
 

建築塗装 橋梁塗装 防水シーリング 石綿対策

話題の新商品・人気商品を幅広くご紹介！！話題の新商品・人気商品を幅広くご紹介！！

当日のみ！会場限定！当日のみ！会場限定！

お買い得品盛りだくさん！！お買い得品盛りだくさん！！

●クリアランスコーナー●クリアランスコーナー

●特売コーナー●特売コーナー

無くなり次第終了とさせていただきます。無くなり次第終了とさせていただきます。
予めご了承ください。予めご了承ください。

4/4  ・54/4  ・5
9：00〜17：009：00〜17：00

土 日
9：00〜15：009：00〜15：00

≪展示会限定刷毛≫袋詰め放題、１回￥１,000!

ユーザー様限定企画

としまえん限定としまえん限定
　“さくら色ハンドル”新登

場
　“さくら色ハンドル”新登

場！！！！

ワイヤー切れのワイヤー切れの
　　　　心配なし！　　　　心配なし！

軽量＆洗浄性に優れた軽量＆洗浄性に優れた

　　　アルミ製ハンドル！　　　アルミ製ハンドル！

ガチャガチャガチャガチャ
　　　　コイン　　　　コイン1枚 ガチャガチャガチャガチャ

　　　　コイン　　　　コイン1枚

今春の今春の新商品新商品を一堂に出展！！を一堂に出展！！

刷毛＆ローラー共通企画

刷毛刷毛３３万円万円一括、一括、ローラーローラー５５万円万円一括一括

　　　　　　それぞそれぞれお買い上げでれお買い上げで

ガチャガチャコインをガチャガチャコインを11枚枚贈呈し
ます贈呈します！！

５５箱箱
お買い上げでお買い上げで
ガチャガチャコインをガチャガチャコインを11枚贈呈枚贈呈！！

豪華景品が豪華景品が
　当たるかも・・・？　当たるかも・・・？

当日限定ローラー①
当日限定ローラー②

限定防水用限定防水用
　　　ローラー　　　ローラー

マスカー多数あり！マスカー多数あり！数量限定！数量限定！

マスカー詰め放題マスカー詰め放題！！

((5050本入本入//箱箱))

豪華景品豪華景品
夢のガチャガチャ夢のガチャガチャ！！



会場内の表示価格は全て税別となっております。 消費税は別途申し受けます。

柔らかい新感覚のマジックです。柔らかい新感覚のマジックです。
曲面によくなじみ、あしつけ作業が曲面によくなじみ、あしつけ作業が
楽になります。楽になります。

重松製作所

防じん・防毒の防じん・防毒の
　2WAYタイプ！　2WAYタイプ！

●防じん・防毒マスク●防じん・防毒マスク
　　TW01SCシリーズTW01SCシリーズ

寺岡製作所

2回塗りでも2回塗りでも
　　　養生1回！　　　養生1回！

●●一発養生シリーズ一発養生シリーズ

　No.4141W　No.4141W

日東電工

●ペイントエース●ペイントエース
　 720A　 720A

●ペイント防水●ペイント防水
　アルミテープ　アルミテープ

油性・水性塗料が塗れる！油性・水性塗料が塗れる！

吉原鉄工所

●乾式ブラスト機●乾式ブラスト機
　　YBRYBR--1P1P

ロングセラーのロングセラーの
　エアブラスト機！　エアブラスト機！

●コーキング●コーキング
　カッター　カッター
　　GMF50GMF50--3636

テストー

●サーモグラフィ●サーモグラフィ
　　testo872testo872

スマートフォン・タブレット
などのモバイル機器と無線
接続が可能。

アイサン工業

エディオン

寅壱

大沼プランニング TJMデザイン

アネスト岩田(スプレーガン)

オーブ・テック

工機販売

シャイネックス

東京オートマック

日本製紙クレシア

マキタ

アゼアス

エバー商会

ケット科学研究所

静岡製機

デンヨー

ボッシュ

ワキタ

アネスト岩田(コンプレッサ)

