
■キャスター付安定缶■キャスター付安定缶■■アンカー穴埋めパッチアンカー穴埋めパッチ

サイズ：φ18mm 

100個入/袋

■■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

サイズ：1.2m 

14mm 20mm 25mm

各各￥￥2402406inch…6inch…
30mm

￥￥2702706inch…6inch…

年末年始期間限定セール企画年末年始期間限定セール企画

2020/12/21（月）

～ 2021/1/9（土）

期間限定

■■ TTMicro GrandeMicro Grande

■■スカーレット EXスカーレット EX ■■マロンマロン

刷 毛

工具・用品

ローラー

容 器

7mm 10mm 13mm

各各￥￥3003006inch…6inch…

14mm 20mm 25mm

各各￥￥2402406inch…6inch…

18mm
￥￥3203206inch…6inch…

30mm
￥￥2702706inch…6inch…

13mm
￥￥2402406inch…6inch…

■■タフローラータフローラー

￥￥2502506inch…6inch…

25mm
￥￥3403406inch…6inch…

隅切用
￥￥1,0201,0208号…8号…

￥￥1,1001,10010号…10号…

目地 平
￥￥7407408号…8号…

￥￥80080010号…10号…

目地 平
￥￥1401408号…8号…

￥￥15015010号…10号…

目地 筋
￥￥8308308号…8号…

￥￥93093010号…10号…

目地 筋
￥￥1501508号…8号…

￥￥16016010号…10号…

ダメ込み

￥￥1,2201,22010号…10号…

￥￥1,7301,73020号…20号…

￥￥1,4101,41015号…15号…

￥￥2,1202,12025号…25号…

筋 違
￥￥30030010号…10号…

￥￥44044020号…20号…

￥￥36036015号…15号…

￥￥51051025号…25号…

■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■細幅刃付
   スクレーパー   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
　　＃120相当 ＃120相当 
　 90×13mm　 90×13mm

