アメリカアイオワ州に拠点を置くMARSHALLTOWN（マーシャルタウン）社は全米最大級のコンクリートツールメーカーです。
質実剛健なコンクリートツールはアメリカの職人の支持を受け130年以上愛されています。
アメリカの石工、
コンクリート、
ドライウォール、ペイント職人のマストツールとなっています。
今なお多くの製品はアメリカ国内で製造されています。
コンクリートツール

未入荷
MT-156SSD

MT-180D

MT-738D

6”ｘ4” エッジコテ【ステンレス】
3/8"R, 1/3"L DuraSoft
￥3,000（税込￥3,300）

6”ｘ3” グルーバー【ステンレス】
1/2"ｘ1/2"
￥3,500（税込￥3,850）

16" THE Hog
マグネシウムハンドフロート
￥8,200（税込￥9,020）

●ブレードサイズ：15×10cm

●ブレードサイズ：15×8cm

●ブレードサイズ：41×10cm

半径：10mm リップ：13mm
●材質：ステンレス

半径：6mm 溝幅：13mm
●材質：ステンレス

溝奥行：13mm

弾力性に優れ快適な
DuraSoft®（ポリウレタン）グリップ

●材質：マグネシウム

MT-MXS55D

MT-MXS64D

MT-MXSPFT14BD

10”ｘ4” フィニッシング
トロウェル DuraSoft（仕上コテ）
￥8,500（税込￥9,350）

14”ｘ4” フィニッシング
トロウェル DuraSoft（仕上コテ）
￥9,000（税込￥9,900）

14"ｘ4 1/2"
ポイントフィニッシングコテ
￥9,600（税込￥10,560）

●ブレードサイズ：25×10cm

●ブレードサイズ：36×10cm

●ブレードサイズ：36×11cm

●材質：スチール、アルミ

●材質：スチール、アルミ

●材質：ステンレス、アルミ

MT-OCTO75348

プレーサーオクタゴンハンドル 48in
（コンクリート用トンボ）
￥7,400（税込￥8,140）
●全長：122cm

未入荷

幅：49cm

●材質：アルミ

MT-EZYSCREED4

Ezyscreed™コンボスクリード
￥21,000（税込￥23,100）

●全長：122cm
●材質：アルミ

ブロックツール

未入荷
MT-505D

MT-52D

MT-46116D

MT-339FG

MT-83

6 3/4”ｘ3/8" タックポインタ
DuraSoft
￥4,000（税込￥4,400）

5"ｘ2 " マージンコテ
DuraSoft
￥3,600（税込￥3,960）

9” London パターンコテ
DuraSoft
￥11,000（税込￥12,100）

ブロックジョインター
￥1,600（税込￥1,760）

●ブレードサイズ：17×1cm

●ブレードサイズ：13×5cm

6ｘ2 1/2 London パターン
ポインティングコテ
DuraSoft
￥3,600（税込￥3,960）

●ブレードサイズ：23×11cm

●先端幅：10mm、13mm

●材質：鍛造スチール

●材質：鍛造スチール

●ブレードサイズ：15×6cm

●材質：鍛造スチール

●材質：スチール

●レンガ目地の成形に

●材質：鍛造スチール

ブラシ

未入荷
MT-89

MT-600

ジョイントレーカー
￥2,700（税込￥2,970）
●レンガ目地の余分なモルタルを簡単に除去
●サイズ：22×8cm

16 oz. ブロックハンマー
11" ハンドル
￥6,800（税込￥7,480）
●ハンドル長：28cm
●重量：454g（16oz）
●材質：スチール、ヒッコリー

●材質：アルミ

MT-521

MT-829

MT-BP984M

バケットブラシ
￥2,400（税込￥2,640）
●バケツに引掛ける為のクリップ付

MARSHALLTOWN
メイソナリーブラシ
￥2,400（税込￥2,640）

●全長：27cm

●全長：28cm

12” BlackPoly
フィニッシングブルーム
ミディアム
￥3,600（税込￥3,960）

●ブラシ：長さ 9cm

幅 19cm

●材質：タンピコ繊維、プラスチック

●ブラシ：長さ 9cm

幅 19cm

●材質：タンピコ繊維、ウッド

●ブラシ長：8cm

幅 33cm

●材質：ポロプロピレン、ウッド

ツールセット

未入荷

MT-CTK2

コンクリートツールキット
【Canvas Tool Bag】
￥46,000（税込￥50,600）
●セット内容：5" x 2" マージンコテ DuraSoft、
6" x 3" ステンレスグルーバー DuraSoft、
6" x 3" エッジコテ DuraSoft、12 " x 5" ウッドフロート DuraSoft、
16" x 3 ⅛" マグネシウムハンドフロート DuraSoft、
14”ｘ4” フィニッシングトロウェル DuraSoft（仕上げコテ）、
キャンバスバッグ

