
JC祭りJC祭り
紙上版

第第33回回
2020/2020/
6/86/8（月）（月）～～6/126/12（金）（金）
　　　　　　　  　17：30 まで　　　　　　　  　17：30 まで

今年はコロナウイルス感染拡大防止を考え、紙面での開催とさせて頂きます。

日頃お世話になっていますお客様へ感謝の気持ちと価格、抽選会を開催いたします。

注文はお電話でお受けいたしますので、【JC祭りのちらし商品】とお申しつけ下さい。

刷毛刷毛 ローラーローラー

白星白星 TTミニローラーミニローラー
　　　  シリーズ　　　  シリーズ

ひよこひよこ

◆◆Micro GrandeMicro Grande

◆◆TTWonderWonder
タフラスタータフラスター

祭刷毛祭刷毛 祭ローラー祭ローラー

タフ刷毛タフ刷毛

TTMicro GrandeMicro Grande

MARRONMARRON

ダメ込みダメ込み

10号…10号…
（103563 0010）（103563 0010）

￥￥1,2201,220
20号…20号…

（103563 0020）（103563 0020） ￥￥1,7301,730

15号…15号…
（103563 0015）（103563 0015）

￥￥1,4101,410
25号…25号…

（103563 0025）（103563 0025） ￥￥2,1202,120

15号…15号…
（117058 0002）（117058 0002） ￥￥3,5503,550/ 袋/ 袋

20号…20号…
（117058 0003）（117058 0003） ￥￥4,4504,450/ 袋/ 袋

隅切隅切

8号…8号…
（104040 0008）（104040 0008）

￥￥1,0201,020 10号…10号…
（104040 0010）（104040 0010）

￥￥1,1001,100

銅巻銅巻

30mm…30mm…
（101871 0030）（101871 0030）

￥￥1,2201,220
50mm…50mm…

（101871 0050）（101871 0050） ￥￥1,6001,600

40mm…40mm…
（101871 0040）（101871 0040）

￥￥1,3901,390

目地目地

平 8号…平 8号…
（104525 0008）（104525 0008）

￥￥740740
筋 8号…筋 8号…

（104526 0008）（104526 0008） ￥￥830830

平 10号…平 10号…
（104525 0010）（104525 0010）

￥￥800800
筋 10号…筋 10号…

（104526 0010）（104526 0010） ￥￥930930 13mm13mm 6inch…6inch…
（155130 0006）（155130 0006） ￥￥240240

