
●重量…400g
●材質… 刃：特殊刃物鋼

   （SK55）
柄：アルミ

●先端の鋸刃形状が、根
を張る手強い雑草を
ごっそり抜き取ります。

●立ち姿勢で楽々作業
できる長柄仕様

［スチール製］長柄雑草抜き

品番 刃幅
（㎜）

全長
（㎜） 価格 税込価格 

（8％）

EA650BE-31 80 1435 4,510円 4,871円
EA650BE-131 替刃 2,200円 2,376円

●材質… 刃：刃物鋼 
柄：木

●重量…890g
●草削りや土掘りに
●ビニールサック付

草かき鍬

品番 先端幅
（㎜）

全長
（㎜） 価格 税込価格 

（8％）

EA650BG-43 210 1350 3,500円 3,780円

●刃材質…特殊刃物鋼
●草刈りやテープカット、縄切り、ケースの開封・ 
開梱などに

鋸鎌

品番 全長 刃長 価格 税込価格 
（8％）

EA650BA-8 340㎜ 170㎜ 910円 983円

長柄下刈鎌（両刃）

品番 全長 刃長 価格 税込価格 
（8％）

EA650BA-17 1350㎜ 270㎜ 10,500円 11,340円
●刃材質…特殊刃物鋼
●ツタ切り、下刈等に

刈払中厚鎌

品番 全長 刃長 価格 税込価格 
（8％）

EA650BB-10 710㎜ 180㎜ 3,960円 4,277円
●刃材質…刃物鋼（黄紙）
●雑草、小枝、細笹払い用

●材質…スチール（クロムメッキ）
●柄材質…タモ材

［スチール製］雑草抜き

品番 先端幅
（㎜）

全長
（㎜） 価格 税込価格 

（8％）

EA650BE-46 14 305 480円 518円

［ステンレス製］雑草抜き

品番 先端幅
（㎜）

全長
（㎜） 価格 税込価格

（8％）

EA650BE-44B 21 355 1,350円 1,458円
●材質…ステンレス　●柄材質…TPE
●握りやすいソフトゲルグリップ

（アメリカ）

●材質…ブレード：ステンレス刃物鋼、柄：木
●さびにくく、切れ味がよい

草削り片手鎌

品番 刃幅
（㎜）

全長
（㎜） 価格 税込価格 

（8％）

EA650BJ-44 110 340 1,630円 1,760円

●材質 … 
先端：硬鋼線材
柄：木

●重量…900g/1本

［スチール製］熊手

（2本価格）

品番 先端幅
（㎜）

全長
（㎜） 価格 税込価格 

（8％）

EA650RB-6 210～460
（調整板で調節可能） 1650 5,020円 5,422円

●刃材質…鍛造鋼　●木柄　●サヤ付
●山林の枝打ち、藪払いに

腰なた

品番 全長 刃長 価格 税込価格 
（8％）

EA650BC-43 350㎜ 165㎜ 5,070円 5,476円
EA650BC-44 360㎜ 180㎜ 5,540円 5,983円

鎌用両面砥石
●カン付
●環の色指定は
できません。

品番 粗度 仕様 サイズ 価格 税込価格 
（8％）

EA522GA-2 #180
#320

粗目・中仕上
兼用

130×50
×25㎜ 960円 1,037円

●刃材質…ハガネ鋼
 ●草刈に適した荒目仕様

ミニ鋸鎌

品番 全長 刃長 価格 税込価格 
（8％）

EA650BA-2 220㎜ 80㎜ 1,100円 1,188円

電動ガーデンシュレッダー（静音型）

品番 容量 重量
（㎏） 価格 税込価格

（8％）

EA898S-1 60ℓ 19.8 45,200円 48,816円

●付属品… シュレッダーボックス、押し込み棒保護
めがね、六角棒レンチ、めがねレンチ

●かさばる枝木を約1/10に粉砕します。
●粉砕したチップはマルチング材として再利用 
できます。

●過負荷保護機能、二重絶縁

●電源…
AC100V・1450W

●サイズ… 
630×460×925（H）㎜

●コード長…5m

●最大粉砕枝径…∅30㎜
●騒音値…78.4dB

●材質…スチール
●重量…1700g

フォーク（4本爪）

品番 先端サイズ
（㎜）

全長
（㎜） 価格 税込価格 

（8％）

EA650RC-1 230×335 1135 6,360円 6,869円

●穀物の運搬、落ち葉清掃、遺跡発掘などに。
●サイドまで平らなので、中身が入れやすく、 
作業の効率アップに。

●軽くて丈夫、洗ってもすぐに乾きます。

農業用箕

品番 サイズ（㎜） 価格 税込価格 
（8％）

EA928AD-58 420×450×124 1,840円 1,987円

グリーンブルー
カラー：ブルー 

カラー：グリーン
EA928AD-56 420×420×160 1,570円 1,696円
●材質…ポリエチレン 

●寝かせてちりとり、立ててゴミ箱
として使えます。 

●折り畳んでコンパクトに収納、 
持ち運びできます。 

ちりとり型バッグ

品番 容量
（ℓ）

サイズ（㎜）
W×D×H 価格 税込価格

（8％）

EA928AD-64 200 590×590×560 1,640円 1,771円

●耐荷重…15㎏ 
●材質…PP 
●重量…390g 

［OD色］自立型雑納バケツ（スプリング入）

●材質…ポリエステル（600デニール）
●不使用時はコンパクトに折り畳めます。
●スプリングの力で自立します。　●水抜き穴付

品番 容量 サイズ（㎜） 価格 税込価格 
（8％）

EA925M-66 56ℓ ∅400×450（H）3,990円 4,309円
EA925M-67 166ℓ∅550×700（H）6,580円 7,106円
EA925M-68 250ℓ∅600×900（H）8,250円 8,910円

66 68

250ℓ

56ℓ
166ℓ

草削り片手鎌

品番 刃幅
（㎜）

全長
（㎜） 価格 税込価格 

（8％）

EA650BJ-43 107 270 1,160円 1,253円
●材質…ブレード：ステンレス刃物鋼、柄：木
●さびにくく、切れ味がよい

●材質…クロムモリブデン鋼
●柄材質…PP/TPR　●握りやすいグリップ

［スチール製］移植こて

品番 先端サイズ
（㎜）

全長
（㎜） 価格 税込価格 

（8％）

EA650BD-22 75×152 272 780円 842円

●材質… 先端部：スチール 
柄：木

●重量…440g

溝掃除用スコップ

品番 先端サイズ
（㎜）

全長
（㎜） 価格 税込価格 

（8％）

EA650BD-61 130×185 625 740円 799円

竹ほうき

品番 穂丈
（㎜）

全長
（㎜） 入数 価格 税込価格 

（8％）

EA928CC-20S 約1050 約1800 1本 1,700円 1,836円
EA928CC-20 約1050 約1800 5本 4,400円 4,752円

●材質…竹

ひしゃく

●頭部サイズ…∅140×60（H）㎜
●柄長…約320㎜　●重量…約160g
●材質… 柄：天然木、頭部：亜鉛鉄板

品番 容量 全長 価格 税込価格 
（8％）

EA991X-20 約0.6ℓ 460㎜ 930円 1,004円

●成分…グリホサートイソプロピルアミン塩
●主成分はアミノ酸系なので、人体に安全。
●土に残留しないので散布後、すぐに種まきや苗の
植え付けもできます。

● 500㎖で10a（300坪）に使え、経済的。

除草剤

品番 容量 価格 税込価格 
（8％）

EA913AC-0.5 500㎖ 1,730円 1,868円
EA913AC-2 2ℓ 6,350円 6,858円
EA913AC-3 5ℓ 15,000円 16,200円

500㎖ 2ℓ

5ℓ

※除草剤の販売には登録が必要となります。

●液ダレしにくい泡状タイプで、しっかり密着し 
枯らしたい雑草だけを確実に枯らせます。

●成分… ギリホサート
イソプロピルアミン塩 
MCPAイソプロピル
アミン塩界面活性剤

●散布可能面積…10～50㎡
●薄めずに散布できる
ストレートタイプ

除草剤スプレー

品番 容量 価格 税込価格 
（8％）

EA913AC-21 1ℓ 860円 929円

●遮光率約99.9%で更に防草効果がアップ
●整列・配列に便利な20㎝間隔のライン入り
●従来品に比べ約1.5倍の厚みを持ち、耐久性・耐候
性を約2倍にアップ（メーカー比）

