ
６．０ｋｇ
３０ｋｇｆ

ＹＡ－１００
１ｔ
１．５ｍ
６．２ｋｇ
３７ｋｇｆ

■型式
■荷重
■揚程
■自重
■手巻量

ＹＡ－１６０
１．６ｔ
１．５ｍ
９．２ｋｇ
３０ｋｇｆ

ＹＡ－８０　  ￥１５，８００（税抜）

ＹＡ－１００　￥１６，８００（税抜）

ＹＡ－１６０　 ￥１９，８００（税抜）

ＷＦ－０．５
０．５ｔ
０．１ｔ
３～２８ｍｍ
１．７ｋｇ

ＷＦ－１
１ｔ
０．２ｔ
３～４０ｍｍ
２．９ｋｇ

■型式
■最大使用荷重
■最小使用荷重
■使用有効板厚
■自重

ＷＦ－２
２ｔ
０．４ｔ
３～４５ｍｍ
５．３ｋｇ

ＷＦ－３
３ｔ
０．６ｔ
６～４９ｍｍ
７．２ｋｇ

ＷＦ－０．５　￥１７，５００（税抜）

ＷＦ－１　　　￥２７，３００（税抜）

ＷＦ－２　　　￥３５，８００（税抜）

ＷＦ－３　　　￥４２，５００（税抜）

ＷＦ型ＷＦ型

球状ダブルカム方式で
テーパーのあるＩビーム
などを確実に挟み込み
吊り上げます。

LWK-10LWK-10

史上最強のロードチェーン搭載！ 業界最軽量クランプ！

ハタヤ　充電式ＬＥＤケイ・ライトハタヤ　充電式ＬＥＤケイ・ライト ムラキ　ベベルブラシムラキ　ベベルブラシ

工業用　強力／精密ブラシ！
ベベルブラシ　ノットタイプオズボーン

独自開発の
”オズボーン”・オリジナル・ワイヤー”
使用により、超強力・長寿命・安全・切削性
も抜群！

【用途】
　■錆び取り
　　 スラッグの除去
　■ペイント剥がし
　　 スケール除去
　■溶接後の仕上げ

Ｎｏ.６２２１３１
ハイカーボンスチール
１００Φｍｍ
Ｍ１０×１．５ｍｍ
０．３５Φｍｍ
２２ｍｍ
１２．５００ｍｉｎ
１３ｍｍ

■品番
■線材
■外径
■アーバーホール
■ワイヤー径
■トリム長
■最大安全回転数
■先端幅

￥２，２００（税抜）

５ｍｍ棒も溶接できます。
（使用率３０％）
※１０分中／３分溶接　７分休憩

単相２００Ｖ専用

※入力電圧により
　 電流値が
　 多少上下します。

業務用 屋内型電流値２００Ａ
デジタル表示

日動工業　デジタルインバーター直流溶接機日動工業　デジタルインバーター直流溶接機

■形式
■定格電流
■使用率
■適用ワイヤ径
■ケーブル長
■冷却方式　　　　

ＷＴ－３５００ＳＤ
３５０Ａ（ＣＯ２）／２００Ａ（ＭＡＧ）
３０％（ＣＯ２）／３０％（ＭＡＧ）
（０．９）（１．０）１．２ｍｍ
３ｍ
空冷

ＷＴ－３５００ＭＤ
３５０Ａ（ＣＯ２）／２００Ａ（ＭＡＧ）
３０％（ＣＯ２）／３０％（ＭＡＧ）
（０．９）（１．０）１．２ｍｍ
４．５ｍ
空冷

ＷＴ－３５００ＳＤ　  ￥１５，８００（税抜）

ＷＴ－３５００ＭＤ  　￥１９，８００（税抜）

ダイヘン　ブルートーチⅡダイヘン　ブルートーチⅡ
使いやすさを徹底追求して生まれた、
　　　　　　　究極のＣＯ２／ＭＡＧ／ＭＩＧ溶接トーチ！

スプリングワイヤの採用で、
ケーブルの屈曲を抑え送給不良
を解消しました。

ノズル・オリフィス・チップなどの
消耗部品は、従来のブルートーチと
共通です。

アダプタナット部を
金属にし、消耗性・耐久性を
大幅にＵＰしました。

送給性・耐久性を損なわず
操作性を追及した一線式
ケーブル、柔らかく機能性
抜群です。