中毛中毛 6inch…6inch…
（167035 0006）（167035 0006） ￥￥320320 中長毛中長毛 6inch…6inch…

（167034 0006）（167034 0006） ￥￥350350

筋違筋違

10号…10号…
（102741 0030）（102741 0030）

￥￥300300
20号…20号…

（102741 0050）（102741 0050） ￥￥440440

15号…15号…
（102741 0040）（102741 0040）

￥￥360360
25号…25号…

（102741 0060）（102741 0060） ￥￥510510

7mm7mm 6inch…6inch…
（153930 0006）（153930 0006） ￥￥300300

13mm13mm 6inch…6inch…
（153932 0006）（153932 0006） ￥￥300300

10mm10mm 6inch…6inch…
（153931 0006）（153931 0006） ￥￥300300

18mm18mm 6inch…6inch…
（153933 0006）（153933 0006） ￥￥320320

25mm25mm 6inch…6inch…
（153934 0006）（153934 0006） ￥￥340340

10mm10mm

2inch…2inch…
（160253 0002）（160253 0002）

￥￥510510/ パック/ パック

4inch…4inch…
（160253 0004）（160253 0004）

￥￥510510/ パック/ パック

3inch…3inch…
（160253 0003）（160253 0003）

￥￥510510/ パック/ パック

13mm13mm

2inch…2inch…
（160254 0002）（160254 0002）

￥￥510510/ パック/ パック

4inch…4inch…
（160254 0004）（160254 0004）

￥￥510510/ パック/ パック

3inch…3inch…
（160254 0003）（160254 0003）

￥￥510510/ パック/ パック

中毛中毛

2inch…2inch…
（160256 0002）（160256 0002）

￥￥540540/ パック/ パック

4inch…4inch…
（160256 0004）（160256 0004）

￥￥540540/ パック/ パック

3inch…3inch…
（160256 0003）（160256 0003）

￥￥540540/ パック/ パック

2inch…2inch… 3inch…3inch…
（105534 0020）（105534 0020） （105534 0030）（105534 0030）

￥￥370370 ￥￥560560

30mm…30mm…

70mm…70mm…

50mm…50mm…
（122047 0030）（122047 0030）

（122047 0070）（122047 0070）

（122047 0050）（122047 0050）
￥￥280280
￥￥400400

￥￥350350

目地目地

平 8号…平 8号…
（104505 0024）（104505 0024）

￥￥140140
筋 8号…筋 8号…

（104509 0024）（104509 0024） ￥￥150150

平 10号…平 10号…
（104505 0030）（104505 0030）

￥￥150150
筋 10号…筋 10号…

（104509 0030）（104509 0030） ￥￥160160
1010本につき本につき
    1    1本サービス！本サービス！

1010本につき本につき
    1    1本サービス！本サービス！

1010本につき本につき
    1    1本サービス！本サービス！

2本入/パック

10本入/袋

用途で選べる用途で選べる
　豊富なラインアップ！
　豊富なラインアップ！用途で選べる用途で選べる
　豊富なラインアップ！
　豊富なラインアップ！

狭い場所にも狭い場所にも
　　スイッと入る！　　スイッと入る！
狭い場所にも狭い場所にも
　　スイッと入る！　　スイッと入る！

良質な馬毛による良質な馬毛による
　　滑らかな塗り感！　　滑らかな塗り感！良質な馬毛による良質な馬毛による
　　滑らかな塗り感！　　滑らかな塗り感！

ワンランク上のワンランク上の
　ボリューム感・コシ・耐久性！
　ボリューム感・コシ・耐久性！ワンランク上のワンランク上の
　ボリューム感・コシ・耐久性！
　ボリューム感・コシ・耐久性！