超強力防草シート

●材質…ポリプロピレン

品番 サイズ 厚み 価格 税込価格 
（8％）

EA952AD-350 1×50m 0.65㎜ 19,500円 21,060円
★耐候性・柔軟性に優れた特殊フィルムで各種防草
シートを強力に接着します。

●簡単に手で切れます。
●道路予定地、法面、メガソーラー、高架下などの

 

雑草抑制シートの目地シールに

●材質…基材：特殊ポリエチレンフィルム
         接着剤：アクリル系

 

防草テープ

品番 幅
（㎜）

長さ
（m）

厚み
（㎜） 価格 税込価格 

（8％）

EA944MT-121 100 20 約0.28 5,020円 5,422円

★

防草シート補修テープ

品番 サイズ
（㎜）

厚み
（㎜）

入数
（枚） 価格 税込価格

（8％）

EA944MT-123 100×100 約1.0 20 2,200円 2,376円

●材質…
ポリエチレンクロス

●防草シートの補修に
●強粘着＋耐候性に優れ、屋外での使用に最適です。

裏側

●防草シートや敷物類の押さえ杭に
●材質…メッキ鋼線ポリエチレン

シート押さえピン（ペグピン）

品番 全長 入数 価格 税込価格 
（8％）

EA952AD-400 180㎜ 10個 1,110円 1,199円

防犯防草ジャリ

品番 EA944D-24価格3,400円 税込価格（8％）
3,672円

●使用目安…1㎡あたり40ℓ 
●リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽
石状の環境にやさしいジャリです。 

●踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と 
大きな音（約70デシベル）が出るので、手軽に防犯
対策ができます。 

●焼成加工をしているので、無臭・無菌で清潔です。 

●材質…発泡石 
●パッケージサイズ… 
 650×450×140㎜ 
●重量…8㎏ 

木酢

品番 容量
EA913AB-52 1500㎖

●材質… 紀州備長炭木酢液 
（ウバメガシ、アラカシ
  等の天然広葉樹に限定）

●用途…土壌改良、害虫よけ
●土壌散布や葉面散布は500
～1000倍に、害虫には300倍に。
希釈して使用。

価格 2,700円 税込価格（8％）
2,916円

●加圧式スプレー
●材質 … 
タンク：ポリエチレン 
ノズル：樹脂

●ノズルで噴霧量を調整 
できます。

ハンドスプレー
（アメリカ）

品番 容量
（ℓ）

サイズ
（㎜）

重量
（g） 価格 税込価格 

（8％）

EA115ML-5 1.4 ∅120×
300（H） 340 2,260円 2,441円

●加圧式スプレー
●ホース長…900㎜
●ノズル長…250㎜
●噴霧・噴射調整可能
●材質… 
タンク：ポリエチレン 
ノズル：ポリマー

●タンク内フィルター付

ハンドスプレー
（アメリカ）

品番 容量
（ℓ）

サイズ
（㎜）

重量
（g） 価格 税込価格 

（8％）

EA115MM-16 3.8 ∅190×
330（H） 720 2,670円 2,884円

●加圧式スプレー
●ホース長…1200㎜
●ノズル長…500㎜
●材 質… 
タンク：ポリエチレン 
ノズル：ポリマー・真鍮

●圧力リリースバルブ付
●タンク内フィルター付

ハンドスプレー
（アメリカ）

品番 容量
（ℓ）

サイズ
（㎜）

重量
（㎏） 価格 税込価格 

（8％）

EA115MM-32 7.6 ∅200×
510（H） 2.0 7,340円 7,927円

EA115MM-33 11.4 ∅200×
650（H） 2.3 9,300円 10,044円

じょうろ

品番 容量
（ℓ）

サイズ
（㎜）

重量
（g） 価格 税込価格

（8％）

EA124LA-42 4.0 780×180 
×200（H） 400 2,310円 2,495円

EA124LA-43 10 1020×230 
×330（H） 900 5,870円 6,340円

EA124LA-43

●材質… 本体：ポリエチレン 
散水板：亜鉛鋼板

●ノズル接続部にストレーナーを内蔵
●運搬、水撒きに便利な補助ハンドル付き

●ホースサイズ（内径×外径）…∅12×16㎜
●最大圧力…16㎏s　●万能口金、プラグ付

●水量調節
ツマミ付

●ノズル材質…
ABS・
亜鉛
ダイカスト

スプレーノズルセット

品番 ホース長 価格 税込価格 
（8％）

EA124DV-146 7.5m 4,070円 4,396円
EA124DV-147 15m 5,900円 6,372円

146

★スプレーパターン7種（コーン、フロー、シャワー、
フラット、ミスト、ジェット、リンス）

●ホース… 
 内径：15㎜ 
 外径：20㎜

★スプレー 
パターン6種  
（ 霧・拡散・ 
ストレート・ 
ストップ・
ジョーロ・ 
シャワー）

散水ホースリール

品番 ホース長 重量 価格 税込価格 
（8％）

EA124KC-2A 20m 6.15㎏ 8,280円 8,942円
EA124KC-1 替ノズル 1,040円 1,123円
●最高使用圧力…0.69MPa以下
●材質…ポリプロピレン、塩化ビニール、ABS等
●サイズ…308×400×340（H）㎜

●遮光率約99.7%で防草効果が高い。
●整列、配列に便利な20㎝間隔のライン入り
●園芸に適したモスグリーン色

防草シート

品番 サイズ 厚み 価格 税込価格 
（8％）

EA952AD-320 1×20m 0.45㎜ 5,800円 6,264円
●材質…ポリオレフィン樹脂 

工場や現場、駐車場や庭などの草刈り・除草に！エスコ便利カタログよりオススメ商品を厳選しました！！

刈り取った草の
 運搬に！

刈り取った草の
 運搬に！

除草後の
ならし作業に！
除草後の

ならし作業に！

折りたたみ式

#SP18-001※表示価格は、2018年度カタログ価格となります。

お問い合わせ先
営業部 TEL.06-6532-6226



[充電式]草刈機

品番 刈刃サイズ 全長 重量 価格 税込価格
（8％）

EA898RC-52 ∅230㎜ 1930㎜ 4.4㎏ 22,000円 23,760円

18V

●付属品… ∅230㎜刈刃、飛散防止カバー、バッテリー×1個、充電器、肩掛けベルト、六角棒レンチ、Boxドライバー

●回転数…3000～5000rpm
●連続運転時間（目安）… （低速）約50分 

（高速）約30分
●充電時間…約90分
●車載や収納に便利な2分割式
●バッテリー…18V 

 （リチウムイオン2.5Ah）

［充電式］草刈機

品番 刈刃サイズ 全長 重量 価格 税込価格 
（8％）

EA898RC-46 ∅230㎜ 1320～1880㎜ 5.5㎏ 94,000円 101,520円
EA813HE-36 替バッテリー（1個） 22,500円 24,300円

36V

●電源…DC36V（充電式専用リチウム
イオンバッテリー）

●付属品（EA898RC-46）… 充電器、蓄電池、予備電池、∅230㎜チップソー1枚、刈刃カバー、肩掛バンド、 
吊りバンド、保護めがね、ボックススパナ、六角棒スパナ、工具袋

●回転数…4,100～5,200rpm
●連続運転時間（目安）…30～60分
●充電時間…約40分
●伸縮式で運搬・収納に便利
●電子ブレーキ付

エンジン付草刈機セット

品番 刈刃サイズ 全長 重量 価格 税込価格 
（8％）

EA898RC-23SA ∅255㎜ 1770㎜ 4.9㎏ 41,400円 44,712円
EA898RC-25S ∅230㎜ 1762㎜ 4.7㎏ 35,400円 38,232円
EA898RC-23A ∅255㎜草刈機本体＋その他付属品 35,300円 38,124円
EA898RC-25 ∅230㎜草刈機本体＋その他付属品 28,300円 30,564円

〈セット内容：EA898RC-23SA、25S〉
●草刈機本体、チップソー×3、刈刃カバー 
ナイロンカッター、迷彩手袋（L）、その他付属品

〈本体仕様〉
●燃料…混合ガソリン
●燃料タンク容量… -23A・-23SA：0.6ℓ 

-25・-25S：0.44ℓ
●排気量… -23A・-23SA：25.6㎖ 

-25・-25S：21.2㎖
●連続運転時間（目安）… -23A・-23SA：70分 

-25・-25S：65分
●その他付属 品（内容）… 

∅255㎜または∅230㎜チップソー×1、 
飛散防止カバー、肩掛けベルト、保護めがね、 
六角棒レンチ、両口スパナ、工具袋

25S

エンジン付草刈機セット

品番 刈刃サイズ 全長 重量 価格 税込価格 
（8％）

EA898RC-12S ∅255㎜ 1767㎜ 4.2㎏ 53,630円 57,920円
EA898RC-14SA ∅230㎜ 1767㎜ 4.2㎏ 48,200円 52,056円
EA898RC-12 ∅255㎜草刈機本体＋その他付属品 47,800円 51,624円
EA898RC-14A ∅230㎜草刈機本体＋その他付属品 42,300円 45,684円