オルファ

興 研

TJM デザイン

日本ソセー工業

厚地鉄工 関東アスコン

エムオースプレーイング

兼六コンピュータサービス

日本ENJO

ホンダパワープロダクツジャパン

アルインコ

クリンテック小泉

ジェントス

日光物産

吉野石膏

●スプレーガン●スプレーガン
　　WIDER シリーズWIDER シリーズ

●コンプレッサ●コンプレッサ
　　PLUE22CPLUE22C--1010

●パイプ内面研掃機XL●パイプ内面研掃機XL

●ダイソン●ダイソン
　SV14ABL　SV14ABL

●ペガサスロッド ●カイコーン 238B●カイコーン 238B●温風低圧塗装機●温風低圧塗装機
　　SGSG--91 ソフトホース仕様91 ソフトホース仕様

●CKコレクターセット●CKコレクターセット

●キムテクP２ワイパー●キムテクP２ワイパー
　 60770　 60770

●マイクロスター●マイクロスター
　　4052140521

●コードレスディスク●コードレスディスク
　グラインダ　グラインダ G3610DAG3610DA

●デュアルタイプ膜厚計●デュアルタイプ膜厚計
　　LZLZ--990990

●カラーエクスプレス●カラーエクスプレス

●充電式高圧洗浄機●充電式高圧洗浄機
　　MHW080DMHW080D

●あしつけハンド＆ミニ●あしつけハンド＆ミニ

●充電式コーキングガン●充電式コーキングガン
　　コンボイエレキテルセットコンボイエレキテルセット
　　CNVEJSETCNVEJSET

●シリコン●シリコン
　カバーNB　カバーNB

優れた塗着効率と優れた塗着効率と
高微粒子化を実現。高微粒子化を実現。

黒レバーを引き下げる黒レバーを引き下げる
だけで、屈むことなく伸だけで、屈むことなく伸
縮調整が可能。縮調整が可能。

●●上部操作式伸縮脚付はしご兼用脚立上部操作式伸縮脚付はしご兼用脚立
　GAUDI 　GAUDI GUDGUD--150150

洗浄時の汚水を洗浄時の汚水を
　飛散せずに回収！　飛散せずに回収！

Wi-Fiデジカメとの併用で
Wi-Fiデジカメとの併用で

高所点検が可能に！！高所点検が可能に！！

見えないところも見えないところも
　　　完全ブラスト！！　　　完全ブラスト！！

持ち運びに便利な持ち運びに便利な
　　　軽量タイプ！！　　　軽量タイプ！！

簡単操作＆簡単操作＆
　スピーディ！　スピーディ！

超極細の超極細の
 マイクロファイバーが マイクロファイバーが

  水だけで汚れを落とす！  水だけで汚れを落とす！

抜群の機動力！抜群の機動力！
　AC機並みの　AC機並みの
　　パワフル運転！　　パワフル運転！

安心設計の安心設計の
　開梱用カッター！　開梱用カッター！

シャープ化学工業

●アクリコNB●アクリコNB

●インバータ発電機●インバータ発電機
　　HPGHPG--2300iS2300iS

ハイパワー！ハイパワー！
　軽量化！静音化！　軽量化！静音化！

100V電源不要！100V電源不要！
 パワフル＆ パワフル＆
  コンパクト設計！  コンパクト設計！

●LED搭載ヘッドライト●LED搭載ヘッドライト
　　NRXNRX--180H180H

USB充電式！USB充電式！
　広い照射範囲！　広い照射範囲！

※油性塗料の場合は水も加えます。※油性塗料の場合は水も加えます。

●塗料固化剤

水性塗料でも油性塗料でも、混ぜる水性塗料でも油性塗料でも、混ぜる
だけで簡単に固化！だけで簡単に固化！

●分割式エアシャワー●分割式エアシャワー
　　VASVAS--0004C0004C

業界最軽量の8.5kg！業界最軽量の8.5kg！
シーリング材撹拌機です。シーリング材撹拌機です。

●カルマゼ●カルマゼ
　　樹脂羽根２本+キャリーアームセット樹脂羽根２本+キャリーアームセット

石油系界面活性剤は不使用。石油系界面活性剤は不使用。
地球環境保護を考えた植物洗剤です。地球環境保護を考えた植物洗剤です。

●ウルトラ！●ウルトラ！
　速攻マルチクリーナー　速攻マルチクリーナー

●ホットガン●ホットガン
　　HG30RSHG30RS

業界最軽量の業界最軽量の
重さ11.5kg!重さ11.5kg!