■■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
■■FRPローラーFRPローラー
　継柄　継柄

■■クイック天井クイック天井
　突っ張り棒　突っ張り棒

■ルーフィーコーナー■ルーフィーコーナー
　シールカッター　シールカッター ■ルーフィー■ルーフィー

   チェッカー   チェッカー

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！

■白 星■白 星 ■ひよこ■ひよこ

■二液君■二液君

￥￥3403405050mmmm……

￥￥2302303030mmmm……

￥￥2802804040mmmm……

￥￥4004007070mmmm……

■タフ刷毛■タフ刷毛
￥￥2802803030mmmm……

￥￥3503505050mmmm……

■伝 翔■伝 翔
￥￥1,8501,85015号…15号…

￥￥2,0602,06020号…20号…

■BKラスターN■BKラスターN
￥￥2002002inch…2inch…

￥￥2602603inch…3inch…

■タフラスター■タフラスター

￥￥3703702inch…2inch…

￥￥5605603inch…3inch…

■はやて■はやて

￥￥57057020号…20号…

￥￥37037010号…10号…

￥￥46046015号…15号…

■GK目地 平（10本入）

￥￥1,2501,250（袋）（袋）10号…10号… ￥￥2,1002,100（袋）（袋）20号…20号…

■外装用目地 豚毛 平（10本入）

￥￥1,5001,500（袋）（袋）10号…10号…

￥￥1,9001,900（袋）（袋）15号…15号…

Tミニローラーシリーズ
2本入/パック

■■ TTMicro GrandeMicro Grande

■■ TTWonderWonder

■■スカーレット EXスカーレット EX 2inch 3inch 4inch

各各￥￥510510（パック）（パック）1010mmmm……

2inch 3inch 4inch

各各￥￥540540（パック）（パック）

2inch 3inch 4inch

各各￥￥510510（パック）（パック）2020mmmm…… 各各￥￥510510（パック）（パック）1313mmmm……

■■SXカートリッジSXカートリッジ

■■カートリッジ1型カートリッジ1型

30枚入

50枚入

20枚入

￥￥1,9001,900（箱）（箱）

￥￥520520（本）（本）

￥￥1,9001,900（箱）（箱）

￥￥2,0002,000（箱）（箱）
￥￥2,2002,200（箱）（箱）

■■さげっとさげっとⓇⓇ用用
　内容器凹凸　内容器凹凸

内容器1小箱お買い上げに付き、内容器1小箱お買い上げに付き、

さげっと本体さげっと本体11個個 サービスサービス！！！！

￥￥2,4002,400（セット）（セット）

￥￥3,9503,950（本）（本）3000mm…3000mm…

￥￥5,6705,670（本）（本）5000mm…5000mm…

￥￥2,7002,700（本）（本）グリーン…グリーン…

￥￥2,7002,700（本）（本）オレンジ…オレンジ…

￥￥6,0006,000（個）（個）1缶用…1缶用…

￥￥8,8008,800（（個個））2缶用…2缶用…

4 ｍｍ 6 ｍｍ 9 ｍｍ

各各￥￥560560（本）（本）

￥￥2,7002,700（本）（本）

■エアコン室外機■エアコン室外機
　スタンド　スタンド

￥￥1,2001,200（台）（台）

■2WAY■2WAY
　エアダスター　エアダスター

￥￥670670（本）（本）

￥￥8,0008,000（台）（台）縦型…縦型…

￥￥9,2009,200（台）（台）横型…横型…

￥￥1,6001,600（個）（個）

￥￥9,5009,500（個）（個）

￥￥3,8003,800（個）（個）
ボストンボストン
タイプ…タイプ…

￥￥3,0003,000（袋）（袋）

￥￥2,9502,950（袋）（袋）

刷毛一括刷毛一括1010 本本 お買い上げに付きお買い上げに付き、、
11本本 サービスサービス！！！！

ローラー一括ローラー一括 2020本本 お買い上げに付きお買い上げに付き、、
22本本 サービスサービス！！！！

2020パックパックお買い上げに付きお買い上げに付き、、

  22パックパックサービスサービス！！！！

通常のローラーでは通常のローラーでは
入りづらい場所の塗装に！入りづらい場所の塗装に！

アンカーボルトの穴の表面をアンカーボルトの穴の表面を
補修処理するためのパッチ補修処理するためのパッチ

ハンドル・継柄の脱着がハンドル・継柄の脱着が
ワンタッチに！ワンタッチに！

缶がズレないから移動もラクラク！缶がズレないから移動もラクラク！
安全・便利なストッパー付安全・便利なストッパー付

防水工事の必需品！防水工事の必需品！
室外機の仮置台に最適！室外機の仮置台に最適！

シート防水施工のシート防水施工の
チェッカー！！チェッカー！！

コーナー部のシーリング撤去やコーナー部のシーリング撤去や
はがし作業に最適はがし作業に最適！！！！

ノズルをたたんだ状態でも、ノズルをたたんだ状態でも、
吹き付け可能な２WAYタイプ吹き付け可能な２WAYタイプ

驚異の耐久性・耐溶剤性驚異の耐久性・耐溶剤性

刷毛もローラーも刷毛もローラーも
しごけるしごける

72枚入

■■下げ缶用ハイブリッド下げ缶用ハイブリッド
　 内容器 M　 内容器 M 20枚入

抜群の耐久性を誇る抜群の耐久性を誇る
外装用ローラー外装用ローラー

微弾性塗材や水性上塗り微弾性塗材や水性上塗り
塗料の塗装に最適塗料の塗装に最適

仕上がりのきめ細かさ・仕上がりのきめ細かさ・
　低飛散性に、耐久性も　低飛散性に、耐久性も
　　兼ね備えたローラー　　兼ね備えたローラー