〈セット内容：EA898RC-12S、14SA〉
●草刈機本体、チップソー×3、刈刃カバー 
ナイロンカッター、迷彩手袋（L)、その他付属品

〈本体仕様〉
●燃料…混合ガソリン
●燃料タンク容量…0.4ℓ
●排気量…26.9㎖
●連続運転時間（目安）… -12・-12S：30分 

-14A・-14SA：60分
●その他 付属品（内容）… 

∅255㎜または∅230㎜チップソー×1、 
飛散防止カバー、肩掛けベルト、 
保護めがね、六角棒レンチ、両口スパナ、工具袋

14SA

電動草刈機［ナイロンカッター専用］

品番 刈幅 全長 重量 価格 税込価格 
（8％）

EA898RB-10 250㎜ 1281～1361㎜ 2.1㎏ 10,500円 11,340円

●∅1.65㎜ナイロンカッター
●電源…AC100V・400W
● 10m延長コード付
● 80㎜伸縮パイプ
● 180°モータハウジング回転
●キワ刈りに便利なエッジガイド付

●一体型サブタンク
で 10：1～100：1の
混合ガソリンを手
軽に作ることがで
きます。

［混合燃料用］タンク

品番 容量 価格 税込価格 
（8％）

EA991HZ-2 2ℓ 1,500円 1,620円
EA991HZ-5 5ℓ 2,430円 2,624円

●ポリエチレン容器
●目盛付サブタンク
一体型

●ジャバラノズル付

草刈機用肩掛ベルト

●フリーサイズ　 ●重量…171g
●材質… パッド：ウレタン 

フック：鉄、ベルト：ポリプロピレン

●全機種対応

●簡単脱着（ワンタッチで脱着が可能なフック付）
●ソフトパッドが肩への負担・疲労を軽減します。

品番 ベルト長 価格 税込価格 
（8％）

EA898RC-110 1500㎜ 1,130円 1,220円

●草刈機に装着したまま
ナイロンコードが差し
込みできます。

 ●タップ式ノブ（アルミ鋳造製）を地面に当てるだ
けでコードが伸びます。

●直径…110㎜
●穴径…25.4㎜

ナイロンカッター

品番 四角ナイロンコード 価格 税込価格 
（8％）

EA898R-6 □2.4㎜×5m 3,860円 4,169円
●直径…100㎜　●穴径…25.4㎜
●草刈機に装着したままナイロンコードが差し込み
できます。

ナイロンカッター

品番 四角ナイロンコード 価格 税込価格 
（8％）

EA898R-7 □2.4×290㎜
（2本） 3,650円 3,942円

● EA898R-6・-7用 ●耐久性があり、切れ味に優れます。

ナイロンカッター用替コード

品番 四角ナイロンコード 価格 税込価格 
（8％）

EA898R-26 □2.4㎜×50m 3,970円 4,288円
EA898R-27 □2.4㎜×100m 4,420円 4,774円

26 27

超硬チップソー

品番 直径
（㎜）山数

入数
（枚） 価格 税込価格

（8％）

EA898B-31 230 36 1 650円 702円
EA898B-32 255 40 1 650円 702円
EA898B-61 230 36 30 18,000円 19,440円
EA898B-62 255 40 30 18,000円 19,440円

●刃厚…2.0㎜
●穴径…25.4㎜
●衝撃に強い、
完全埋込み型

●用途…
 
畦草、雑草、すすき、笹

●木工用チップの側面研磨をしているので、 
刈れ具合抜群

超硬チップソー

品番 直径
（㎜） 山数 価格 税込価格 

（8％）

EA898B-9 230 64 2,000円 2,160円
EA898B-10 255 64 2,000円 2,160円

●刃厚…1.4㎜
●穴径…25.4㎜

●用途…笹、竹、雑木

●チップ先端が丸くなり難い最高級チップ採用。
●長寿命タイプ

●刃厚…2.0㎜
●穴径…25.4㎜

●山林向けに最適な刃数。

超硬チップソー

品番 直径
（㎜） 山数 価格 税込価格 

（8％）

EA898B-41 230 54 2,260円 2,441円
EA898B-42 255 60 2,260円 2,441円

●用途…

 

雑木、笹、
竹、雑草

● EA898R-6・-7用
● NYLON12を添加した摩耗や劣化の少ないタイプ

ナイロンカッター用替コード

品番 四角ナイロンコード 価格 税込価格 
（8％）

EA898R-20 □2.4㎜×50m 4,420円 4,774円
EA898R-21 □2.4㎜×100m 6,000円 6,480円

20 21

●草刈機の移動時の安全対策に
★ポケットに余裕を設けた新デザイン。 
草刈機用安定板を装着したままで収納できます。

●サイズ…∅290㎜

草刈機用安全カバー

品番 適用サイズ 価格 税込価格 
（8％）

EA898RC-190 ∅230・255㎜ 1,400円 1,512円

★

●用途… 
コンクリート、アスファ
ルト、石畳などの雑草の
除去、汚泥や苔の除去

●使用回転数…2,000rpm
●ナイロンカッターより
小石跳ねが少なく、安全
に作業できます。

●通常のチップソーと同じ
用途（土面での草刈）に
はご使用になれません。

草刈回転刃（コンクリート・アスファルト用）

品番 直径（㎜）穴径（㎜） 価格 税込価格 
（8％）

EA898BA-1 230 25.4 2,790円 3,013円

●ドライバーとBOX
レンチの1丁2役、
草刈機の替刃交換
などに便利です。

［草刈機用］レンチ&ドライバー

品番 サイズ
（㎜）

全長
（㎜） 価格 税込価格 

（8％）

EA898B-29 ⊕#3
六角：13×19 160 520円 562円

巻き付き防止ブレード

（2枚価格）

●材質…スチール

●草刈機のネックに巻き付く草をカットします。
●刈刃の上に装着して下さい。

品番 直径 穴径 価格 税込価格 
（8％）

EA898B-26 120㎜ 25.4㎜ 1,200円 1,296円

●材質… バンド：
ポリプロピレン  
パッド部：
低反発ウレタン

●肩への負担が左右に分散され、作業疲れを軽減し
ます。

●重量…242g

草刈機用肩掛ベルト（ダブル仕様）

品番 ベルト長 価格 税込価格 
（8％）

EA898RC-210 1500㎜×2 2,450円 2,646円
草刈機用飛散防護カバー

150 160

品番 サイズ
（㎜）

重量
（g） 価格 税込価格 

（8％）

EA898RC-150 380×255×538（H） 270 3,400円 3,672円
EA898RC-160 取替え用ネット（1枚） 680円 734円
●材質… 
本体：ポリプロピレン 
金具：ステンレス・スチール 
ネット：ポリエステル

●刈払機、草刈機用
●全機種対応、取付簡単
●小石、草、チップソーの破片等の飛散物から身を守る!

●防虫成分
シトロネラの
香りで、害虫
や蚊を寄せ付
けません。

●ふた付

防虫キャンドルバケツ

品番 燃焼時間 価格 税込価格 
（8％）

EA914AL-11 約9時間 1,110円 1,199円
EA914AL-12 約40時間 3,200円 3,456円

11 12

［キャスター付］クーラーボックス

●材質…本体：ポリエチレン、密封材：PS/PP、断熱材：PU
●キャスター、水抜き栓付

品番 容量 重量 価格 税込価格 
（8％）

EA917AJ-47 47ℓ 4.6㎏ 14,900円 16,092円
品番 外寸（W×D×H）㎜ 内寸（W×D×H）㎜

EA917AJ-47 620×360×390 510×285×295

保冷バッグ（キャリー付）

品番 容量
（ℓ）

サイズ
（㎜） 価格 税込価格

（8％）

EA925MF-40 35 370×340×890（H）10,900円 11,772円
● 10㎜厚の断熱材で、保冷力に優れます。
●キャリーカート仕様で持ち運びに便利です。