スリーエム ジャパンスリーエム ジャパン

●DBI●DBI--サラサラTMTM

　エグゾフィットライト　エグゾフィットライト
　フルハーネス　フルハーネス

●EXPP●EXPP

ニットー

●●すっきりコーナーテープすっきりコーナーテープ

折り曲げの山から剣先折り曲げの山から剣先
に向けてテーパー加工に向けてテーパー加工
されており、剣先が極されており、剣先が極
薄の0.2～0.3mmで薄の0.2～0.3mmで
仕上がりすっきり！仕上がりすっきり！

タイガーFeボード用の
タッチアップ材。
ビス穴やボード表面の
着磁体が欠損した部分に。

通気性を高め、通気性を高め、
帽体内のムレをさらに低減。帽体内のムレをさらに低減。

“吹き付け”から“吹き付け”から
“タッチアップ”まで“タッチアップ”まで
塗装対応。塗装対応。

薄手の綿100％ヤッケ。薄手の綿100％ヤッケ。
塗装・ガーデニング・清掃作業等、塗装・ガーデニング・清掃作業等、
さまざまシーンでご使用できます。さまざまシーンでご使用できます。

コンパクトボディに大排気量コンパクトボディに大排気量
120ccエンジンを搭載。120ccエンジンを搭載。

●Honda 発電機●Honda 発電機
　　EU18iT JNEU18iT JN

●塗装対応●塗装対応
　　エアコンプレッサーエアコンプレッサー
　　AKAK--L1270E2PL1270E2P

マックスマックス

●Venti Ⅳ●Venti Ⅳ
　 No.396F　 No.396F--SS

トーヨーセフティートーヨーセフティー

●タイガー Feパテ

●綿ヤッケネイビー●綿ヤッケネイビー
　上下セット　上下セット HKHK--50615061

抜群の肌触りと着心地！抜群の肌触りと着心地！

底面にPP板入りで丈夫な造りの底面にPP板入りで丈夫な造りの
一斗缶用強力荷揚げバッグ。一斗缶用強力荷揚げバッグ。

フクザワ

●一斗缶バッグ●一斗缶バッグ１個用/2個用１個用/2個用

●レーザー距離計●レーザー距離計
　　GLMGLM--150C150C

●チーゼルワイス●チーゼルワイス
      CHCH--8080

12,000回/分の超12,000回/分の超
振動により、塗膜・振動により、塗膜・
床材等を高スピー床材等を高スピー
ドで強力にはがす!ドで強力にはがす!

軽量で使いやすく、軽量で使いやすく、
防じんマスクとしても使用できます。防じんマスクとしても使用できます。

●サカヰ式防毒マスク●サカヰ式防毒マスク
　　GG--77--0606

暑さに負けず、暑さに負けず、
　作業効率UP！！　作業効率UP！！

現場からのフィードバックでさらに作業性アップ！現場からのフィードバックでさらに作業性アップ！
アクティブな使用に最適！様々なシーンで活躍するアクティブな使用に最適！様々なシーンで活躍する
水冷服です。水冷服です。

