アメリカULLMAN（アルマン）社はマグネットピックアップツール、インスペクションミラー（検査鏡）の
世界No.1メーカーです。
アメリカをはじめ各国有名工具 メーカーへのOEM 供給を行っています。
また、信頼の実績により、
アメリカ軍用品としても 採用されています。
現在、世界２２カ国で販売され、1935 年の創業以来、長年にわたり品質 を実証し続けています。
マグネットピックアップツール
ポケットピックアップツール POWERCAP®
各￥1,360（税込￥1,496）
HT-5 【ブラック】
HT-5BL 【ネオンブルー】
HT-5GR 【ネオングリーン】
HT-5OR 【ネオンオレンジ】

ピックアップツール MegaMag®
GM-2 MegaMag®

￥4,700（税込￥5,170）
GM-2L MegaMag®（ロング） ￥4,900（税込￥5,390）
GMC-2 MegaMag®（ミラー付） ￥5,500（税込￥6,050）

●最大リフト能力：7258ｇ
●全長：【GM-2、GMC-2】210 〜 768mm

●最大リフト能力：1134ｇ ●全長：140 〜 648mm

【GM-2L】324 〜 1219mm ●材質：ネオジウム磁石、

●材質：ネオジウム磁石、真鍮（クロームメッキ）、

ステンレス、ジオン樹脂グリップ

ジオン樹脂グリップ

MegaMag®

HT-5

POWERCAP®

ULLMAN 独自のゴブレット形状
サイド面の磁力がカットされ
GM-2

狭い場所での作業が快適に

GM-2L

POWERCAP® 使用時は

先端に付属する POWERCAP® により

GMC-2

リフト力が 45％アップ

HT-5
BL

HT-5
GR

HT-5
OR

サイド面の磁力をカット
キャップは必要に応じ脱着可能

フレキシブルツール
HT-2FL

No. 16

フレキシブルピックアップツール
POWERCAP®
￥3,300（税込￥3,630）

クロー ピックアップツール ロング
￥1,520（税込￥1,672）
No. 17

クロー ピックアップツール
￥1,300（税込￥1,430）

●最大リフト能力：2265ｇ ●全長：740mm
●材質：ネオジウム磁石、アルミ、スチール、
ジオン樹脂グリップ

●最大リフト能力：906ｇ ●全長：343mm（ロング 613mm）
●材質：スチール ●フレキシブルバネシャフト

HTC-2FL

フレキシブルインスペクションミラー
￥2,800（税込￥3,080）

HT-2FL

HTC-2FL

16 MLT

●材質：ガラスミラー、アルミ、スチール、

LED フレキシブル クロー マグネット
ピックアップツール ￥4,500（税込￥4,950）

ジオン樹脂 グリップ

●サイズ：全長 613mm ●使用電源：CR2032 電池 2 個（テスト用付属）

●ミラーサイズ：57mm●全長：820mm

No. 17

●材質：スチール ●フレキシブルバネシャフト ●手元 LED スイッチ

No. 16

アルミシャフトで
様々な角度に調整可能

16MLT

インスペクションミラー（点検鏡）

インスペクションミラー

インスペクションミラー クッショングリップ
HTE-2 【Ｓ】 ￥2,600（税込￥2,860）

A-2 【XS】 ￥1,240（税込￥1,364）

HTC-2 【Ｍ】 ￥2,800（税込￥3,080）

E-2 【Ｓ】 ￥1,260（税込￥1,386）

HTS-2 【Ｌ】 ￥3,200（税込￥3,520）

C-2 【Ｍ】 ￥2,000（税込￥2,200）

HTK-2 【スクエア】 ￥3,400（税込￥3,740）

S-2 【Ｌ】 ￥2,600（税込￥2,860）

●ミラーサイズ / 全長：

K-2 【スクエア】 ￥2,000（税込￥2,200）

【S】32mm / 208 〜 768mm【M】57mm / 248 〜 924mm
【L】83mm / 275 〜 752mm【スクエア】54×89mm / 286 〜 760mm