●材質… ポリエステル、
PVC、EPE

●材質… 
主成分：天然高分子（植物） 
容器： ポリエチレン、 

ナイロン
●魚も凍る表面温度－16℃
のスピード氷結タイプ

強力保冷剤（スピード氷結）

品番 サイズ
（㎜）

重量
（g） 価格 税込価格 

（8％）

EA917H-1A 195×135×26（T） 約550 860円 929円

保冷剤

品番 サイズ
（㎜）

重量
（g） 価格 税込価格 

（8％）

EA917H-2A 150×180×28（T） 500 330円 356円
EA917H-3A 195×288×22（T） 800 560円 605円

2A 3A

●材質… 
水、吸水性樹脂、
防腐剤

●冷凍庫で凍結
させて繰り返
し使用するこ
とができます。

●室外作業の飲料水や手洗い水用に最適
●飲み物を入れやすい全開ふた仕様
●水栓は指圧ゴムスイッチ式で、液体を出しやすく、
しずくが垂れません。

●材 質… 
本体・ふた：ポリエチレン
密封材：PS/PP、断熱材：PU

●重量…-18：2.5㎏、-23：3.1㎏

ジャグ

品番 容量
（ℓ）

サイズ
（㎜） 価格 税込価格 

（8％）

EA917AB-18 18 ∅333×450 9,500円 10,260円
EA917AB-23 23 ∅333×549 9,900円 10,692円
EA917AB-118 交換用蛇口 480円 518円

●フェイスガードは上下に稼働します。

●材質… 
ヘルメット： 
 ポリエチレン 
フェイスガード：PET

●フェイスガードには
ゴミよけシート付

●刈り払い作業や
チェーンソー使用時
に最適です。

防災面（ヘルメット付）

品番 頭サイズ フェイスガードサイズ 価格 税込価格 
（8％）

EA768HM-12 53～61㎝ 202×280㎜ 6,500円 7,020円

防虫ネット
●材質… 

 ナイロンメッシュ
●草刈や農作業時の
虫刺されから頭部
を保護します。

●ヘルメットや帽子
を被ったまま使用
できます。

●帽子は別売です。

品番 EA768H-1価格1,800円 税込価格（8%）
1,944円

防虫アームカバー

（1双価格）

●材質… 
 ポリエステル100%

●全長…520㎜
●袖口・手首ゴムしぼり
●虫を寄せ付けない忌避
剤加工したメッシュを
使った腕カバーです。

●手洗いできます。

品番 全長 価格 税込価格 
（8％）

EA768HA-16 520㎜ 1,130円 1,220円

●材質… 
帽子：綿100% 
ネット： 
 ポリエステル

帽子（防虫ネット内蔵）
11A

12A

11A 12A

●ネットの長さ…45㎝
●ネットの直径…27㎝
●必要な時だけネットを取出し、通常は普通の帽子
としてお使いいただけます。

●虫除けと紫外線対策が同時にできる優れものです。
●草刈、釣り、登山など屋外作業にお使い下さい。
●手洗いできます。

品番 カラー 頭回り 価格 税込価格 
（8％）

EA768HA-11A ベージュ 58.5㎝ 1,460円 1,577円
EA768HA-12A グレー 58.5㎝ 1,460円 1,577円

●草汁の付着を防ぐ撥水
加工ナイロン製

●簡易着脱のファスナー
タイプ
★面ファスナーにより 
サイズの調整が可能です。

草刈用スパッツ（ファスナー付）

（1組価格）

品番 全長 価格 税込価格 
（8％）

EA354-66 約450㎜ 1,260円 1,361円

★

草刈用エプロン
●材質… 

 ポリエステルメッシュ
●ベルト長さ…約1300㎜
●腰ベルトを巻きあげて 
丈の長さを調節可能

●着脱が簡単なワンタッチ
バックル式

●メッシュ製で風が通り抜け、
暑い場所での作業に最適

品番 サイズ（㎜） 価格 税込価格 
（8％）

EA768H-5 850×1150 2,200円 2,376円

●フリーサイズ
●すね・ひざの保護に
●草刈り作業時の石等
の飛来物防止に

すねガード

（1組価格）

品番 サイズ 価格 税込価格 
（8％）

EA354-61 150×480㎜ 2,430円 2,624円

つま先ガード［スチール製］

●刈払作業時のつま先の保護に。
●サイズ…4.5×9.5×4.5㎝ ●材質…スチール
●片足用 ●長靴の上からも着用できます。

品番 EA354-10 価格1,200円 税込価格（8%）
1,296円

（1個価格）

[灯油式]草焼きバーナー

品番 火炎温度
（℃）

連続
使用時間 価格 税込価格

（8％）

EA303YG-1A 1300 約20～30分 21,600円 23,328円
●発熱量…47,000kcal/h
●火炎長さ…600㎜
●完全気化方式
●使用燃料…灯油（容量2.0ℓ）
●全長…1330㎜　●重量…3.05㎏
●雑草焼却、乾燥作業、解凍作業、
芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、
道路工事に

［カセットガス式］バーナー

品番 火炎温度
（℃）

連続
使用時間 価格 税込価格

（8％）

EA303YF-3A 1300 約10分 8,620円 9,310円

250gカセットガス付

●発熱量…22,000kcal/h
●火炎長さ…300㎜　
●電子着火方式
●全長…680㎜　
●重量…0.8㎏

替カセットガス（3本入）
EA303YF-11 レギュラー（250g） 960円 1,037円

安全長靴［踏抜き防止/アメゴム底］
● JIS T 8101（S種） 
相当品

●材質…天然ゴム
●鉄芯入
●踏抜き防止鉄板入
●滑りにくいデッキ
タイプアメゴム底

●幅…3E

品番 サイズ
EA998RH-24.5 24.5㎝
EA998RH-25 25.0㎝
EA998RH-25.5 25.5㎝
EA998RH-26 26.0㎝ 価格5,470円 税込価格（8%）

5,908円

EA998RH-26.5 26.5㎝
EA998RH-27 27.0㎝
EA998RH-28 28.0㎝

品番 サイズ

安全長靴［踏抜き防止］
●材質… 

 本体・靴底：天然ゴム
●鋼製先芯入り
●踏み抜き防止板入り
●砂やホコリの侵入を 
防ぐカバー付

●歩きやすいショート 
タイプ

●幅…3E

品番 サイズ（㎝）
EA998RT-24.5 24.5～25.0
EA998RT-25.5 25.5～26.0

価格4,700円 税込価格（8%）
5,076円

EA998RT-26.5 26.5～27.0
EA998RT-27.5 27.5～28.0

品番 サイズ（㎝）

虫よけスプレー

品番 内容量 価格 税込価格
（8％）

EA941E-5 200㎖ 930円 1,004円
●虫よけ成分と、汗のニオイも抑える抗菌成分で二重の虫
よけ効果（汗のニオイに誘引される虫を寄せ付けません） 

●対象害虫… ユスリカ、チョウバエ、
アリ 

●衣類にやさしい成分で、服の上 
から狙ってくる虫に効果があり
ます。 

●冷感香料とメントール配合

●腕や腰に装着可能な迷彩ベルト付。
●電源…単4電池×2本（付属）
●有効期間は1日6時間使用の場合です。

●蚊成虫の駆除および
忌避に

●まわる薬剤カート
リッジで効き目が広
がります。

［電池式］蚊用殺虫剤

品番 仕様 有効期間 価格 税込価格 
（8％）

EA941B-3B カートリッジ付 約40日 1,300円 1,404円
EA941B-13A 詰替用（1個） 620円 670円

3B 13A

スズメバチマグナムジェットプロ

品番 内容量 価格 税込価格
（8％）

EA941D-6 550㎖ 2,240円 2,419円

●対象害虫… 
スズメバチ、アシナガバチ、 
クマバチ、ミツバチ、アブ、ブヨ、
クモ、毛虫、ムカデ、カメムシ 

●バズーカ方式の強力噴射で巣ごと撃退します。 
（約45秒で全て噴射） 
●即効性、致死効果に優れた4つの有効成分配合 

熊よけベル
●サイズ…52×45×180（H）㎜
●重量…115g
●材質… ベル：真鍮鋳物 

カラビナ：アルミニウム
●遠くまで音が響く真鍮鋳物製

品番 EA864CY-1価格2,410円 税込価格（8%）
2,603円

●伸縮ストラップにマジックテープ止

●表面に硬いABSキャップが
付いています。

ニーパッド
（アメリカ）

（左右1組価格）

品番 カップ材質 カップサイズ 価格 税込価格 
（8％）

EA926BA-4 ABS樹脂 110×140㎜ 2,620円 2,830円

保護めがね（スチールメッシュ）

●材質… 本体：スチールメッシュ 
ストラップ：ゴム布製

●ストラップ…13×390㎜（調整可）
●メッシュ構造のため通気性が良く、快適に作業が
できます。

●熱吸収性があり、赤外線作業、熱鍛造作業にも使用
できます。

品番 サイズ 価格 税込価格 
（8％）

EA800KK-1 90×160㎜ 1,770円 1,912円



[充電式]草刈機

品番 刈刃サイズ 全長 重量 価格 税込価格
（8％）

EA898RC-52 ∅230㎜ 1930㎜ 4.4㎏ 22,000円 23,760円

18V

●付属品… ∅230㎜刈刃、飛散防止カバー、バッテリー×1個、充電器、肩掛けベルト、六角棒レンチ、Boxドライバー

●回転数…3000～5000rpm
●連続運転時間（目安）… （低速）約50分 

（高速）約30分
●充電時間…約90分
●車載や収納に便利な2分割式
●バッテリー…18V 

 （リチウムイオン2.5Ah）

［充電式］草刈機

品番 刈刃サイズ 全長 重量 価格 税込価格 
（8％）

EA898RC-46 ∅230㎜ 1320～1880㎜ 5.5㎏ 94,000円 101,520円
EA813HE-36 替バッテリー（1個） 22,500円 24,300円