ハーネスの下に着ても、ハーネスの下に着ても、
超立体３Dメッシュが潰れず風を通します。超立体３Dメッシュが潰れず風を通します。

3分割可能で狭い現場で3分割可能で狭い現場で
も容易に搬入設置ができも容易に搬入設置ができ
るエアシャワー。るエアシャワー。

人間工学に基づくデザインを追求し、人間工学に基づくデザインを追求し、
機能性の向上と軽量化を実現。機能性の向上と軽量化を実現。

組立・分解もカンタン！！組立・分解もカンタン！！

コード付きコード付き
　掃除機よりも　掃除機よりも
　　確実にゴミを吸い取る！
　　確実にゴミを吸い取る！

クラレトレーディング

●クラトミックマスク●クラトミックマスク
　　SS2002SS2002--DS2DS2
国家検定DS２合格品の
使い捨て防じんマスク。

顔にフィットしやすい顔にフィットしやすい

　2つ折りの立体構造！　2つ折りの立体構造！

フルテック

●防音型洗浄機●防音型洗浄機
　　GBX1513 フェア特別セットGBX1513 フェア特別セット

小型＆軽量仕様！小型＆軽量仕様！
　長時間連続運転可能！　長時間連続運転可能！

マルテークレジット決済サービスマルテークレジット決済サービス

ワークウェアの概念をワークウェアの概念を
　破壊した“魅せるデニム”　破壊した“魅せるデニム”

●発電機●発電機
　　GEGE--2800SS2800SS--IV2IV2

移動や運搬に便利な移動や運搬に便利な

　　大径キャスター搭載！　　大径キャスター搭載！

●水冷服Bセット●水冷服Bセット

●ハーネスの着脱が簡単！●ハーネスの着脱が簡単！
●縦ベルトが使える！●縦ベルトが使える！
●ハーネスの着用がわかりやすい！●ハーネスの着用がわかりやすい！

ハーネス用ベスト空調服ハーネス用ベスト空調服

風雅ベスト登場風雅ベスト登場！！！！

好評のドライウォー
ルサンダーが

好評のドライウォー
ルサンダーが

新しくなりました！新しくなりました！

作業性向上、作業性向上、
　サンダー重量14％レス！　サンダー重量14％レス！

NEWドライウォールサンダー

Ｃセットデモ実演！！

20年４月発売予定

ハーネスを着ても風が通るハーネスを着ても風が通る！！

そのサポートをそのサポートを
　　いたします　　いたします！！！！

展示会当日、カードではご購入頂けません。

便利なカード決済がで便利なカード決済がで
きる親切なお店になりきる親切なお店になり
ませんか？ませんか？

オート化学工業

●オートン●オートン
　　QQィックシーラントィックシーラント



本展示会のご入場には招待券が必要です。 お早めに最寄りの T特約販売店へお申し込み下さい。

東京マルテーフェアinとしまえん

今や必須アイテムの熱中症対策商品。今や必須アイテムの熱中症対策商品。
全3タイプをご用意しています。全3タイプをご用意しています。

持ち運びが便利な持ち運びが便利な
ポケットタイプ。ポケットタイプ。
コンパクトなのでコンパクトなので
片手操作が可能。片手操作が可能。

切って貼って紫外線で硬化。切って貼って紫外線で硬化。
歩道橋など腐食箇所の補修を歩道橋など腐食箇所の補修を
火気を使わずに施工できます。火気を使わずに施工できます。

▲▲
  負圧集じん機負圧集じん機

Novair 700

●前傾仕様により、省電力作業に加え、
　切削抵抗が低減。
●�回転痕や切削痕が非常にできにくい画期的
　サンダーとカッターのコンビ。

●スライスカッター●スライスカッター

電動式

▲▲
    ブラスト面形成動力工具ブラスト面形成動力工具

          ブリストルブラスター ブリストルブラスター 

■ MRX-100
●鉄骨・縞鋼板・鉄板などの
　サビ落とし、塗膜剥がし。
●�溶接部のスラグ落とし、
　コンクリート壁のコケコンクリート壁のコケ、、カビ落とし。カビ落とし。
●�処理面は素地調整1種相当、
　ISO�Sa2ISO�Sa21/1/22相当のブラスト面を形成。相当のブラスト面を形成。

【MRX-2700X 用オプション】
■ ヘッドカバー付き集じんノズル 

電動シングル用カバー HDI-027電動シングル用カバー HDI-027
●●お手持ちのブお手持ちのブリリスストルブラスターに装着可能トルブラスターに装着可能。。

