
◆ 下記インデックス内「詳細」列の「 ▶ 」をクリックいただくと、各製品の詳細データにアクセスできます。

◆ 本製品データに掲載しております価格には、消費税は含まれておりません。 ※価格及び仕様は2023年5月現在のものですが、予告なく変更される場合があります。

DIY電動工具 ガーデンツール
品        名 品    番 標準小売価格 詳細 品        名 品    番 標準小売価格 詳細

コードレス (バッテリー内蔵式 または 乾電池式)

コードレスグルーペン「グルーイ」 エバーグリーン 0 603 2A2 100 ¥7,100 ▶ コードレス窓用バキュームクリーナー GlassVAC ¥14,300 ▶
スモーキーグレー 0 603 2A2 101 ¥7,100 ▶ コードレスガーデンバリカンセット ISIO 3 ¥15,400 ▶
マシュマロホワイト 0 603 2A2 102 ¥7,100 ▶ コードレスガーデンバリカン延長ハンドルセット ISIO 3/J ¥24,000 ▶
カップケーキピンク 0 603 2A2 103 ¥7,100 ▶ «在庫僅少» コードレスヘッジトリマー ASB 10.8LI ¥22,600 ▶
ラグーンブルー 0 603 2A2 104 ¥7,100 ▶ コードレスせん定ばさみ EASYPRUNE ¥19,700 ▶

コードレスグルーガン GLUE PEN ¥7,800 ▶ «在庫僅少» コードレスのこぎり KEO ¥22,600 ▶
コードレスタッカー PTK 3.6LIN ¥9,300 ▶
コードレスクリーニングブラシ BRUSH ¥11,400 ▶

NEW コードレスエアポンプ EASY PUMP ¥11,400 ▶
«在庫僅少» コードレスドライバー IXO 5 ¥7,100 ▶
«在庫僅少» IXO 6 ¥10,700 ▶

NEW IXO 7 ¥8,500 ▶
PSR SELECT 2 ¥12,100 ▶
PUSH DRIVE ¥10,700 ▶

コードレスドライバードリル DRL 1108 ¥15,400 ▶

コードレス POWER FOR ALL 10.8Vシリーズ  ★ボッシュHome&Garden 10.8Vバッテリー共用で使用可能

コードレスドライバードリル ED 1108 ¥16,900 ▶ «在庫僅少» コードレスヘッジトリマー AHS 45-15LI ¥28,300 ▶
コードレス振動ドライバードリル EID 1108 ¥18,300 ▶
コードレスインパクトドライバー IPD 1108 ¥16,900 ▶

«在庫僅少» コードレスクリーナー VAC 1108 ¥18,300 ▶
コードレスマイクロソー CUT 1108 ¥29,700 ▶

コードレス POWER FOR ALL 18Vシリーズ  ★ボッシュHome&Garden 18Vバッテリー共用で使用可能

«在庫僅少» コードレスドライバードリル UD 118 ¥18,300 ▶ コードレス洗浄機 FONTUS 218 ¥51,100

NEW ED 118 ¥14,300 ▶ (本体のみ) FONTUS 218H ¥42,600

«在庫僅少» コードレス振動ドライバードリル UID 118 ¥18,300 ▶ NEW コードレスヘッジトリマー (本体のみ) EHC 118H ¥21,100 ▶
NEW EID 118 ¥15,400 ▶ «在庫僅少» AHS 50-20LI ¥38,300

コードレスコンビドリル (本体のみ) IPE 118 ¥21,100 ▶ «在庫僅少» (本体のみ) AHS 50-20LIH ¥24,000

コードレスインパクトドライバー IPD 118 ¥18,300 ▶ コードレスポールヘッジトリマー (本体のみ) UHP 18H ¥32,600 ▶
IPD 218 ¥22,600 ▶ コードレスポールチェーンソー (本体のみ) UCP 18H ¥32,600 ▶