36V

●電源…DC36V（充電式専用リチウム
イオンバッテリー）

●付属品（EA898RC-46）… 充電器、蓄電池、予備電池、∅230㎜チップソー1枚、刈刃カバー、肩掛バンド、 
吊りバンド、保護めがね、ボックススパナ、六角棒スパナ、工具袋

●回転数…4,100～5,200rpm
●連続運転時間（目安）…30～60分
●充電時間…約40分
●伸縮式で運搬・収納に便利
●電子ブレーキ付

エンジン付草刈機セット

品番 刈刃サイズ 全長 重量 価格 税込価格 
（8％）

EA898RC-23SA ∅255㎜ 1770㎜ 4.9㎏ 41,400円 44,712円
EA898RC-25S ∅230㎜ 1762㎜ 4.7㎏ 35,400円 38,232円
EA898RC-23A ∅255㎜草刈機本体＋その他付属品 35,300円 38,124円
EA898RC-25 ∅230㎜草刈機本体＋その他付属品 28,300円 30,564円

〈セット内容：EA898RC-23SA、25S〉
●草刈機本体、チップソー×3、刈刃カバー 
ナイロンカッター、迷彩手袋（L）、その他付属品

〈本体仕様〉
●燃料…混合ガソリン
●燃料タンク容量… -23A・-23SA：0.6ℓ 

-25・-25S：0.44ℓ
●排気量… -23A・-23SA：25.6㎖ 

-25・-25S：21.2㎖
●連続運転時間（目安）… -23A・-23SA：70分 

-25・-25S：65分
●その他付属 品（内容）… 

∅255㎜または∅230㎜チップソー×1、 
飛散防止カバー、肩掛けベルト、保護めがね、 
六角棒レンチ、両口スパナ、工具袋

25S

エンジン付草刈機セット

品番 刈刃サイズ 全長 重量 価格 税込価格 
（8％）

EA898RC-12S ∅255㎜ 1767㎜ 4.2㎏ 53,630円 57,920円
EA898RC-14SA ∅230㎜ 1767㎜ 4.2㎏ 48,200円 52,056円
EA898RC-12 ∅255㎜草刈機本体＋その他付属品 47,800円 51,624円
EA898RC-14A ∅230㎜草刈機本体＋その他付属品 42,300円 45,684円

〈セット内容：EA898RC-12S、14SA〉
●草刈機本体、チップソー×3、刈刃カバー 
ナイロンカッター、迷彩手袋（L)、その他付属品

〈本体仕様〉
●燃料…混合ガソリン
●燃料タンク容量…0.4ℓ
●排気量…26.9㎖
●連続運転時間（目安）… -12・-12S：30分 

-14A・-14SA：60分
●その他 付属品（内容）… 

∅255㎜または∅230㎜チップソー×1、 
飛散防止カバー、肩掛けベルト、 
保護めがね、六角棒レンチ、両口スパナ、工具袋

14SA

電動草刈機［ナイロンカッター専用］

品番 刈幅 全長 重量 価格 税込価格 
（8％）

EA898RB-10 250㎜ 1281～1361㎜ 2.1㎏ 10,500円 11,340円

●∅1.65㎜ナイロンカッター
●電源…AC100V・400W
● 10m延長コード付
● 80㎜伸縮パイプ
● 180°モータハウジング回転
●キワ刈りに便利なエッジガイド付

●一体型サブタンク
で 10：1～100：1の
混合ガソリンを手
軽に作ることがで
きます。

［混合燃料用］タンク

品番 容量 価格 税込価格 
（8％）

EA991HZ-2 2ℓ 1,500円 1,620円
EA991HZ-5 5ℓ 2,430円 2,624円

●ポリエチレン容器
●目盛付サブタンク
一体型

●ジャバラノズル付

草刈機用肩掛ベルト

●フリーサイズ　 ●重量…171g
●材質… パッド：ウレタン 

フック：鉄、ベルト：ポリプロピレン

●全機種対応

●簡単脱着（ワンタッチで脱着が可能なフック付）
●ソフトパッドが肩への負担・疲労を軽減します。

品番 ベルト長 価格 税込価格 
（8％）

EA898RC-110 1500㎜ 1,130円 1,220円

●草刈機に装着したまま
ナイロンコードが差し
込みできます。

 ●タップ式ノブ（アルミ鋳造製）を地面に当てるだ
けでコードが伸びます。

●直径…110㎜
●穴径…25.4㎜

ナイロンカッター

品番 四角ナイロンコード 価格 税込価格 
（8％）

EA898R-6 □2.4㎜×5m 3,860円 4,169円
●直径…100㎜　●穴径…25.4㎜
●草刈機に装着したままナイロンコードが差し込み
できます。

ナイロンカッター

品番 四角ナイロンコード 価格 税込価格 
（8％）

EA898R-7 □2.4×290㎜
（2本） 3,650円 3,942円

● EA898R-6・-7用 ●耐久性があり、切れ味に優れます。

ナイロンカッター用替コード

品番 四角ナイロンコード 価格 税込価格 
（8％）

EA898R-26 □2.4㎜×50m 3,970円 4,288円
EA898R-27 □2.4㎜×100m 4,420円 4,774円

26 27

超硬チップソー

品番 直径
（㎜）山数

入数
（枚） 価格 税込価格

（8％）

EA898B-31 230 36 1 650円 702円
EA898B-32 255 40 1 650円 702円
EA898B-61 230 36 30 18,000円 19,440円
EA898B-62 255 40 30 18,000円 19,440円

●刃厚…2.0㎜
●穴径…25.4㎜
●衝撃に強い、
完全埋込み型

●用途…
 
畦草、雑草、すすき、笹

●木工用チップの側面研磨をしているので、 
刈れ具合抜群

超硬チップソー

品番 直径
（㎜） 山数 価格 税込価格 

（8％）

EA898B-9 230 64 2,000円 2,160円
EA898B-10 255 64 2,000円 2,160円

●刃厚…1.4㎜
●穴径…25.4㎜

●用途…笹、竹、雑木

●チップ先端が丸くなり難い最高級チップ採用。
●長寿命タイプ

●刃厚…2.0㎜
●穴径…25.4㎜

●山林向けに最適な刃数。

超硬チップソー

品番 直径
（㎜） 山数 価格 税込価格 

（8％）

EA898B-41 230 54 2,260円 2,441円
EA898B-42 255 60 2,260円 2,441円

●用途…

 

雑木、笹、
竹、雑草

● EA898R-6・-7用
● NYLON12を添加した摩耗や劣化の少ないタイプ

ナイロンカッター用替コード

品番 四角ナイロンコード 価格 税込価格 
（8％）

EA898R-20 □2.4㎜×50m 4,420円 4,774円
EA898R-21 □2.4㎜×100m 6,000円 6,480円

20 21

●草刈機の移動時の安全対策に
★ポケットに余裕を設けた新デザイン。 
草刈機用安定板を装着したままで収納できます。

●サイズ…∅290㎜

草刈機用安全カバー

品番 適用サイズ 価格 税込価格 
（8％）

EA898RC-190 ∅230・255㎜ 1,400円 1,512円

★

●用途… 
コンクリート、アスファ
ルト、石畳などの雑草の
除去、汚泥や苔の除去

●使用回転数…2,000rpm
●ナイロンカッターより
小石跳ねが少なく、安全
に作業できます。

●通常のチップソーと同じ
用途（土面での草刈）に
はご使用になれません。

草刈回転刃（コンクリート・アスファルト用）

品番 直径（㎜）穴径（㎜） 価格 税込価格 
（8％）

EA898BA-1 230 25.4 2,790円 3,013円

●ドライバーとBOX
レンチの1丁2役、
草刈機の替刃交換
などに便利です。

［草刈機用］レンチ&ドライバー

品番 サイズ
（㎜）

全長
（㎜） 価格 税込価格 

（8％）

EA898B-29 ⊕#3
六角：13×19 160 520円 562円

巻き付き防止ブレード

（2枚価格）

●材質…スチール

●草刈機のネックに巻き付く草をカットします。
●刈刃の上に装着して下さい。

品番 直径 穴径 価格 税込価格 
（8％）

EA898B-26 120㎜ 25.4㎜ 1,200円 1,296円

●材質… バンド：
ポリプロピレン  
パッド部：
低反発ウレタン

●肩への負担が左右に分散され、作業疲れを軽減し
ます。

●重量…242g

草刈機用肩掛ベルト（ダブル仕様）

品番 ベルト長 価格 税込価格 
（8％）

EA898RC-210 1500㎜×2 2,450円 2,646円
草刈機用飛散防護カバー

150 160

品番 サイズ
（㎜）

重量
（g） 価格 税込価格 

（8％）

EA898RC-150 380×255×538（H） 270 3,400円 3,672円
EA898RC-160 取替え用ネット（1枚） 680円 734円
●材質… 
本体：ポリプロピレン 
金具：ステンレス・スチール 
ネット：ポリエステル

