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CS RF50YD 　 　 中古品 ¥128,000

リフト
管理No. 商品名 メーカー 型式 仕様 備考 販売価格（税別）

D09-01 2柱リフト ビシャモン NSP-30 能力３ｔ　ワイドタイプ　前期モデル　カラー：ブルー 中古品 ¥358,000
D09-02 2柱リフト ビシャモン OSP-25 能力２．５ｔ　オフセットアーム　前期モデル　カラー：ブルー　 中古品 ¥298,000
D09-03 門型リフト ビシャモン NSA-30 能力３ｔ　ワイドタイプ　前期モデル　カラー：ブルー 中古品 ¥358,000
D09-04 門型リフト ビシャモン OSA-30 能力３ｔ　オフセットアーム　前期モデル　カラー：ブルー 中古品 ¥348,000
D09-05 1柱リフト ビシャモン WNI-25 能力２．５t　現行モデル 中古品 ¥298,000
D09-06 4柱リフト イヤサカ精機 MK-300 能力３ｔ　揚程１７００ｍｍ　所要床面積約３１５０×５４４０ｍｍ 中古品 ¥358,000
D09-07 トータスリフト ビシャモン SC-25U 能力２．５ｔ　ユニット内蔵　埋設パンタ式タイプ　カラー：ブルー 中古品 ¥328,000
D09-08 ラムダリフト ビシャモン LAM30KUP 能力３ｔ　ユニット内蔵　アームエアー収納式　埋設タイプ　カラー：グレー 中古品 ¥980,000
D09-09 マルチユースリフト ビシャモン MU38FSS 能力３．８ｔ　ユニット別体　上段リフト付　埋設タイプ　カラー：ブルー 中古品 ¥1,280,000
D09-10 アライメントリフト ビシャモン MU30NH 能力３ｔ　ユニット別体　アライメント仕様　埋設タイプ　カラー：グレー 中古品 ¥1,280,000
D09-11 タイヤリフト ビシャモン TL-2000 能力２ｔ　エアー油圧式　揚程３００ｍｍ　床上設置 中古品 ¥248,000
D09-12 エアージャッキ マサダ ASJ-20ML 能力２ｔ　低床タイプ 中古品 ¥24,800
D09-13 ガレージジャッキ マサダ SJ-20S 能力２ｔ 中古品 ¥12,800

コンプレッサー
管理No. メーカー 型式 仕様 備考 販売価格（税別）

D09-14 レシプロコンプレッサー フジ W-33 ３馬力（２．２ｋｗ）高圧　タンク容量１５０リットル 中古品 ¥128,000
D09-15 レシプロコンプレッサー フジ W-35 ５馬力（３．７ｋｗ）高圧　タンク容量２６０リットル 中古品 ¥158,000
D09-16 レシプロコンプレッサー フジ W-75 １０馬力（７．５ｋｗ）高圧　タンク容量２６０リットル 中古品 ¥178,000
D09-17 パッケージコンプレッサー イワタ CTD-37PD ５馬力（３．７ｋｗ）低圧　エアードライヤー付 中古品 ¥168,000
D09-18 パッケージコンプレッサー 東芝 KA106-22T ３馬力（２．２ｋｗ）低圧　タンク容量３９リットル 中古品 ¥148,000
D09-19 補助タンク 東芝 ST-150 タンク容量１５０リットル 中古品 ¥35,000
D09-20 エアードライヤー 東芝 AD-37M １００V　５馬力対応 中古品 ¥34,800