«在庫僅少» コードレスジグソー (本体のみ) PST 18LIH ¥15,400 ▶ コードレスチェーンソー (本体のみ) UC 18H ¥26,900 ▶
(本体のみ) ESAW 118H ¥12,800 ▶ NEW コードレス草刈機 EGC 218 ¥28,300 ▶
(本体のみ) USAW 118H ¥14,300 ▶ (本体のみ) UGC 18H ¥25,400 ▶

コードレス丸のこ (本体のみ) PKS 18LIH ¥19,700 ▶ «在庫僅少» コードレスガーデンブロワ (本体のみ) ALB 18LIH ¥16,900 ▶
コードレスのこぎり (本体のみ) AR 218 ¥19,700 ▶ NEW コードレスのこぎり (本体のみ) KEO 118H ¥15,400 ▶
コードレスマイクロソー (本体のみ) CUT 118 ¥25,400 ▶

«在庫僅少» コードレスマルチツール (本体のみ) MLT 218 ¥26,900 ▶
NEW コードレストリマー (本体のみ) ADTR 118H ¥22,600 ▶

コードレス吸じんランダムアクションサンダー (本体のみ) ORB 118 ¥16,900 ▶
コードレス吸じんマルチサンダー (本体のみ) PSM 18LIH ¥15,400 ▶
コードレスクリーナー (本体のみ) VAC 218 ¥13,500 ▶

NEW (本体のみ) ADVAC 118H ¥21,100 ▶
コードレスライト (本体のみ) LHT 118 ¥5,000 ▶

NEW コードレスエアポンプ (本体のみ) UPUMP 118H ¥11,400 ▶
NEW コードレススプレーガン (本体のみ) ESPRAY 118H ¥19,700 ▶

家電 コードレスクリーナー BBS 1223WJP オープン価格

BBS 1123BJP オープン価格

«在庫僅少» (本体のみ) BBS 1BASE オープン価格

コード式 または 手動式

ハンマードリル(SDSプラス) PBH 2100RE ¥28,300 ▶ 高圧洗浄機 EA 110 ¥24,000 ▶
振動ドリル PSB 450RE ¥10,000 ▶ UA 125 ¥35,400 ▶

PSB 600RE/S ¥15,400 ▶ «在庫僅少» ヘッジトリマー AHS 45-16 ¥16,900 ▶
ジグソー PST 700 ¥13,500 ▶ NEW 草刈機 EGC 226 ¥11,400 ▶

PST 800PEL ¥16,900 ▶ 手動式芝刈機 AHM 30 ¥16,900 ▶
PST 1000PEL ¥24,000 ▶

ディスクグラインダー PWS 620-100 ¥9,300 ▶
パワートリマー PMR 500 ¥24,000 ▶
タイルカッター PTC 640 ¥26,900 ▶
吸じんランダムアクションサンダー PEX 260AE ¥16,900 ▶
吸じんマルチサンダー PSM 80A ¥13,500 ▶
ホットボンダー PKP 18E ¥7,000 ▶
マルチ集じん機 VAC 115 ¥22,600 ▶
ワークベンチ PWB 600 ¥29,700 ▶

Home & Garden 製品 関連アクセサリー  ＊一部 新製品関連情報が未掲載の場合があります

コードレス (バッテリー内蔵式/乾電池式) DIY用電動工具 関連アクセサリー ▶ ガーデンツール(洗浄機) 関連アクセサリー ▶
コードレス (HG 10.8Vシリーズ) DIY用電動工具 関連アクセサリー ▶ ガーデンツール(せん定ばさみ/バリカン/ヘッジトリマー/ガーデンブロワ用)関連アクセサリー ▶
コードレス (HG 18Vシリーズ) DIY用電動工具 関連アクセサリー ▶ ガーデンツール(草刈機/芝刈機/のこぎり用) 関連アクセサリー ▶
コード式 または 手動式 DIY用電動工具 関連アクセサリー ▶
便利なDIY用アクセサリーセット各種 ▶
カーボンブラシセット各種 ▶

Home & Garden 製品 関連インフォメーション

バッテリー・充電器 適合表 ▶
吸じんシステム 一覧表 ▶

▶

▶

▶
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