●刈払機、草刈機用
●全機種対応、取付簡単
●小石、草、チップソーの破片等の飛散物から身を守る!

●防虫成分
シトロネラの
香りで、害虫
や蚊を寄せ付
けません。

●ふた付

防虫キャンドルバケツ

品番 燃焼時間 価格 税込価格 
（8％）

EA914AL-11 約9時間 1,110円 1,199円
EA914AL-12 約40時間 3,200円 3,456円
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［キャスター付］クーラーボックス

●材質…本体：ポリエチレン、密封材：PS/PP、断熱材：PU
●キャスター、水抜き栓付

品番 容量 重量 価格 税込価格 
（8％）

EA917AJ-47 47ℓ 4.6㎏ 14,900円 16,092円
品番 外寸（W×D×H）㎜ 内寸（W×D×H）㎜

EA917AJ-47 620×360×390 510×285×295

保冷バッグ（キャリー付）

品番 容量
（ℓ）

サイズ
（㎜） 価格 税込価格

（8％）

EA925MF-40 35 370×340×890（H）10,900円 11,772円
● 10㎜厚の断熱材で、保冷力に優れます。
●キャリーカート仕様で持ち運びに便利です。

●材質… ポリエステル、
PVC、EPE

●材質… 
主成分：天然高分子（植物） 
容器： ポリエチレン、 

ナイロン
●魚も凍る表面温度－16℃
のスピード氷結タイプ

強力保冷剤（スピード氷結）

品番 サイズ
（㎜）

重量
（g） 価格 税込価格 

（8％）

EA917H-1A 195×135×26（T） 約550 860円 929円

保冷剤

品番 サイズ
（㎜）

重量
（g） 価格 税込価格 

（8％）

EA917H-2A 150×180×28（T） 500 330円 356円
EA917H-3A 195×288×22（T） 800 560円 605円

2A 3A

●材質… 
水、吸水性樹脂、
防腐剤

●冷凍庫で凍結
させて繰り返
し使用するこ
とができます。

●室外作業の飲料水や手洗い水用に最適
●飲み物を入れやすい全開ふた仕様
●水栓は指圧ゴムスイッチ式で、液体を出しやすく、
しずくが垂れません。

●材 質… 
本体・ふた：ポリエチレン
密封材：PS/PP、断熱材：PU

●重量…-18：2.5㎏、-23：3.1㎏

ジャグ

品番 容量
（ℓ）

サイズ
（㎜） 価格 税込価格 

（8％）

EA917AB-18 18 ∅333×450 9,500円 10,260円
EA917AB-23 23 ∅333×549 9,900円 10,692円
EA917AB-118 交換用蛇口 480円 518円

●フェイスガードは上下に稼働します。

●材質… 
ヘルメット： 
 ポリエチレン 
フェイスガード：PET

●フェイスガードには
ゴミよけシート付

●刈り払い作業や
チェーンソー使用時
に最適です。

防災面（ヘルメット付）

品番 頭サイズ フェイスガードサイズ 価格 税込価格 
（8％）

EA768HM-12 53～61㎝ 202×280㎜ 6,500円 7,020円

防虫ネット
●材質… 

 ナイロンメッシュ
●草刈や農作業時の
虫刺されから頭部
を保護します。

●ヘルメットや帽子
を被ったまま使用
できます。

●帽子は別売です。

品番 EA768H-1価格1,800円 税込価格（8%）
1,944円

防虫アームカバー

（1双価格）

●材質… 
 ポリエステル100%

●全長…520㎜
●袖口・手首ゴムしぼり
●虫を寄せ付けない忌避
剤加工したメッシュを
使った腕カバーです。

●手洗いできます。

品番 全長 価格 税込価格 
（8％）

EA768HA-16 520㎜ 1,130円 1,220円

●材質… 
帽子：綿100% 
ネット： 
 ポリエステル

帽子（防虫ネット内蔵）
11A

12A

11A 12A

●ネットの長さ…45㎝
●ネットの直径…27㎝
●必要な時だけネットを取出し、通常は普通の帽子
としてお使いいただけます。

●虫除けと紫外線対策が同時にできる優れものです。
●草刈、釣り、登山など屋外作業にお使い下さい。
●手洗いできます。

品番 カラー 頭回り 価格 税込価格 
（8％）

EA768HA-11A ベージュ 58.5㎝ 1,460円 1,577円
EA768HA-12A グレー 58.5㎝ 1,460円 1,577円

●草汁の付着を防ぐ撥水
加工ナイロン製

●簡易着脱のファスナー
タイプ
★面ファスナーにより 
サイズの調整が可能です。

草刈用スパッツ（ファスナー付）

（1組価格）

品番 全長 価格 税込価格 
（8％）

EA354-66 約450㎜ 1,260円 1,361円

★

草刈用エプロン
●材質… 

 ポリエステルメッシュ
●ベルト長さ…約1300㎜
●腰ベルトを巻きあげて 
丈の長さを調節可能

●着脱が簡単なワンタッチ
バックル式

●メッシュ製で風が通り抜け、
暑い場所での作業に最適

品番 サイズ（㎜） 価格 税込価格 
（8％）

EA768H-5 850×1150 2,200円 2,376円

●フリーサイズ
●すね・ひざの保護に
●草刈り作業時の石等
の飛来物防止に

すねガード

（1組価格）

品番 サイズ 価格 税込価格 
（8％）

EA354-61 150×480㎜ 2,430円 2,624円

つま先ガード［スチール製］

●刈払作業時のつま先の保護に。
●サイズ…4.5×9.5×4.5㎝ ●材質…スチール
●片足用 ●長靴の上からも着用できます。

品番 EA354-10 価格1,200円 税込価格（8%）
1,296円

（1個価格）

[灯油式]草焼きバーナー

品番 火炎温度
（℃）

連続
使用時間 価格 税込価格

（8％）

EA303YG-1A 1300 約20～30分 21,600円 23,328円
●発熱量…47,000kcal/h
●火炎長さ…600㎜
●完全気化方式
●使用燃料…灯油（容量2.0ℓ）
●全長…1330㎜　●重量…3.05㎏
●雑草焼却、乾燥作業、解凍作業、
芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、
道路工事に

［カセットガス式］バーナー

品番 火炎温度
（℃）

連続
使用時間 価格 税込価格

（8％）

EA303YF-3A 1300 約10分 8,620円 9,310円

250gカセットガス付

●発熱量…22,000kcal/h
●火炎長さ…300㎜　
●電子着火方式
●全長…680㎜　
●重量…0.8㎏

替カセットガス（3本入）
EA303YF-11 レギュラー（250g） 960円 1,037円

安全長靴［踏抜き防止/アメゴム底］
● JIS T 8101（S種） 
相当品

●材質…天然ゴム
●鉄芯入
●踏抜き防止鉄板入
●滑りにくいデッキ
タイプアメゴム底

●幅…3E

品番 サイズ
EA998RH-24.5 24.5㎝
EA998RH-25 25.0㎝
EA998RH-25.5 25.5㎝
EA998RH-26 26.0㎝ 価格5,470円 税込価格（8%）