未入荷

MT-BTK1

ブロックツールキット
【Canvas Tool Bag】
￥35,000（税込￥38,500）

未入荷

MT-DTK3

ドライウォールツールキット
【Canvas Tool Bag】
￥30,000（税込￥33,000）

●セット内容：6"ｘ2 ¾" London パターン ポインティングコテ、

●セット内容：12” ステンレスマッドパン、6” ジョイントナイフ、

11” London パターンコテ、5" x 2" マージンコテ、

10"×3" ブルースチールテーピングナイフ DuraSoft、

½" x ⅝" ブロックジョインター、ジョイントレーカー、

9 ⅜"×3 ¼" ハンドサンダー DuraSoft、15” ドライウォール鋸、

水糸ワインダー（250ft 水糸付）、ウッドラインブロック、ブラシ、

RockWarrior™ユーティリティ鋸、ユーティリティナイフ、

キャンバスバッグ

キャンバスバッグ

ペイントツール

MT-CC41

MT-PMT

MT-PC271

MT-HDT

4-In-1 Painter's クリップ
￥900（税込￥990）

Painter's マルチツール
￥320（税込￥352）

1 パイントペイントカップ
￥700（税込￥770）

Heavy-Duty ペイントトレー
￥2,600（税込￥2,860）

●材質：プラスチック

●サイズ：10×10cm ●材質：プラスチック

●容量：約 0.47L ●サイズ：20×15×H15cm

●容量：約 3.8L ●サイズ：37×52×H12cm

●ペイント缶の蓋オープナー、

●塗装面の汚れをと取るスクレーパー、

●材質：プラスチック

●材質：プラスチック

リムクリーナー、など多目的に

ペイント缶内側に適したスクイーズ、

●ブラシの保持に便利なマグネット付き

●9 インチ幅までのローラーに最適

使えるマグネット付きクリップ

ブラシやローラーの余分な塗料を

●リム部にはマグネット付

落とすなどの多目的ツール

●ローラーハンドルを安定させる溝付きリム

DIY ツール

未入荷
MARSHALL TOWN カーペンターペンシル
各￥140（税込￥154）
MT-FTCPENCILCARPBL【ブラック】
MT-FTCPENCILCARPRD【レッド】
●転がらないフラット形状

MT-FTCCPSHRP

MT-FTCHHPH

MARSHALL TOWN
ペンシルシャープナー
￥900（税込￥990）

MARSHALL TOWN
ヘルメットペンシルホルダー
￥480（税込￥528）

MT-52DP

●材質：プラスチック

●材質：プラスチック

●材質：鍛造スチール

●カーペンターペンシル対応

●粘着テープ固定式

●人気の 52D マージンコテ DuraSoft を

●ペンやサングラスなどをホールド

モチーフとした栓抜き

MT-4502SD

バケットスクープ
￥2,400（税込￥2,640）
●サイズ：全長 22cm

未入荷

幅 17cm

●材質：ステンレス、プラスチック
●バケツの中身を抄うのに最適な形状

MT-5GB

5” x 2” ボトルオープナー DuraSoft
￥4,700（税込￥5,170）

未入荷

5 ガロンバケット
【MARSHALLTOWN】
￥2,300（税込￥2,530）

MT-10847

MARSHALL TOWN
5 ガロンバケッター
￥4,000（税込￥4,400）
●材質：耐水ナイロン
●標準的な 5 ガロンバケツに
被せて使用するオーガナイザー

●容量：約 20L ●材質：プラスチック

※バケツは付属しません

ナイフ

MT-998

MT-9070

MARSHALL TOWN
ユーティリティーナイフ
￥1,400（税込￥1,540）

DuraSoft®
ユーティリティーナイフ
￥1,800（税込￥1,980）

●全長：15cm ●材質：メタル

●全長：15cm ●材質：メタル、DuraSoft

●全長：16cm ●材質：メタル、DuraSoft

●内部にブレード 3 枚収納可能

●スタンダードナイフ

●内部にブレード 5 枚収納可能

●材質：アルミ、ステンレス、メタル

●ブレード 5 枚付属

●ベルトクリップ付 ●ブレード 5 枚付属

●ブレード 3 枚付属

MT-9058

DuraSoft®
ユーティリティーナイフ
（サイドカット）￥2,200（税込￥2,420）

MT-9080

MARSHALL TOWN
フォールディングユーティリティーナイフ
￥3,200（税込￥3,520）
●全長：17cm（使用時）11cm（折畳時）