装着時

▲▲
    スライスサンダー + スライスサンダー + 

　　　　　　　スライスカッター　　　　　　　スライスカッター

Novair 2000

・MRX-2700X 本体
・アダプター（23mm）×1セット
・アクセルバー（23mm用）×5本
・スチールブラシ（23mm）×10個
・専用BOX

セ
ッ
ト
内
容

SOFTWARE Too

●●簡易測色ツール簡易測色ツール
　CUBE　CUBE

塗装面や素材を塗装面や素材を
　　ラクラク測色！　　ラクラク測色！

カシレキ

コニシ

セメダイン

ナカオ

ハーフェレジャパン

明治機械製作所

井上工具

グラコ

ティー・アイ・トレーディング

日動工業

ヤヨイ化学販売

イチグチ

カモ井加工紙

サンコウ電子研究所

ダイヤテックス

名古屋マルヤマ

長谷川工業

山装

宇根元工作所

ジェイテック

ニチバン

フィッシャー・インストルメンツ

結一産業

イチネンTASCO

京セラインダストリアルツールズ販売吉 翔

三彩化工

ツボ万

錦

ハンディ・クラウン

やまびこジャパン

エターゴ

カーボーイ

五心産業

精和産業

土牛産業

日本ワグナー・スプレーテック

ミヤナガ

●テクノディスク京●テクノディスク京
　　125×22.2125×22.2

●楽々タタムくん●楽々タタムくん ●養生用布テープ●養生用布テープ
　　No.103,103G,103BNo.103,103G,103B

●ニードルケレン棒●ニードルケレン棒

●アルミ超硬刃●アルミ超硬刃
　ケレン棒ロング　ケレン棒ロング

●ルパンクーペ L●ルパンクーペ L
　　太芯タイプ太芯タイプ

●正宗●正宗

●リモコンウィンチ●リモコンウィンチ
　　WIWI--62RC62RC

●ハイブリッド●ハイブリッド
　ドレンキャップ　ドレンキャップ

●安心クッション各種●安心クッション各種

●デュアルスコープ●デュアルスコープ
　　MP0RMP0R

●クロスワイヤーブラシ●クロスワイヤーブラシ
　ステンレス　ステンレス

●防音型高圧洗浄機●防音型高圧洗浄機
　　WZ13WZ13--150neo S150neo S

●電磁式膜厚計●電磁式膜厚計
　　 SWTSWT--9000+FN325プローブ9000+FN325プローブ

●NEWビスパッチ●NEWビスパッチ
　　1.3L/2.5L1.3L/2.5L

●ダモ飛散防止改修●ダモ飛散防止改修
　ストレーナ　ストレーナ

●水道用ミスト●水道用ミスト
　工場扇用　工場扇用

●●インバータ発電機インバータ発電機
　　IEG2801MIEG2801M

●変成シリコーンシール●変成シリコーンシール ●紫外線硬化FRPシート●紫外線硬化FRPシート●パイオランテープ●パイオランテープ
　　YY--0909--GR/CLGR/CL

