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※表示価格は2022年9月現在のものです。調達価格の高騰により価格が上がる場合が有りますので、ご了承ください。

●ラン･マックス　ANアルミ ホースエンドレンチ単品＆セット（ブラックアルマイト仕上げ）

●ラン･マックス　4ポイント ANアルミモンキーレンチ（ブラックアルマイト仕上げ）
絶対にすべらないレンチ新登場 !! 締め付け範囲は＃ 3 〜＃ 16 まで幅広
く対応しています。グリップは握りやすい今までにも採用した波型です。
サイズ表記も上記同様ナット部とソケット部に分け本体の表、裏にレー
ザー刻印をしています。
写真の矢印⇩は締め付けた際、4 箇所の当り面を表記しています。ホース
エンドを“ガッチリ”捕らえホースエンドにかかる力を 4 箇所に分散す
るので傷が付きにくい構造になっています。

品　番 サイズ 全長（㎜）×厚み（㎜） 調整範囲（#） 本体価格（税込価格）

RT0316K 191×14 3〜16 ¥9,900（¥10,890）

■片口（シングル）タイプ ■両口（ダブル）タイプ

■片口フルセット ■両口フルセット

品　番 サイズ 本体価格（税込価格）

RT3204 4ナット ¥1,800（¥1,980）

RT3206 6ナット ¥1,900（¥2,090）

RT3208 8ナット ¥2,000（¥2,200）

RT3210 10ナット ¥2,100（¥2,310）

RT3212 12ナット ¥2,300（¥2,530）

RT3216 16ナット ¥2,600（¥2,860）

品　番 サイズ 本体価格（税込価格）

RT3034 3ナット＆ソケット×4ナット ¥1,900（¥2,090）

RT3046 4ソケット×6ナット ¥2,000（¥2,200）

RT3068 6ソケット×8ナット ¥2,100（¥2,310）

RT3080 8ソケット×10ナット ¥2,200（¥2,420）

RT3102 10ソケット×12ナット ¥2,400（¥2,640）

RT3126 12ソケット×16ナット ¥2,700（¥2,970）

RT3160 16ソケット×20ナット ¥2,900（¥3,190）

品　番 セット内容 本体価格
（税込価格）

RT3299S 左記全品
（全6ピース）

¥11,400
（¥12,540）

品　番 セット内容 本体価格
（税込価格）

RT3199S 左記全品
（全7ピース）

¥14,600
（¥16,060）

※クリアケース入り。 ※クリアケース入り。

〔サイズ換算表〕
アルミエンド 

ナット部 ソケット部

サイズ
ナット部 ソケット部

インチ 約（㎜） インチ 約（㎜）
3 1/2 12.7  1/2  12.7
4  9/16  14.3 5/8  15.9
6  11/16  17.5  3/4  19.1
8  7/8  22.2  7/8  22.2

サイズ
ナット部 ソケット部

インチ 約（㎜） インチ 約（㎜）
10 1" 25.4  1"1/16  26.9
12  1"1/4  31.8 1"3/16  30.2
16  1"1/2  38.1  1"7/16  36.5
20  2" 50.8  1"3/4  44.4

セットでお買得特 セットでお買得特

カラー：P49 参照

カラー：P49参照

●ラン･マックス　ANアルミ モンキーレンチ（ブラックアルマイト仕上げ）
これ1本有ればホースエンドの#3〜#12までのナット部、ソケット部両方
の締め付けが出来ます。コンパクト（手のひら）サイズでグリップも波
型形状（ ）ですので手になじみやすく、狭い場所でも力が入る設計に
なっています。レンチ表面にはサイズ番号がひと目でわかるようにナッ
ト部、ソケット部を表裏別々に分け、刻印で表示して有ります。又、レ
ンチ先端厚みも通常（アールズ、他）9.0㎜の所を12.7㎜まで増しているの
で“がっちり”くい込み、キズ、すべり防止に役立ちます。

ナット側サイズ刻印表示 ソケット側サイズ刻印表示

TOOLS

品　番 全長（㎜）×当り面厚み（㎜） 使用範囲
ナット&ソケット部（#） 本体価格（税込価格）

RT0312K 175×12.7 3・4・6・8・10・12 ¥9,400（¥10,340）

カラー：P49 参照

きれいなアルマイト仕上げのホースエンド（フィッティング）に“キズ”を付けるなんて!?
━━━ 是非アルミホースエンドレンチ類の使用をおすすめします。 ━━━



367

 MAIL ORDER    KINOKUNI  TEL 0736-62-6355  FAX 0736-62-8122
　　　　　　　　　　　　   https://www.kinokuni-e.com

※表示価格は2022年9月現在のものです。調達価格の高騰により価格が上がる場合が有りますので、ご了承ください。

●ラン･マックス　セイフティー ワイヤーツイスター
P200 のアールズステンレスワイヤーなどに
使用。ねじる、縛る、切るなどの合理的な工
具です。

作業完了後本体
を持ちⒺ部分を
離すともとに戻
ります。

4 ハンドルを強く
握るとⒹ部分の
ロ ッ ク が ワ ン
タッチで外れ解
除されます。

5 不要な部分のワ
イヤーを写真Ⓑ
部分でカットし
ます。

6

まず固定する箇
所にワイヤー巻
き（ 又 は 通 し ）
交差させた両先
端部を写真Ⓐ部
分で挟みます。

1 ハンドルを強く
握りⒸ部分をス
ライドさせⒹ部
分の爪にひっか
けロックさせま
す。

2 写真Ⓔ部分を持
ち手前に引くと
本体が回転しワ
イヤーをねじり
始めます。ねじ
れが足りない時
は繰り返し作業
を行って下さい。

3

TOOLS

品　番 サイズ  全長（㎜） 本体価格（税込価格）

RT4536 6インチ（210） ¥3,000（¥3,300）

RT4539 9インチ（265） ¥3,200（¥3,520）

Ⓐ Ⓑ Ⓒ ⒺⒹ

●ラン･マックス　AN アルミホースエンドレンチセット
#3・4・6・8・10・12・16 ラン・マックス
及びアールズなど、ホースエンドナット部分
の本締め用です。これで 9ピースのフルセッ
トです。レンチ部分とハンドル部分が分離（2
ピース構造）するので、状況に応じ差し替え
で3タイプの角度が選べます。又、ハンドル
部分はよりトルクを掛け易いようにサイズに
応じ 2 種類に分けました。全ビレット加工で、
きれいなアルマイト仕上げになっています。

※専用クリアケース付。

〔サイズ換算表〕アルミエンド

ナット部

差し替えで3パターンの角度が選べます

品　番 本体価格（税込価格）

RT1878 ¥15,600（¥17,160）

サイズ ナット部
インチ 約（㎜）

3 1/2 12.7
4  9/16  14.3
6  11/16  17.5
8  7/8  22.2
10 1" 25.4
12  1"1/4  31.8
16  1"1/2  38.1

＃10

＃3 ＃4 ＃6 ＃8

＃12 ＃16

カラー：P49 参照