整備機器
管理No. 商品名 メーカー 型式 仕様 備考 販売価格（税別）

D09-21 タイヤチェンジャー CORNO 920TI 三相２００V　外掛け２０インチ　インフレーター付 中古品 ¥168,000
D09-22 タイヤチェンジャー ホフマン MON-1200 三相２００V　外掛け１９インチ　アーム横振り 中古品 ¥148,000
D09-23 スチーム洗車機 洲本 HW-902 三相２００V　１．５ｋｗ　吐出量９００リットル/h 中古品 ¥138,000
D09-24 スチーム洗車機 バンザイ KHW-1100 三相２００V　２．２ｋｗ　吐出量１０００リットル/h 中古品 ¥158,000
D09-25 ATFチェンジャー トルコン機器 ITC-98 ＡＣ１００Ｖ　循環全自動式 中古品 ¥78,000
D09-26 ハイブリーダー 日本整備 BB-900D ＡＣ１００Ｖ　タンク容量１８リットル　軽～２t車対応 中古品 ¥98,000
D09-27 部品洗浄台 バンザイ WS-15F ＡＣ１００Ｖ　タンク容量６２リットル 中古品 ¥38,000
D09-28 真空ポンプ デンゲン CS-756・F ＡＣ１００Ｖ　Ｒ－１２、１３４ａ兼用 中古品 ¥38,000
D09-29 油圧プレス マサダ MHP-15 能力１５ｔ　テーブル内幅１４２ｍｍ　重量１５０ｋｇ 中古品 ¥49,800
D09-30 バッテリー充電器 デンゲン HR-MAX55 ＡＣ１００Ｖ　６～１２Ｖ５５Ａ最大　１８～２４Ｖ２７．５Ａ最大 中古品 ¥39,800
D09-3D09 1 フロン31 回収再生機フロン回収再生機 デンゲンデンゲン CS-RF50YD ＡＣ１００Ｖ　Ｒ－１２、ＡＣ１００Ｖ Ｒ １２、１３４ａ兼用１３４ａ兼用　再生ユニット付 中古品 ¥128,000再生ユ ット付



タ ANDEX SHU 106 　 　 中古品 ¥88,000

D09-32 門型洗車機 各種 ※お問い合わせ下さい。
D09-33 エアーリール 三協リール SHR-2810N ホースサイズ内径６．５ｍｍ×外径１０ｍｍ　常用圧力１．４ＭＰａ以下 中古品 ¥5,800
D09-34 コードリール 三協リール SLR-3810N コードサイズ１．２５ｓｑ×３芯　ＡＣ１２５Ｖ　６Ａ 中古品 ¥5,800

テスター
管理No. 商品名 メーカー 型式 仕様 備考 販売価格（税別）

D09-35 ブレーキスピードテスター アルティア IM2588 許容輪荷重１５００ｋｇ　乗込有効幅７００～２４００ｍｍ　吊り下げメーター 中古品 ¥698,000
D09-36 サイドスリップテスター アルティア IM2254 許容輪荷重１５００ｋｇ　乗込有効幅７００～２４００ｍｍ　吊り下げメーター 中古品 ¥168,000
D09-37 ヘッドライトテスター イヤサカ HLT-110 すれ違いビーム対応　１ｍ測定　手動式 中古品 ¥148,000
D09-38 CO/HCテスター ホリバ MEXA-324J １００V　デジタル式　５０／６０Ｈｚ 中古品 ¥168,000
D09-39 アライメントテスター 各種 ※お問い合わせ下さい。
D09-40 認証工具 各種 ※お問い合わせ下さい。

鈑金塗装
管理No. 商品名 メーカー 型式 仕様 備考 販売価格（税別）

D09-41 スポット溶接機 栄和製作所 SKE-G2 三相２００Ｖ　溶接能力 両面３ｍｍ×２＝６ｍｍ　トランス部強制水冷方式 中古品 ¥398,000
D09-42 半自動溶接機 チェボラ C201 三相２００Ｖ　５０／６０Ｈｚ　最大仕様電力４．５ｋｗ　定格出力電流１５Ａ～１９０Ａ 未使用 ¥178,000
D09-43 スタッド溶接機 デューク DUKE-5500 単相２００V　最大入力７ｋＶＡ　定格容量４．８ｋｗ 中古品 ¥49,800
D09-44 赤外線ヒーター ANDEX SHU-103 単相２００Ｖ　使用電力３．６ｋｗ　照射面積Ｗ６８０×Ｈ８００ 中古品 ¥68,000
D09-4D09 5 赤外線45 赤外線ヒヒーター ANDEX SHU-106 三相２００Ｖ　使用電力三相２００Ｖ 使用電力７．７．２ｋｗ　２ｋｗ 照射面積Ｗ１３００×Ｈ８００ 中古品 ¥88,000照射面積Ｗ１３００×Ｈ８００
D09-46 ジェットヒーター 静岡製機 HG MAXD ＡＣ１００Ｖ　発熱量最大３５，９４０ｋｃａｌ／ｈ 中古品 ¥39,800
D09-47 ビニールブース オリジナル ハイルーフ 本体寸法Ｈ２９００×Ｗ３８００×Ｄ７２００　排気ファン三相２００Ｖ０．７５ｋｗ　新品未使用 ¥358,000
D09-48 フロアー修正機 前田機工 オートポール タワー２本　車体固定具　クランプ各種 中古品 ¥498,000
D09-49 ミキシングマシーン 各種 ※お問い合わせ下さい。
D09-50 フレーム修正機 各種 ※お問い合わせ下さい。
D09-51 箱型ブース 各種 ※お問い合わせ下さい。
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