優れた施工性！！優れた施工性！！

アルテック

●オールグリップハード●オールグリップハード
　　400400

塗るタイプの高耐久性塗るタイプの高耐久性
滑り止め樹脂。滑り止め樹脂。

●クロム盛板●クロム盛板
　 L　 L

ステンレスよりも軽く、お手ステンレスよりも軽く、お手
入れも簡単。メッキを施した入れも簡単。メッキを施した
プラスチック盛板。プラスチック盛板。

●リベットシェーバー●リベットシェーバー

橋梁のリベット部の塗膜橋梁のリベット部の塗膜
はく離に驚異の効果を発揮！はく離に驚異の効果を発揮！

●タスマジック●タスマジック

コロニアル屋根のコロニアル屋根の
         補修に！！         補修に！！

1本のプローブで1本のプローブで
 鉄・非鉄金属 鉄・非鉄金属
 どちらも測定可能！ どちらも測定可能！

照射約20秒で硬化！
軽補修に最適なUVライト・
UV-Gel・テトロンフィルムのセット。

●UVライト miniセット●UVライト miniセット●ネオリバー 泥パック●ネオリバー 泥パック
　　橋梁用  橋梁用  TypeⅡTypeⅡ

鋼道路橋の素地調整程度鋼道路橋の素地調整程度22類における類における
画期的なはく離剤工法。画期的なはく離剤工法。

シーアールティー・ワールド

●NEW アートサンダー F●NEW アートサンダー F

耐久性・粉じん回耐久性・粉じん回
収率が向上し、鋼収率が向上し、鋼
板の素地調整に板の素地調整に
も使用可能。も使用可能。

集じん機不要！集じん機不要！

●防音型高圧洗浄機●防音型高圧洗浄機
　　JCJC--1513DPN+1513DPN+

オイル交換がオイル交換が
　前面で可能に！　前面で可能に！

手で簡単に切れて手で簡単に切れて
　　　作業性抜群！　　　作業性抜群！

シートを一人でシートを一人で
　畳める便利アイテム！　畳める便利アイテム！

●涼神●涼神
　　AA17AA17--YKPYKP

当日のみ！！当日のみ！！
名入れサービス致

します！
名入れサービス致

します！

●ウルトラマックス●ウルトラマックス
　　17N22417N224

軽量設計！軽量設計！
 均一で滑らかな 均一で滑らかな
　仕上がり！　仕上がり！

荷揚げ作業が荷揚げ作業が
　遠隔操作でできる！　遠隔操作でできる！

クリップで固定！クリップで固定！
　既存のドレンにも　既存のドレンにも

　　　　　後付け可能！　　　　　後付け可能！

●プライムグリッド●プライムグリッド

折れない！折れない！
　飛ばない！刺さらない！　飛ばない！刺さらない！

わずか44kgの軽量型！わずか44kgの軽量型！

強風にも耐えられる強風にも耐えられる

　抜群の耐風圧性能！！　抜群の耐風圧性能！！ ビス・釘頭のビス・釘頭の
　パテ処理に最適！！　パテ処理に最適！！

立ったまま立ったまま
　操作ができる　操作ができる
　　大人気シリーズ！！　　大人気シリーズ！！削る方向関係なく削る方向関係なく

サビや汚れを削り落とす！！サビや汚れを削り落とす！！

●四脚アジャスト式足場台●四脚アジャスト式足場台
　　DXPシリーズDXPシリーズ

ピカコーポレイションピカコーポレイション

●変成シリコンコーク●変成シリコンコーク
　　ノンブリード LMノンブリード LM

●ピッチ CX●ピッチ CX--150150

●テンキャップ●テンキャップ

充填剤入りなので充填剤入りなので
施工がスピーディー。施工がスピーディー。
高所に材料や道具を高所に材料や道具を
運ばずに済むため運ばずに済むため
作業ストレスを軽減します。作業ストレスを軽減します。

立ったまま4脚同時に立ったまま4脚同時に
伸縮操作が可能。伸縮操作が可能。
最大31cmまで最大31cmまで
脚の高さ調整ができます。脚の高さ調整ができます。

●はしご兼用脚立●はしご兼用脚立
　　RYHRYH--1818

今お使いの電動工具にそのまま今お使いの電動工具にそのまま
後付けできる集じんカバー。後付けできる集じんカバー。

●ダストール W●ダストール W

●サーモグラフィ
　TA410CA

45°×34°の45°×34°の
　広角レンズ搭載！　広角レンズ搭載！

端具は滑りにくく、端具は滑りにくく、
床や壁をよごす心配も床や壁をよごす心配も
ない特殊材質を使用しない特殊材質を使用し
ユニバーサルな動きをユニバーサルな動きを
する自在端具を取付けする自在端具を取付け
ました。ました。

●マルチチェンジャー付●マルチチェンジャー付
　チャージライト　チャージライト
    BAT    BAT--HRE20SMCHRE20SMC
他社のバッテリーが他社のバッテリーが
そのまま使えるそのまま使える
マルチチェンジャー付きマルチチェンジャー付き
チャージライト。チャージライト。

●クールダイヤ●クールダイヤ
　　３兄弟キット３兄弟キット
　　DGBOX1DGBOX1

軽くて丈夫な樹脂ボディ採用。軽くて丈夫な樹脂ボディ採用。
防音型2.8kVAで61kg!防音型2.8kVAで61kg!