工具・用品工具・用品
◆◆SXカートリッジSXカートリッジ

◆◆ルーフィングルーフィング
　　バッグバッグ

◆◆ハンドルジョインターハンドルジョインター
　　セットセット

◆◆細幅刃付スクレーパー細幅刃付スクレーパー
◆◆スコッチ・ブライトスコッチ・ブライトTMTM

　　ベベルパープルベベルパープル

◆◆一斗缶バッグ一斗缶バッグ

◆◆TTツールバッグシリーズツールバッグシリーズ ◆◆キャスター付安定缶キャスター付安定缶

◆◆FRPローラー継柄FRPローラー継柄

◆◆洗浄ホース洗浄ホース

◆◆屋根やくん 03屋根やくん 03

◆◆ルパンクーペマスカールパンクーペマスカー

◆◆クイック天井突っ張り棒クイック天井突っ張り棒

550mm×20m（5巻入）…550mm×20m（5巻入）…

30枚入…30枚入…

リュックタイプ…リュックタイプ…

ボストンタイプ…ボストンタイプ…

キャリータイプ…キャリータイプ…

3000mm…3000mm…

4mm…4mm…＃120相当 90×13mm…＃120相当 90×13mm…

6mm…6mm…

9mm…9mm…

1缶用…1缶用…

2缶用…2缶用…150㎏ 30m カプラ付…150㎏ 30m カプラ付…

白…白…

黒…黒…

1100mm×20m（5巻入）…1100mm×20m（5巻入）…

5000mm…5000mm…

縦型…縦型…横型…横型…

（321215 0000）（321215 0000）

（163613 0001）（163613 0001）

（163631 0120）（163631 0120）

（200900 0550）（200900 0550）

（163842 0030）（163842 0030）

（611837 0002）（611837 0002）

（611837 0003）（611837 0003）

（611837 0001）（611837 0001）

（234122 3000）（234122 3000）

（301724 0004）（301724 0004）
（315724 0011）（315724 0011）

（301724 0006）（301724 0006）

（301724 0009）（301724 0009）

（321213 0001）（321213 0001）

（321213 0002）（321213 0002）（513600 0030）（513600 0030）

（605281 0230～）（605281 0230～）

（605282 0230～）（605282 0230～）

（200700 0110）（200700 0110）

（234122 5000）（234122 5000）

（631639 0000）（631639 0000）（631639 0002）（631639 0002）
￥￥1,8001,800/ 小箱/ 小箱

￥￥9,5009,500/ 個/ 個

￥￥2,4002,400/ セット/ セット

￥￥520520/ 本/ 本

￥￥26,00026,000/ 本/ 本

￥￥1,0001,000/ パック/ パック

￥￥7,8007,800/ 個/ 個

￥￥3,8003,800/ 個/ 個

￥￥8,9008,900/ 個/ 個

￥￥3,9503,950/ 本/ 本

￥￥560560/ 本/ 本

￥￥1,6001,600/ 個/ 個 ￥￥560560/ 本/ 本

￥￥560560/ 本/ 本

￥￥6,0006,000/ 個/ 個

￥￥8,8008,800/ 個/ 個

￥￥3,8003,800/ 足/ 足

￥￥3,8003,800/ 足/ 足

￥￥1,3001,300/ パック/ パック

￥￥5,6705,670/ 本/ 本

￥￥8,0008,000/ 台/ 台￥￥9,2009,200/ 台/ 台

通気性の良い立体ショルダーと
通気性の良い立体ショルダーと

　　　　　リュックパットを採用！
　　　　　リュックパットを採用！通気性の良い立体ショルダーと
通気性の良い立体ショルダーと

　　　　　リュックパットを採用！
　　　　　リュックパットを採用！

キャスター付きなのでキャスター付きなので

　重いモノの持ち運びにも便利！
　重いモノの持ち運びにも便利！キャスター付きなのでキャスター付きなので

　重いモノの持ち運びにも便利！
　重いモノの持ち運びにも便利！

型崩れし難く型崩れし難く
　長くご愛用頂けます！
　長くご愛用頂けます！型崩れし難く型崩れし難く
　長くご愛用頂けます！
　長くご愛用頂けます！

炎天下の屋根の上でも炎天下の屋根の上でも

　　　　熱くなりにくい！
　　　　熱くなりにくい！炎天下の屋根の上でも炎天下の屋根の上でも

　　　　熱くなりにくい！
　　　　熱くなりにくい！

折れにくく錆びない折れにくく錆びない

　　　　　タフな継柄！
　　　　　タフな継柄！折れにくく錆びない折れにくく錆びない

　　　　　タフな継柄！
　　　　　タフな継柄！