●ミラーサイズ / 全長：

●材質：ガラスミラー、ステンレス、スチール、ジオン樹脂グリップ

HTC-2

●伸縮式 ●ボールジョイント接続
HTE-2

HTK-2
HTS-2

【XS】23mm / 192mm【S】32mm / 192mm

A-2

C-2

【M】57mm / 264 〜 364mm【L】83mm / 288 〜 390mm
【スクエア】54x89mm/286 〜 387mm

E-2

●材質：ガラスミラー、ステンレス、スチール、ラバー

S-2

●ボールジョイント接続
K-2

LED インスペクションミラー
HTE-2LT 【Ｓ】 ￥3,700（税込￥4,070）
HTC-2LT 【Ｍ】 ￥3,900（税込￥4,290）

マグネットベース インスペクションミラー

HTS-2LT 【Ｌ】 ￥4,600（税込￥5,060）

C-2X 【Ｍ】 ￥4,200（税込￥4,620）

●ミラーサイズ / 全長 / 使用電源：
【S】32mm / 223 〜 910mm / CR1220 電池 2 個

S-2X 【Ｌ】 ￥4,500（税込￥4,950）

【M】57mm / 262 〜 763mm / LR41（AG3）電池 3 個

●ミラーサイズ / 全長：【M】57mm / 180mm【L】83mm / 205mm

【L】83mm / 290 〜 770mm / CR2016 電池 2 個

●材質：ガラスミラー、スチール、ネオジウム磁石
●ダブルボールジョイント接続

●材質：ガラスミラー、ステンレス、スチール、プラスチック、ラバー
●テスト用電池付属 ●ボールジョイント接続

S-2X

HTC-2LT

A-2HD A シリーズ交換用ミラー【XS】 ￥750（税込￥825）対応製品：A-2

HTE2LT-HD HTE2LT 交換用ミラー

￥840（税込￥924）対応製品：HTE-2LT 専用

E-2HD E シリーズ交換用ミラー【S】 ￥840（税込￥924）対応製品：HTE-2、E-2

HTC2LT-HD HTC2LT 交換用ミラー

￥1,220（税込￥1,342）●対応製品：HTC-2LT 専用

C-2HD C シリーズ交換用ミラー【M】 ￥1,220（税込￥1,342）

HTS2LT-HD HTS2LT 交換用ミラー

￥1,590（税込￥1,749）●対応製品：HTS-2LT 専用

対応製品：HTC-2、C-2、C-2X、HTC-2FL、GMC-2

S-2HD S シリーズ交換用ミラー【L】 ￥1,590（税込￥1,749）対応製品：HTS-2、S-2、S-2X

K-2HD K-2 交換用ミラー【スクエア】 ￥950（税込￥1,045）対応製品：K-2
K-2R HTK-2 交換用ミラー【スクエア】 ￥420（税込￥462）対応製品：HTK-2

ピックツール / ケガキツール

MP-6

H4W

マイクロピックセット 5
￥3,000（税込￥3,300）

ピックツールセット 4 差替え式
￥2,100（税込￥2,310）

●サイズ：全長 142mm ●材質：スチール、ステンレス

●サイズ：全長 167mm ●材質：ハイカーボンスチール、アルミ、磁石

●細かなパーツの分解整備などに便利なマイクロピックセット

●アルミグリップ採用 ●グリップエンドマグネット

●ピック部は硬質ステンレス

PSP-4

CHP4-L

ピックツールセット 4 ドライバーハンドル
￥2,800（税込￥3,080）

ロングピックツールセット 4
￥3,400（税込￥3,740）

●サイズ：全長 129mm ●材質：ハイカーボンスチール、プラスチック

●サイズ：全長 248mm ●材質：ハイカーボンスチール、アルミ、

●ドライバータイプ樹脂グリップ

ジオン樹脂 ●ラバーグリップ

クッショングリップ

CHP4

ピックツールセット 4 クッショングリップ
￥2,800（税込￥3,080）
●サイズ：全長 180mm ●材質：ハイカーボンスチール、アルミ、
ジオン樹脂 ●ラバーグリップ

電装系整備、O リング外し、パーツ引き上げ、ケガキ作業など細かな作業に

ワークライト
RT-3SMD

3SMD マグネットワークライト

￥5,300（税込￥5,830）

RT-6SMD
RT-3SMD

RT-6SMD

6SMD マグネットワークライト

￥7,000（税込￥7,700）

【RT-3SMD】●ルーメン / 使用電源：110LM / 単 4 電池 3 本●ヘッド部サイズ：径 75×H35mm
【RT6SMD】●ルーメン / 使用電源：375LM / 単 3 電池 3 本 ●ヘッド部サイズ：径 96×H40mm
●材質：高輝度 SMD、アルミ、樹脂、ネオジウム磁石 ●ボールジョイント仕様
●ベース裏面マグネット ※電池は別途ご用意ください

ホルダー
ソケットキャリーホルダー

各￥1,080（税込￥1,188）

SH-1725 【1/4】(6.35mm)

SH-1750

SH-1735 【3/8】(9.5mm)

UMR10

SH-1750 【1/2】(12.7mm)

マグネットレール【17 インチ】 ￥4,300（税込￥4,730）

●ソケットクリップ数：【1/4】16 個【3/8】14 個【1/2】14 個

●サイズ：W2×L26cm ●材質：スチール、N35 マグネット

●全長：432mm ●材質：スチール、ラバー ●ラバーハンドル

●強力な磁力でスチール面に固定可能なツールホルダー
●2 か所の固定用穴で壁掛け可能

スペシャリティーツール

BH-2

SG-2

1/4(6.35mm) ビットホルダー
￥520（税込￥572）

プラグギャップツール
￥490（税込￥539）
●計測可能範囲：0.6 〜 2.4mm（0.02 〜 0.1inch）●サイズ：直径 38mm
●材質：ステンレス ●表面インチ表示、裏面ミリ表示

●サイズ：89×17mm ●材質：ラバー
●1/4（6.35mm）ビット 21 個収納可能

ピストンリングコンプレッサー

No. 5

RC-1 ラチェット式２バンド

ドライバー着磁・脱磁器
￥860（税込￥946）

RC-2 L ラチェット式２バンド

●サイズ：32×27×27mm ●材質：マグネット、ラバー
●筒部分に工具を通して着磁し、外側で擦って脱磁

●高さ / 対応直径：
【RC-1】89mm / 54 〜 127mm
【RC-2】89mm / 89 〜 178mm

●直径 7mm の工具まで着磁可能

着磁

脱磁

●材質：スチール ●締め付け工具付属
※在庫限り終了。

RC-1

￥1,980（税込￥2,178）
￥2,360（税込￥2,596）

