1808年、鍛冶屋のAlexander Millerがアメリカバーモント州の"The Old Stone Shop"で斧や鍬などの鍛造を開始。
アメリカの成長と共に会社も成長し、American Fork & Hoeと変更。第二次世界大戦では米軍へシャベルなどの供給も行いました。
1949年、道具への思いを社名に託し"True Temper"へ改名しました。
その後、鋼鉄製品の他にもガーデンツールやバロウ
（一輪車）などにも着手し、世界的メーカーへ革新。
創業より200年以上たった今なお、
アメリカを始め、世界中で広く認められてる総合ガーデンツールブランドです。

シャベル & スコップ

2585900

2586000

2585600

2585700

2617100

2585900

2585600

ラウンドシャベル D グリップ
￥4,800（税込￥5,280）

ラウンドシャベル
￥4,400（税込￥4,840）

●サイズ：W23×D14×L108cm
●ブレード：スチール ●柄：ハードウッド

2586000

スクエアシャベル D グリップ
￥4,800（税込￥5,280）

●サイズ：W23×D14×L145cm
●ブレード：スチール ●柄：ハードウッド

2585700

●サイズ：W24×D11×L108cm

スクエアシャベル
￥4,400（税込￥4,840）

●ブレード：スチール ●柄：ハードウッド

●サイズ：W24×D11×L146cm
●ブレード：スチール ●柄：ハードウッド

2617100

ラウンドフローラルシャベル
￥4,000（税込￥4,400）

●サイズ：W15×D9×L133cm
●ブレード：スチール ●柄：ハードウッド

2540700

2681200

アルミスコップ D グリップ

2540800

￥6,600（税込￥7,260）

●サイズ：W38×D22×L117cm ●ブレード：アルミ ●柄：ハードウッド

2540700

ドレインスペード D グリップ
￥5,400（税込￥5,940）

●サイズ：W20×D7×L118cm
●ブレード：スチール ●柄：ハードウッド

2540800

2717900

ボーダースペード D グリップ
￥5,400（税込￥5,940）

ディガーシャベル（穴掘り複式シャベル）￥9,400（税込￥10,340）
●サイズ：W14×D12×L149cm ●ブレード：スチール ●柄：ハードウッド

●サイズ：W24×D6×L107cm
●ブレード：スチール ●柄：ハードウッド

キッズツール

KSM

KGRM

KSM

KGRM

キッズ ガーデンシャベル
￥2,400（税込￥2,640）

キッズ ガーデンレーキ
￥2,400（税込￥2,640）

●サイズ：W22×D6×H118cm

●サイズ：W17×D8×H110cm

●ブレード：スチール ●柄：ハードウッド

●レーキ部：スチール ●柄：ハードウッド

TOUGHSTRIKE（タフストライク）シリーズ

20180300

20181000

20181100

20180200

20181000

ミシガンアックス
アメリカンヒッコリー
￥6,000（税込￥6,600）

20180300

キャンピングアックス
アメリカンヒッコリー
￥4,500（税込￥4,950）
20180200

キャンピングアックス
ファイバー
￥5,000（税込￥5,500）

●サイズ：W13×D3×L36cm

●サイズ：W21×D3×L90cm
●ヘッド部：1.6kg 鍛造スチールヘッド ●柄：ヒッコリー

20181100

●ヘッド部：0.6kg 鍛造スチールヘッド ●柄：ヒッコリー

ダブルビットアックス
アメリカンヒッコリー
￥7,800（税込￥8,580）

●サイズ：W13×D3×L36cm

●サイズ：W24×D3×L89cm
●ヘッド部：1.6kg 鍛造スチールヘッド ●柄：ヒッコリー

●ヘッド部：0.6kg 鍛造スチールヘッド ●柄：グラスファイバー
20184800

20184100

20181200

20184100

エンジニアハンマー 2
アメリカンヒッコリー
￥3,400（税込￥3,740）

20181200

スーパースプリッター ファイバー
￥7,800（税込￥8,580）

●サイズ：W20×D7×L85cm

●サイズ：W11×D4×L38cm
●ヘッド部：0.9kg（2 ポンド）鍛造スチールヘッド
●柄：ヒッコリー

20184800

●ヘッド部：1.8kg 鍛造スチールヘッド

スレッジハンマー 6
アメリカンヒッコリー
￥5,600（税込￥6,160）

●柄：グラスファイバー

●サイズ：W15×D5×L87cm
●ヘッド部：2.7kg（6 ポンド）鍛造スチールヘッド
●柄：ヒッコリー

ウェッジ ＆シャープナー

2414200

1132600

1133100

2404900

4lb トーピードウェッジ
￥3,600（税込￥3,960）