リング状ベルトでリング状ベルトで
　　　　安定感抜群！　　　　安定感抜群！リング状ベルトでリング状ベルトで
　　　　安定感抜群！　　　　安定感抜群！

手切れ性抜群！手切れ性抜群！
　のり残りが少ない！　のり残りが少ない！手切れ性抜群！手切れ性抜群！
　のり残りが少ない！　のり残りが少ない！

レバーを押すだけのレバーを押すだけの

　　　　　　簡単操作！　　　　　　簡単操作！レバーを押すだけのレバーを押すだけの

　　　　　　簡単操作！　　　　　　簡単操作！

作業効率が大幅アップ！作業効率が大幅アップ！作業効率が大幅アップ！作業効率が大幅アップ！



住所：神奈川県横浜市戸塚区戸塚町1034
TEL：045-864-1306
URL：http://jc-supply.co.jp/

特別特別

企画企画

11
企画企画

22
企画企画JCS社内在庫

クリアランスセール
JCS社内在庫
クリアランスセール
0～500円！！0～500円！！✓✓

✓✓お引き取りに来られる方限定で
販売致します！！
お引き取りに来られる方限定で
販売致します！！

✓✓

✓✓はずれなし！！はずれなし！！

1回のご購入金額に応じて、
抽選にエントリー頂けます。
1回のご購入金額に応じて、
抽選にエントリー頂けます。

●合計3万円以上…1回分●合計3万円以上…1回分 ●合計10万円以上…2回分●合計10万円以上…2回分

※期限切れの商品もございます。※期限切れの商品もございます。 ※景品につきましては、後日発送致します。※景品につきましては、後日発送致します。

お楽しみ大抽選会お楽しみ大抽選会

精和産業（株）

京セラインダストリアルツールズ販売（株）

（株）TFFフルーク

五心産業（株） （株）ケット科学研究所

（株）エバー商会

アネスト岩田（株）

カモ井加工紙（株）

コニシ（株）

田島ルーフィング（株） AGCポリマー建材（株）

（株）ワキタ

スリーエム ジャパン（株）

●●防音型高圧洗浄機防音型高圧洗浄機
　　JCJC--1513DPN＋ 標準セット1513DPN＋ 標準セット

●ハンドクリーナータオル●ハンドクリーナータオル
　　スクラブ72スクラブ72

●高所点検ロッド●高所点検ロッド
　　ペガサスロッドペガサスロッド

●●かくはん君かくはん君
　　KKKK--6N6N

●●タイルエースタイルエース
　　TATA--500GX 特別溶剤仕様500GX 特別溶剤仕様

●●サーモグラフィーサーモグラフィー
　　PTi120PTi120

●●リモコンウインチリモコンウインチ
　　AWI62RC 21mAWI62RC 21m

●●コンクリート・モルタル水分計コンクリート・モルタル水分計
　　HIHI--520520--22

●●防水下地コーク Q防水下地コーク Q●● DBIDBI--サラ エグゾフィットサラ エグゾフィットTMTM

　ライト フルハーネス　ライト フルハーネス
　　回転 M 1101247回転 M 1101247

●●マスキングテープ 各種マスキングテープ 各種 ●●ビュージスタ/ビュートップビュージスタ/ビュートップ ●●ウレタン圧送UNシステムウレタン圧送UNシステム

●●コンプレッサコンプレッサ
　　PLUE22CPLUE22C--1010

●●インバータ発電機インバータ発電機
　　HPG3000iSHPG3000iS

●●ポータブル送風機ポータブル送風機
　　FB300FB300●●フレキシブルダクトフレキシブルダクト

　　FBD300S スタンダードタイプFBD300S スタンダードタイプ

●●エアロメッシュエアロメッシュ
　　AA16AA16--FVMFVM

●●インバーター発電機インバーター発電機
　　EGI200EGI200

（510213 1513）（510213 1513）

（371347 0072）（371347 0072）

（553142 0001）（553142 0001）

（364173 0000）（364173 0000）

（551586 0120）（551586 0120）

（562115 0021）（562115 0021）

（551201 0002）（551201 0002） （400309 0022）（400309 0022） （405471 3000）（405471 3000）

（542932 0300）（542932 0300）

（542933 0001）（542933 0001）

（600161 0001）（600161 0001）

（611182 1003）（611182 1003）

￥￥280,000280,000/ セット/ セット ￥￥830,000830,000/ セット/ セット ￥￥80,00080,000/ 台/ 台 ￥￥78,00078,000/ 台/ 台

￥￥119,000119,000/ 台/ 台 ￥￥133,000133,000/ 台/ 台 ￥￥2,9502,950/ 缶/ 缶 ￥￥98,00098,000/ セット/ セット