5,908円

EA998RH-26.5 26.5㎝
EA998RH-27 27.0㎝
EA998RH-28 28.0㎝

品番 サイズ

安全長靴［踏抜き防止］
●材質… 

 本体・靴底：天然ゴム
●鋼製先芯入り
●踏み抜き防止板入り
●砂やホコリの侵入を 
防ぐカバー付

●歩きやすいショート 
タイプ

●幅…3E

品番 サイズ（㎝）
EA998RT-24.5 24.5～25.0
EA998RT-25.5 25.5～26.0

価格4,700円 税込価格（8%）
5,076円

EA998RT-26.5 26.5～27.0
EA998RT-27.5 27.5～28.0

品番 サイズ（㎝）

虫よけスプレー

品番 内容量 価格 税込価格
（8％）

EA941E-5 200㎖ 930円 1,004円
●虫よけ成分と、汗のニオイも抑える抗菌成分で二重の虫
よけ効果（汗のニオイに誘引される虫を寄せ付けません） 

●対象害虫… ユスリカ、チョウバエ、
アリ 

●衣類にやさしい成分で、服の上 
から狙ってくる虫に効果があり
ます。 

●冷感香料とメントール配合

●腕や腰に装着可能な迷彩ベルト付。
●電源…単4電池×2本（付属）
●有効期間は1日6時間使用の場合です。

●蚊成虫の駆除および
忌避に

●まわる薬剤カート
リッジで効き目が広
がります。

［電池式］蚊用殺虫剤

品番 仕様 有効期間 価格 税込価格 
（8％）

EA941B-3B カートリッジ付 約40日 1,300円 1,404円
EA941B-13A 詰替用（1個） 620円 670円

3B 13A

スズメバチマグナムジェットプロ

品番 内容量 価格 税込価格
（8％）

EA941D-6 550㎖ 2,240円 2,419円

●対象害虫… 
スズメバチ、アシナガバチ、 
クマバチ、ミツバチ、アブ、ブヨ、
クモ、毛虫、ムカデ、カメムシ 

●バズーカ方式の強力噴射で巣ごと撃退します。 
（約45秒で全て噴射） 
●即効性、致死効果に優れた4つの有効成分配合 

熊よけベル
●サイズ…52×45×180（H）㎜
●重量…115g
●材質… ベル：真鍮鋳物 

カラビナ：アルミニウム
●遠くまで音が響く真鍮鋳物製

品番 EA864CY-1価格2,410円 税込価格（8%）
2,603円

●伸縮ストラップにマジックテープ止

●表面に硬いABSキャップが
付いています。

ニーパッド
（アメリカ）

（左右1組価格）

品番 カップ材質 カップサイズ 価格 税込価格 
（8％）

EA926BA-4 ABS樹脂 110×140㎜ 2,620円 2,830円

保護めがね（スチールメッシュ）

●材質… 本体：スチールメッシュ 
ストラップ：ゴム布製

●ストラップ…13×390㎜（調整可）
●メッシュ構造のため通気性が良く、快適に作業が
できます。

●熱吸収性があり、赤外線作業、熱鍛造作業にも使用
できます。

品番 サイズ 価格 税込価格 
（8％）

EA800KK-1 90×160㎜ 1,770円 1,912円



●重量…400g
●材質… 刃：特殊刃物鋼

   （SK55）
柄：アルミ

●先端の鋸刃形状が、根
を張る手強い雑草を
ごっそり抜き取ります。

●立ち姿勢で楽々作業
できる長柄仕様

［スチール製］長柄雑草抜き

品番 刃幅
（㎜）

全長
（㎜） 価格 税込価格 

（8％）

EA650BE-31 80 1435 4,510円 4,871円
EA650BE-131 替刃 2,200円 2,376円

●材質… 刃：刃物鋼 
柄：木

●重量…890g
●草削りや土掘りに
●ビニールサック付

草かき鍬

品番 先端幅
（㎜）

全長
（㎜） 価格 税込価格 

（8％）

EA650BG-43 210 1350 3,500円 3,780円

●刃材質…特殊刃物鋼
●草刈りやテープカット、縄切り、ケースの開封・ 
開梱などに

鋸鎌

品番 全長 刃長 価格 税込価格 
（8％）

EA650BA-8 340㎜ 170㎜ 910円 983円

長柄下刈鎌（両刃）

品番 全長 刃長 価格 税込価格 
（8％）

EA650BA-17 1350㎜ 270㎜ 10,500円 11,340円
●刃材質…特殊刃物鋼
●ツタ切り、下刈等に

刈払中厚鎌

品番 全長 刃長 価格 税込価格 
（8％）

EA650BB-10 710㎜ 180㎜ 3,960円 4,277円
●刃材質…刃物鋼（黄紙）
●雑草、小枝、細笹払い用

●材質…スチール（クロムメッキ）
●柄材質…タモ材

［スチール製］雑草抜き

品番 先端幅
（㎜）

全長
（㎜） 価格 税込価格 

（8％）

EA650BE-46 14 305 480円 518円

［ステンレス製］雑草抜き

品番 先端幅
（㎜）

全長
（㎜） 価格 税込価格

（8％）

EA650BE-44B 21 355 1,350円 1,458円
●材質…ステンレス　●柄材質…TPE
●握りやすいソフトゲルグリップ

（アメリカ）

●材質…ブレード：ステンレス刃物鋼、柄：木
●さびにくく、切れ味がよい

草削り片手鎌

品番 刃幅
（㎜）

全長
（㎜） 価格 税込価格 

（8％）

EA650BJ-44 110 340 1,630円 1,760円

●材質 … 
先端：硬鋼線材
柄：木

●重量…900g/1本

［スチール製］熊手

（2本価格）

品番 先端幅
（㎜）

全長
（㎜） 価格 税込価格 

（8％）

EA650RB-6 210～460
（調整板で調節可能） 1650 5,020円 5,422円

●刃材質…鍛造鋼　●木柄　●サヤ付
●山林の枝打ち、藪払いに

腰なた

品番 全長 刃長 価格 税込価格 
（8％）

EA650BC-43 350㎜ 165㎜ 5,070円 5,476円
EA650BC-44 360㎜ 180㎜ 5,540円 5,983円

鎌用両面砥石
●カン付
●環の色指定は
できません。

品番 粗度 仕様 サイズ 価格 税込価格 
（8％）

EA522GA-2 #180
#320

粗目・中仕上
兼用

130×50
×25㎜ 960円 1,037円

●刃材質…ハガネ鋼
 ●草刈に適した荒目仕様

ミニ鋸鎌

品番 全長 刃長 価格 税込価格 
（8％）

EA650BA-2 220㎜ 80㎜ 1,100円 1,188円

電動ガーデンシュレッダー（静音型）

品番 容量 重量
（㎏） 価格 税込価格

（8％）

EA898S-1 60ℓ 19.8 45,200円 48,816円

●付属品… シュレッダーボックス、押し込み棒保護
めがね、六角棒レンチ、めがねレンチ

●かさばる枝木を約1/10に粉砕します。
●粉砕したチップはマルチング材として再利用 
できます。

●過負荷保護機能、二重絶縁

●電源…
AC100V・1450W

●サイズ… 
630×460×925（H）㎜

●コード長…5m

●最大粉砕枝径…∅30㎜
●騒音値…78.4dB

●材質…スチール
●重量…1700g

フォーク（4本爪）

品番 先端サイズ
（㎜）

全長
（㎜） 価格 税込価格 

（8％）

EA650RC-1 230×335 1135 6,360円 6,869円

●穀物の運搬、落ち葉清掃、遺跡発掘などに。
●サイドまで平らなので、中身が入れやすく、 
作業の効率アップに。

●軽くて丈夫、洗ってもすぐに乾きます。

農業用箕

品番 サイズ（㎜） 価格 税込価格 
（8％）

EA928AD-58 420×450×124 1,840円 1,987円

グリーンブルー
カラー：ブルー 

カラー：グリーン
EA928AD-56 420×420×160 1,570円 1,696円
●材質…ポリエチレン 

●寝かせてちりとり、立ててゴミ箱
として使えます。 

●折り畳んでコンパクトに収納、 
持ち運びできます。 

ちりとり型バッグ

品番 容量
（ℓ）

サイズ（㎜）
W×D×H 価格 税込価格

（8％）

EA928AD-64 200 590×590×560 1,640円 1,771円

●耐荷重…15㎏ 
●材質…PP 
●重量…390g 

［OD色］自立型雑納バケツ（スプリング入）

●材質…ポリエステル（600デニール）
●不使用時はコンパクトに折り畳めます。
●スプリングの力で自立します。　●水抜き穴付

品番 容量 サイズ（㎜） 価格 税込価格 
（8％）

EA925M-66 56ℓ ∅400×450（H）3,990円 4,309円
EA925M-67 166ℓ∅550×700（H）6,580円 7,106円
EA925M-68 250ℓ∅600×900（H）8,250円 8,910円