5lb ウッドスプリッテイング
ウェッジ ￥4,000（税込￥4,400）

インダストリアルウェッジ
￥6,600（税込￥7,260）

アックスブレードシャープナー
￥4,000（税込￥4,400）

●サイズ：8×8×L18cm

●サイズ：4×6×L21cm

●サイズ：4×5×L35cm

●サイズ：W11×D24×H3cm

●重量：1.8kg（4 ポンド）

●重量：2.2kg（5 ポンド）

●重量：2.9kg（6.5 ポンド）

●タングステンカーバイドブレード

●材質：鍛造スチール

●材質：鍛造スチール

●材質：鍛造スチール

バール

1169400

1170500

1171600

1168800

グースネック バール 12 インチ
￥800（税込￥880）

グースネック バール 24 インチ
￥1,800（税込￥1,980）

グースネック バール 36 インチ
￥2,600（税込￥2,860）

ストリッピングバー 48 インチ
￥6,000（税込￥6,600）

●サイズ：W10×D3×L30cm ●材質：スチール

●サイズ：W13×D4×L62cm ●材質：スチール

●サイズ：W13×D3×L92cm ●材質：スチール

●サイズ：W18×D5×L124cm ●材質：スチール

30664

ディギングバー 60 インチ
￥7,200（税込￥7,920）

●サイズ：W3×D6×L150cm ●材質：カーボンスチール

スノーツール

1641000

1640000

アルミスノーシャベル
￥5,800（税込￥6,380）

アルミスノープッシャー
￥7,200（税込￥7,920）

●サイズ：W44×D4×L130cm

●サイズ：W61×D6×L132cm

●ブレード：アルミ

●ブレード：スチール

●柄：スチール

●柄：ハードウッド

ABTT5212

テレスコーピング スノーブラシ
￥6,400（税込￥7,040）
●サイズ：W14×D11×L97cm

1588400

●ブラシ：EVA フォーム

AutoBoss® スノーカーシャベル
￥3,400（税込￥3,740）

●スクレーパー：プラスチック

●サイズ W27×D8×L77cm ●折畳全長 41cm

●柄：アルミ

●材質：ポリー

●2 段階伸縮シャフト（84 〜 132cm）

ガーデンツール

1789000

26099900

2811600

28112100

2812300

28112000

1789000

ラウンレーキ
￥3,800（税込￥4,180）

●サイズ：W47×D7×L144cm
●レーキ部：スチールヘッド ●柄：アルミ

2811600

ガーデンレーキ 16
￥4,200（税込￥4,620）

●サイズ：W40×D9×L162cm
●レーキ部：スチールヘッド ●柄：ハードウッド

2812300

ガーデンフォーク 5
￥6,400（税込￥7,040）

2683200

●サイズ：W24×D17×L153cm
●フォーク：スチール ●柄：ハードウッド

26099900

●サイズ：W16×D13×L146cm

ガーデンホー（アメリカン鍬）ウッドシャフト
￥4,300（税込￥4,730）

●鍬部：スチールヘッド

28112100

●サイズ：W23×D9×L139cm

ツインホー（二又鍬）ウッドシャフト
￥4,900（税込￥5,390）

●鍬部：スチールヘッド

28112000

●サイズ：W13×D16×L145cm

ステーキホー（三角鍬）ウッドシャフト
￥4,900（税込￥5,390）

●鍬部：スチールヘッド

1133400

●サイズ：W23×D14×L108cm ●ブレード：スチール

スクレーパー
●柄：ハードウッド
￥5,200（税込￥5,720）

8ｘ8 インチ転圧タンパー
￥6,800（税込￥7,480）

●柄：ハードウッド

●柄：ハードウッド

●柄：ハードウッド

●サイズ：W20×D20×L124cm ●ヘッド部：スチール ７ポンド（3.1kg）
●柄：ハードウッド

ワゴン＆ホイールバロウ

PDWAGON

SUWAGON

EZ ダンプカート
￥19,800（税込￥21,780）

ALL-IN-ONE ワゴンカート
￥29,800（税込￥32,780）

●サイズ：W55×D104×H50cm ●容量：113L

●サイズ：W56×D122×H55cm ●容量：170L

●トレイ：ポリー ●フレーム：スチール

●フレーム：スチール

RP625

6cf ポリーバロウ Pro
￥22,000（税込￥24,200）

RP625

●サイズ：W75×D152×H67cm ●容量：169L
●トレイ：ポリー ●ハンドル：ハードウッド

R625

6cf スチールバロウ Pro
￥25,000（税込￥27,500）
●サイズ：W65×D147×H69cm ●容量：169L
●トレイ：スチール ●ハンドル：ハードウッド
R625

