ハンドツール16ピースセット
プロ用6つのハンドツールとナイフ用替刃10枚のセット
オリジナルソフトケースに収納

ハンドツール40ピースセット
プロ用30個のハンドツールとナイフ用替刃10枚のセット
オリジナルハードケースに収納

プロのための
ハンドツール
It’s in your hands, Bosch Professiomal.

替刃を収納した状態
●16pcsセット

●40pcsセット

●貫通ドライバー2種

●貫通ドライバー6種セット、
ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット、

プラス／マイナス
（PH2×125mm, SL6.5×125mm)、

コンベックス、
プロフェッショナルナイフ、

ペンチ、
ニッパー、
コンベックス,プロフェッショナルナイフ、

プロフェッショナルナイフ替え刃×10枚、
水平器（250mm)、

プロフェッショナルナイフ替え刃×10枚、

ヘックスローブＬ型レンチ（いじり止め対応）×9サイズ

オリジナルキャンバスバッグ

（T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50）
、

JANコード : 3165140951654

六角Ｌ型レンチ×9サイズ（1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm）
、
オリジナルハードケース
JANコード : 3165140951661

1600A016BV

標準小売価格

¥18,000

1600A016BW

標準小売価格

¥36,000

●本カタログに掲載してあります価格には消費税は含まれておりません。
消費税は別途申し受けます。 ●価格および仕様は、
予告なく変更する場合があります。
●本カタログの写真は撮影上および印刷上の諸条件により、
実際の色とは多少異なります。 ●写真は海外で撮影されたものもあり、
日本仕様とは一部異なる場合があります。
●本カタログに掲載された価格、
仕様は2019年6月1日現在のものです。 ©本カタログに掲載されている文章、
イラスト、
写真を他紙に流用したり複製することはお断りします。

ボッシュ電動工具のお求めは当店で ————

製品に関するご相談は

ボッシュ コールセンターフリーコール（無料）＊

0120-345-762

(土・日・祝日を除く、午前9：00〜午後5：30のサービス)
＊携帯電話からお掛けのお客様は、
０３（５４８５）６１６１をご利用ください。
コールセンターフリーコールのご利用はできませんのでご了承ください。

電動工具事業部

2019年7月1日現在

〒150-8360 東京都渋谷区渋谷 3-6-7
TEL.03 (5485) 6161（代表）

https://www.bosch-professional.jp/jp/ja/handtools/

貫通ドライバー6種セット
プロ用貫通ドライバー6種セット
シャフト部根元の六角形状により増し締めが可能

コンビネーションスパナ10サイズセット

ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット

プロフェッショナルハンマー

狭いスペースでの使用に便利なギアレス構造
便利な収納ソフトケース付き10サイズセット

衝撃吸収性の柔らかいグリップと
切りやすく、
安全に作業が可能な形状

高い耐久性と安全性
バランスの取れたハンマーヘッドと衝撃吸収性のある
柔らかいグリップにより使いやすいデザイン

●3種のセット
（L×W×H）
：

●一体構造でヘッドとグリップが

●6種のセット： PH 2×125mm

SL 5.5×100mm

●コンビネーションスパナ10サイズのセット

PH 1×100mm

SL 4.5×100mm

●サイズ： 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm

ラジオペンチ(204×57×24.6mm)、

外れない安全設計、

SL 6.5×125mm

SL 3.5×75mm

JANコード : 3165140951647

ペンチ（190×57×26mm)、

ソフトグリップにより振動を軽減、

JANコード : 3165140951524

ニッパー(165×57×24mm)

ヘッド部重量500g

JANコード : 3165140951531

1600A016BF

標準小売価格

¥7,300

プロフェッショナルナイフ
手にジャストフィットする形状で握りやすく使いやすい
ボタンを押して簡単に開閉、
二つ折りにしてコンパクトに持ち運び
本体に3枚まで替刃の収納が可能
刃の交換に工具は不要
替刃3枚付
（1枚は装着済）

1600A016BU

標準小売価格

¥20,000

プロフェッショナルナイフ用替え刃

1600A016BG

JANコード : 3165140951630

標準小売価格

¥8,400

プロフェッショナルナイフ・カッター2種セット

1600A016BT

標準小売価格

¥5,600

コンベックス

お得なプロフェッショナルナイフ用替刃10枚セット
ハンマーでたたいて硬い材の開孔も可能な高い耐久性

プロフェッショナルナイフに耐久性の高いデザインで、
市販の替刃が使えるカッターをセット
プロフェッショナルナイフは
替刃3枚付
（1枚は装着済）
カッターは、
替刃1枚
装着済

巻尺の上部と下部にある固定ボタンによりロックのしやすい設計
爪部にマグネットを搭載

●ボッシュプロフェッショナルナイフ用

●プロフェッショナルナイフ：

●カッター：

●目盛：メートル目盛

●テープ色： 黄色

●幅×高さ : 22×35mm

替刃10枚セット、

長さ
（開閉）183/124mm、

長さ×幅×高さ 175×21×38mm、

●両面目盛、
ＣＥ（ＥＵ基準適合）

●爪：金属面に取付可能なマグネット付

●刃長 : 62mm

収納ケース付

幅×高さ22×35mm、

市販のカッター替刃（刃高18mm）が

●テープ幅： 27mm

●ベルトフック付

刃長 62mm、
ベルトフック付

使用可能

●テープ長さ： 5ｍ

JANコード : 3165140951548

●長さ
（開閉）: 183/124mm

●ベルトフック付

JANコード : 3165140954044

JANコード : 3165140951579

1600A016BL

JANコード : 3165140951586

標準小売価格

¥3,700

水平器250mm
(アルミフレーム・マグネット付き)

1600A016ZH

標準小売価格

¥1,200

水平器600mm
(アルミフレーム)

1600A016BM

標準小売価格

¥5,600

水平器1200mm
（アルミフレーム)

頑丈なアルミボディ、
耐衝撃性のエンドキャップにより、
高い耐久性
複数の角度から見やすいデザインの設計

頑丈なアルミボディ、
耐衝撃性のエンドキャップにより、
高い耐久性
複数の角度から見やすいデザインの設計

●Ｌ×Ｗ×Ｈ

●Ｌ×Ｗ×Ｈ

JANコード : 3165140951593

¥3,700

お買い得な3サイズセット

頑丈なアルミボディ、
耐衝撃性のエンドキャップにより、
高い耐久性
複数の角度から見やすいデザインの設計

●水平器3サイズセット

1,233×37×65mm

633×37×65mm

標準小売価格

水平器3サイズセット

●Ｌ×Ｗ×Ｈ
254×27×50mm

1600A016BH

●Ｌ×Ｗ×Ｈ

JANコード : 3165140951616

250mm： 254×27×50mm

JANコード : 3165140951609

600mm： 633×37×65mm
1,200mm： 1,233×37×65mm
JANコード : 3165140951623

1600A016BN

標準小売価格

¥4,500

1600A016BP

標準小売価格

¥9,000

1600A016BR

標準小売価格

¥14,000

1600A016BS

標準小売価格

¥22,000