穴あけジェル使用穴あけジェル使用
で、硬質磁器タイルで、硬質磁器タイル
への穴あけが可能。への穴あけが可能。 特別カラーの限定モデル。

ほぼあらゆる面を吸着できる革新的なほぼあらゆる面を吸着できる革新的な
バキュームリフター。バキュームリフター。
タイルや縞鋼板等にもしっかり吸着。タイルや縞鋼板等にもしっかり吸着。

●Ｆ-ＺＥＲＯ
　T-7 限定モデル

テフロン加工でテフロン加工で
メンテナンス性に優れる！！メンテナンス性に優れる！！

▲▲
  簡易型セキュリティールーム簡易型セキュリティールーム

浮遊粉じんをしっかり静電吸着し、クリーンな空間を生
み出す、粉じん吸着型帯電シート仕様のセキュリティー
ルーム。二人で10分程度の時間があれば組み立てるこ
とができ、非常に簡単です。
●分解時は、ひもを外すだけなので粉じんを飛散させない。
●材料はポリオレフィン系の無公害素材。
●裏面は特殊フィルムを積層して完全密封。
●二人で10分程度の簡単組立。

防炎仕様

帯電シート使用で帯電シート使用で
粉じんを静電吸着粉じんを静電吸着

防炎シート採用防炎シート採用

セセキュキュリリテティルーム用ィルーム用
オーバーシオーバーシーートト ●超小型軽量設計でありながら

　処理風量アップ。

●従来機よりも軽量タイプで
　場所を選ばず設置可能。

●HEPAフィルタにより0.3μm微粒子を99.97％除去。

HEPAフィルタ搭載

チャコールフィルタ搭載

HEPAフィルタ搭載

チャコールフィルタ搭載

「難燃シートマスカー」
オール難燃の新製品！

●GRABO●GRABO



出展メーカー 一覧

主 催  TOK 

東 京 支 店　東京都新宿区四谷4-1  TEL 03-3357-4316

神奈川支店　横浜市瀬谷区卸本町2147-2  TEL 045-921-4711

埼 玉 支 店　埼玉県川口市木曽呂680-1  TEL 048-297-6081

千 葉 支 店　千葉県船橋市日の出2-5-15  TEL 047-433-1811

城南営業所　川崎市川崎区観音2-13-18   TEL 044-287-7100

城西営業所　東京都練馬区小竹町2-81-5  TEL 03-3530-9891

多摩営業所　東京都府中市浅間町2-12-8  TEL 042-369-8611

城東営業所　東京都足立区保木間1-3-12  TEL 03-5242-8111

東京マルテーフェアinとしまえん

※本展示会の表示価格は全て税別となっております。消費税は別途申し受けます。　
※�本展示会のご入場には招待券が必要です。お早めに最寄りのT特約販売店へお申し込みください。
※�フェア当日はとしまえん内に無料でご入園できますが、乗り物やご遊戯をご利用の際は別途チケットが必要
となりますのでご了承ください。

ご入園の際は、としまえん入園ゲートに設置
してあります「大塚刷毛専用ブース」にて、マ
ルテーフェア招待券をご提示頂けますと、弊
社社員より入園券をお渡し致します。
マルテーフェア招待券をご人数分ご持参の
上、入園ゲートまでお越し下さい。
※3歳未満のお子様は招待券は必要ございません。
※乗り物券は別途必要となります。