66 68

250ℓ

56ℓ
166ℓ

草削り片手鎌

品番 刃幅
（㎜）

全長
（㎜） 価格 税込価格 

（8％）

EA650BJ-43 107 270 1,160円 1,253円
●材質…ブレード：ステンレス刃物鋼、柄：木
●さびにくく、切れ味がよい

●材質…クロムモリブデン鋼
●柄材質…PP/TPR　●握りやすいグリップ

［スチール製］移植こて

品番 先端サイズ
（㎜）

全長
（㎜） 価格 税込価格 

（8％）

EA650BD-22 75×152 272 780円 842円

●材質… 先端部：スチール 
柄：木

●重量…440g

溝掃除用スコップ

品番 先端サイズ
（㎜）

全長
（㎜） 価格 税込価格 

（8％）

EA650BD-61 130×185 625 740円 799円

竹ほうき

品番 穂丈
（㎜）

全長
（㎜） 入数 価格 税込価格 

（8％）

EA928CC-20S 約1050 約1800 1本 1,700円 1,836円
EA928CC-20 約1050 約1800 5本 4,400円 4,752円

●材質…竹

ひしゃく

●頭部サイズ…∅140×60（H）㎜
●柄長…約320㎜　●重量…約160g
●材質… 柄：天然木、頭部：亜鉛鉄板

品番 容量 全長 価格 税込価格 
（8％）

EA991X-20 約0.6ℓ 460㎜ 930円 1,004円

●成分…グリホサートイソプロピルアミン塩
●主成分はアミノ酸系なので、人体に安全。
●土に残留しないので散布後、すぐに種まきや苗の
植え付けもできます。

● 500㎖で10a（300坪）に使え、経済的。

除草剤

品番 容量 価格 税込価格 
（8％）

EA913AC-0.5 500㎖ 1,730円 1,868円
EA913AC-2 2ℓ 6,350円 6,858円
EA913AC-3 5ℓ 15,000円 16,200円

500㎖ 2ℓ

5ℓ

※除草剤の販売には登録が必要となります。

●液ダレしにくい泡状タイプで、しっかり密着し 
枯らしたい雑草だけを確実に枯らせます。

●成分… ギリホサート
イソプロピルアミン塩 
MCPAイソプロピル
アミン塩界面活性剤

●散布可能面積…10～50㎡
●薄めずに散布できる
ストレートタイプ

除草剤スプレー

品番 容量 価格 税込価格 
（8％）

EA913AC-21 1ℓ 860円 929円

●遮光率約99.9%で更に防草効果がアップ
●整列・配列に便利な20㎝間隔のライン入り
●従来品に比べ約1.5倍の厚みを持ち、耐久性・耐候
性を約2倍にアップ（メーカー比）

超強力防草シート

●材質…ポリプロピレン

品番 サイズ 厚み 価格 税込価格 
（8％）

EA952AD-350 1×50m 0.65㎜ 19,500円 21,060円
★耐候性・柔軟性に優れた特殊フィルムで各種防草
シートを強力に接着します。

●簡単に手で切れます。
●道路予定地、法面、メガソーラー、高架下などの

 

雑草抑制シートの目地シールに

●材質…基材：特殊ポリエチレンフィルム
         接着剤：アクリル系

 

防草テープ

品番 幅
（㎜）

長さ
（m）

厚み
（㎜） 価格 税込価格 

（8％）

EA944MT-121 100 20 約0.28 5,020円 5,422円

★

防草シート補修テープ

品番 サイズ
（㎜）

厚み
（㎜）

入数
（枚） 価格 税込価格

（8％）

EA944MT-123 100×100 約1.0 20 2,200円 2,376円

●材質…
ポリエチレンクロス

●防草シートの補修に
●強粘着＋耐候性に優れ、屋外での使用に最適です。

裏側

●防草シートや敷物類の押さえ杭に
●材質…メッキ鋼線ポリエチレン

シート押さえピン（ペグピン）

品番 全長 入数 価格 税込価格 
（8％）

EA952AD-400 180㎜ 10個 1,110円 1,199円

防犯防草ジャリ

品番 EA944D-24価格3,400円 税込価格（8％）
3,672円

●使用目安…1㎡あたり40ℓ 
●リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽
石状の環境にやさしいジャリです。 

●踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と 
大きな音（約70デシベル）が出るので、手軽に防犯
対策ができます。 

●焼成加工をしているので、無臭・無菌で清潔です。 

●材質…発泡石 
●パッケージサイズ… 
 650×450×140㎜ 
●重量…8㎏ 

木酢

品番 容量
EA913AB-52 1500㎖

●材質… 紀州備長炭木酢液 
（ウバメガシ、アラカシ
  等の天然広葉樹に限定）

●用途…土壌改良、害虫よけ
●土壌散布や葉面散布は500
～1000倍に、害虫には300倍に。
希釈して使用。

価格 2,700円 税込価格（8％）
2,916円

●加圧式スプレー
●材質 … 
タンク：ポリエチレン 
ノズル：樹脂

●ノズルで噴霧量を調整 
できます。

ハンドスプレー
（アメリカ）

品番 容量
（ℓ）

サイズ
（㎜）

重量
（g） 価格 税込価格 

（8％）

EA115ML-5 1.4 ∅120×
300（H） 340 2,260円 2,441円

●加圧式スプレー
●ホース長…900㎜
●ノズル長…250㎜
●噴霧・噴射調整可能
●材質… 
タンク：ポリエチレン 
ノズル：ポリマー

●タンク内フィルター付

ハンドスプレー
（アメリカ）

品番 容量
（ℓ）

サイズ
（㎜）

重量
（g） 価格 税込価格 

（8％）

EA115MM-16 3.8 ∅190×
330（H） 720 2,670円 2,884円

●加圧式スプレー
●ホース長…1200㎜
●ノズル長…500㎜
●材 質… 
タンク：ポリエチレン 
ノズル：ポリマー・真鍮

●圧力リリースバルブ付
●タンク内フィルター付

ハンドスプレー
（アメリカ）

品番 容量
（ℓ）

サイズ
（㎜）

重量
（㎏） 価格 税込価格 

（8％）

EA115MM-32 7.6 ∅200×
510（H） 2.0 7,340円 7,927円

EA115MM-33 11.4 ∅200×
650（H） 2.3 9,300円 10,044円

じょうろ

品番 容量
（ℓ）

サイズ
（㎜）

重量
（g） 価格 税込価格

（8％）

EA124LA-42 4.0 780×180 
×200（H） 400 2,310円 2,495円

EA124LA-43 10 1020×230 
×330（H） 900 5,870円 6,340円

EA124LA-43

●材質… 本体：ポリエチレン 
散水板：亜鉛鋼板

●ノズル接続部にストレーナーを内蔵
●運搬、水撒きに便利な補助ハンドル付き

●ホースサイズ（内径×外径）…∅12×16㎜
●最大圧力…16㎏s　●万能口金、プラグ付

●水量調節
ツマミ付

●ノズル材質…
ABS・
亜鉛
ダイカスト

スプレーノズルセット

品番 ホース長 価格 税込価格 
（8％）

EA124DV-146 7.5m 4,070円 4,396円
EA124DV-147 15m 5,900円 6,372円

146

★スプレーパターン7種（コーン、フロー、シャワー、
フラット、ミスト、ジェット、リンス）

●ホース… 
 内径：15㎜ 
 外径：20㎜

★スプレー 
パターン6種  
（ 霧・拡散・ 
ストレート・ 
ストップ・
ジョーロ・ 
シャワー）

散水ホースリール

品番 ホース長 重量 価格 税込価格 
（8％）

EA124KC-2A 20m 6.15㎏ 8,280円 8,942円
EA124KC-1 替ノズル 1,040円 1,123円
●最高使用圧力…0.69MPa以下
●材質…ポリプロピレン、塩化ビニール、ABS等
●サイズ…308×400×340（H）㎜

●遮光率約99.7%で防草効果が高い。
●整列、配列に便利な20㎝間隔のライン入り
●園芸に適したモスグリーン色

防草シート

品番 サイズ 厚み 価格 税込価格 
（8％）

EA952AD-320 1×20m 0.45㎜ 5,800円 6,264円
●材質…ポリオレフィン樹脂 

工場や現場、駐車場や庭などの草刈り・除草に！エスコ便利カタログよりオススメ商品を厳選しました！！

刈り取った草の
 運搬に！

刈り取った草の
 運搬に！

除草後の
ならし作業に！
除草後の

ならし作業に！

折りたたみ式

#SP18-001※表示価格は、2018年度カタログ価格となります。

お問い合わせ先
営業部 TEL.06-6532-6226