￥￥3,8003,800/ 個/ 個 ￥￥148,000148,000/ 台/ 台 ￥￥220,000220,000/ 台/ 台 ￥￥198,000198,000/ 台/ 台

￥￥23,00023,000/ 台/ 台￥￥12,00012,000/ 台/ 台￥￥40,30040,300/ セット/ セット

※名入れ加工は、別途御見積り

※予約受注販売※予約受注販売

・フルーレギュレーター
・ランス LC-1
・強力ターボノイズ TN-02　付き

・伸縮ランヤード ツイン
　100㎏ 1243431N
　（611141 0002）　　　　　付き

ウレタンゴム系ウレタンゴム系
　防水材スプレーの特別セット！
　防水材スプレーの特別セット！ウレタンゴム系ウレタンゴム系
　防水材スプレーの特別セット！
　防水材スプレーの特別セット！ 自動反転で自動反転で

　撹拌不良を防止！　撹拌不良を防止！
自動反転で自動反転で
　撹拌不良を防止！　撹拌不良を防止！ 小型・軽量の小型・軽量の

　ポケットサイズ！　ポケットサイズ！
小型・軽量の小型・軽量の
　ポケットサイズ！　ポケットサイズ！

高品質な電気を供給する
高品質な電気を供給する

　正弦波インバータを搭載！
　正弦波インバータを搭載！高品質な電気を供給する
高品質な電気を供給する

　正弦波インバータを搭載！
　正弦波インバータを搭載！

遠隔操作ができる遠隔操作ができる
　 リモコンタイプ！　 リモコンタイプ！遠隔操作ができる遠隔操作ができる
　 リモコンタイプ！　 リモコンタイプ！

選べる2段階の選べる2段階の
　　　　吊上速度！　　　　吊上速度！
選べる2段階の選べる2段階の
　　　　吊上速度！　　　　吊上速度！

屋根の定期点検や屋根の定期点検や
　災害時の緊急点検に！
　災害時の緊急点検に！屋根の定期点検や屋根の定期点検や
　災害時の緊急点検に！
　災害時の緊急点検に！

樹脂製メッシュ構造により
樹脂製メッシュ構造により

通気性が大幅アップ！通気性が大幅アップ！樹脂製メッシュ構造により
樹脂製メッシュ構造により

通気性が大幅アップ！通気性が大幅アップ！

暗所でも見やすい暗所でも見やすい
　バックライト付き液晶画面！
　バックライト付き液晶画面！暗所でも見やすい暗所でも見やすい
　バックライト付き液晶画面！
　バックライト付き液晶画面！ 超低騒音仕様！超低騒音仕様！

　クラス最軽量級！　クラス最軽量級！
超低騒音仕様！超低騒音仕様！
　クラス最軽量級！　クラス最軽量級！

持ち運びに便利な持ち運びに便利な
　　　軽量タイプ！　　　軽量タイプ！
持ち運びに便利な持ち運びに便利な
　　　軽量タイプ！　　　軽量タイプ！

ダクト同士のダクト同士の
　　接続が簡単！　　接続が簡単！
ダクト同士のダクト同士の
　　接続が簡単！　　接続が簡単！

11セット（20 本入）をセット（20 本入）を
ご注文のお客様にご注文のお客様に
無料サンプル無料サンプル 2020本贈呈！！本贈呈！！

小箱 小箱 22 箱ご購入につき箱ご購入につき

オリジナルカレーオリジナルカレー
11個サービス！！個サービス！！

66 缶ご購入につき缶ご購入につき

11缶サービス！！缶サービス！！

6/156/15までまで

施工特別価格施工特別価格
キャンペーン実施中！！キャンペーン実施中！！

 3 3台限定！！台限定！！

 20 20 セット限定！！セット限定！！

期間中、期間中、
　特別価格でご提供！　特別価格でご提供！期間中、期間中、
　特別価格でご提供！　特別価格でご提供！