住�所��東京都練馬区向山3-25-1
TEL��03-3990-8800
URL��www.toshimaen.co.jp

「としまえん」の規定により、
※�暴力団およびその関係者、刺青・タトゥー（シール類を含む）をされた方の入園はできません。
※ペット類を伴っての入園はできません。
※火気類・危険物等および酒類の持ち込みはできません。

ご来場の際は、受付にお名刺をお持ち下さい。
展示会には招待券だけでご入場頂けますが
同時に受付にてお名刺をお預り致します。

としまえん周辺マップ

としまえん交通マップ

入園ゲート

入園ゲート

入園ゲート

臨時駐車場
入口

第一駐車場
入口

としまえん
臨時駐車場

としまえん
第一駐車場

としまえん
屋内館

西武線
豊島園駅

大江戸線
豊島園駅

［電�車］
西武池袋線“池袋から直通14分”
都営大江戸線“新宿から直通20分”
有楽町線・副都心線は西武線
「練馬駅」乗り換え「豊島園駅」下車

アイサン工業（株）

アゼアス（株）

厚地鉄工（株）関東アスコン

アネスト岩田（株）

アルインコ(株)�

（株）アルテック

（株）イチグチ������

（株）イチネンTASCO

井上工具（株）

（有）宇根元工作所

（株）エターゴ

（株）エディオン

（株）エバー商会

エムオースプレーイング(株)

(有)大沼プランニング

オート化学工業（株）

オーブ・テック（株）

オルファ（株）

（株）カーボーイ

(有)カシレキ

カモ井加工紙(株)

吉翔（株）

京セラインダストリアルツールズ販売(株)

グラコ(株)

クラレトレーディング(株)

（株）クリンテック小泉

（株）ケット科学研究所

（株）兼六コンピュータサービス

工機販売(株)

興研(株)

五心産業（株）

コニシ（株）

（株）サンコウ電子研究所

三彩化工（株）

サンデーペイント（株）

（株）シーアールティー・ワールド

(株)ジェイテック

ジェントス(株)

（株）重松製作所

静岡製機（株）

シャープ化学工業（株）

（株）シャイネックス

スリーエム�ジャパン（株）

精和産業（株）

セメダイン（株）

（株）SOFTWARE�Too

ダイヤテックス（株）

（株）ツボ万

ティー・アイ・トレーディング（株）

（株）TJMデザイン

（株）テスト−

（株）寺岡製作所

デンヨー(株)

（株）東京オートマック

(株)トーヨーセフティー

土牛産業(株)

(株)ナカオ

（株）名古屋マルヤマ

（株）錦

日動工業（株）

ニチバン（株）

日光物産（株）

日東電工（株）

(株)ニットー

日本ENJO(株)　

日本製紙クレシア（株）

日本ソセー工業（株）

日本ワグナー・スプレーテック（株）

（株）ハーフェレジャパン

長谷川工業（株）

（株）ハンディ・クラウン

（株）ピカコーポレイション

�(株)フィッシャー・インストルメンツ

（株）フクザワ

(株)フルテック

ボッシュ（株）

(株)ホンダパワープロダクツジャパン

（株）マキタ

マックス(株)

(株)ミヤナガ

(株)明治機械製作所

（株）山装

やまびこジャパン（株）

ヤヨイ化学工業（株）

(株)結一産業

吉野石膏（株）

(株)吉原鉄工所

（株）ワキタ

他

エスケー化研（株）

オスモ＆エーデル（株）

関西ペイント販売（株）

菊水化学工業（株）

大日本塗料（株）

日本ペイント（株）

お車でご来場の際は
「としまえん第一駐車場」もしくは
「としまえん臨時駐車場」を
ご利用頂けますようお願い致します。
尚、どちらに駐車されても駐車料金が発生します
ので、ご了承頂けますようお願い致します。

駐車台数には限りがご
ざいますので、できる
だけ公共交通機関をご
利用頂けますようご協
力をお願い致します。

駐車料金 1,600円/1台

塗料メーカー

※ご提供時間に限りがございますのでご注意ください。

軽食のご提供時間

11：00〜14：00