後れ毛が極めて後れ毛が極めて
少ない無泡タイプ少ない無泡タイプ

防水塗装に求められる防水塗装に求められる
耐溶剤性に特化耐溶剤性に特化

■■ピーチピーチ
（同一商品・同サイズ）（同一商品・同サイズ） （同一商品・同サイズ）（同一商品・同サイズ）

※10本＋1本サービスの対象外 ※10本＋1本サービスの対象外

耐溶剤性抜群耐溶剤性抜群

特殊製法による特殊製法による
優れたダメ込み性優れたダメ込み性

二液だけじゃない！二液だけじゃない！
速乾塗料に最適速乾塗料に最適

塗料含みに優れた塗料含みに優れた
耐久性抜群の化繊刷毛耐久性抜群の化繊刷毛

驚異の塗り味驚異の塗り味

JOINTJOINT祭祭
第第1回1回

■■防水下地コーク Q防水下地コーク Q

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

1010本贈呈！！本贈呈！！

 限定20セット

￥￥7,8007,800（個）（個）
リュックリュック
タイプ…タイプ… ￥￥8,9008,900（個）（個）

キャリーキャリー
タイプ…タイプ…

JOINTJOINT祭祭
第第1回1回



￥￥13,90013,900（（台台））

￥￥24,00024,000（（台台））

￥￥148,000148,000（（台台））

JOINTJOINT祭祭養生用品

洗浄機・動力源

安全用品

特別企画

電動工具・照明器具

計測機器・その他

■■TTマルチカバーマルチカバー

￥￥510510（袋）（袋）下げ缶用…下げ缶用…

￥￥640640（（袋袋））バケット用…バケット用…

20 枚入/袋

  ■■エアコン室外機養生カバー エアコン室外機養生カバー 
　　【据置用】 【据置用】 

￥￥500500（枚）（枚）

￥￥380380（（袋袋））
￥￥1,3001,300（パック）（パック）

ショートコロナショートコロナ
【1100×20m】…【1100×20m】…

￥￥1,0501,050（パック）（パック）
ミニコロナミニコロナ
【550×20m】…【550×20m】… ￥￥9,3009,300（（箱箱）） ￥￥大特価大特価

￥￥1,0001,000（（巻）巻）

50mm×5m

■ルパンクーペL 太芯■ルパンクーペL 太芯

■防水アルミテープ■防水アルミテープ

■カモ井 シーリングテープ ■カモ井 シーリングテープ 
　各種　各種

■■塗装用マスキングテープ塗装用マスキングテープ
　No.2020T　No.2020T

5巻入/パック

■ルパンクーペマスカー■ルパンクーペマスカー

0.008×545×500mm

100枚入/袋
  ■■便利な養生袋便利な養生袋

￥￥大特価大特価

・フローレギュレーター
・ランス LC-1
・強力ターボノズル
　TN-02　　　      付

■■防音洗浄機 防音洗浄機 JCJC--1513DPN+ 特別セット1513DPN+ 特別セット
15MPa、13L/分の決定版。15MPa、13L/分の決定版。
耐久性、メンテナンス性に耐久性、メンテナンス性に
優れた防音洗浄機優れた防音洗浄機 エアー量クラス最大！エアー量クラス最大！

耐久性も抜群！耐久性も抜群！

￥￥280,000280,000（セット）（セット）

■■コンプレッサー コンプレッサー 
　 SC　 SC --22GM22GM

￥￥220,000220,000（（台台））

■■インバータ発電機 インバータ発電機 
　 HPG3000is　 HPG3000is

￥￥198,000198,000（（台台））

「大容量」「高出力」「高速充電」の「大容量」「高出力」「高速充電」の
次世代ポータブル電源次世代ポータブル電源

■■EcoFlow EcoFlow 
   ポータブル電源    ポータブル電源 
 　EFDELTA1300 　EFDELTA1300--JPJP

￥￥145,000145,000（（台台））

■■洗浄ホース 洗浄ホース 30m 30m 
　 カプラ付 200K耐圧　 カプラ付 200K耐圧

￥￥22,00022,000（（本本））

3kWの高出力インバーター
3kWの高出力インバーター

発電機ながら超低騒音！発電機ながら超低騒音！

■■充電式充電式
　パワーミキサー　パワーミキサー
　 DPM180L5　 DPM180L5

■■スーパールミネXスーパールミネX
　 LA　 LA--48054805--LEDLED

■■LED投光器LED投光器
　40W　40W

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

■■TTペイントスケール ペイントスケール 
　　SLSL--20K ステンレス皿付20K ステンレス皿付

■■コーキングコーキング
   シールカッター    シールカッター 
　　FSC1.7QFSC1.7Q--44

■■リモコンウインチ リモコンウインチ 
　 AWI62RC 21m巻　 AWI62RC 21m巻

ワイヤー径：4mm×21m

■■簡易測色ツール簡易測色ツール
　CUBE　CUBE

■■ポータブル送風機ポータブル送風機
　  FB300　  FB300

■■フレキシブルダクトフレキシブルダクト
　  FBD300S 　  FBD300S 
　  スタンダードタイプ　  スタンダードタイプ

￥￥133,000133,000（（台台））

￥￥38,00038,000（（台台））

￥￥88,00088,000（（台台））

￥￥14,00014,000（（セットセット））

￥￥3,8003,800（（台台））

￥￥23,00023,000（（台台）） ￥￥12,00012,000（（本本））

￥￥18,60018,600（本）（本）M…M…

￥￥19,00019,000（本）（本）L…L…

■■フルハーネス フルハーネス 
　　PANGAEA CANYONPANGAEA CANYON
    PACN    PACN--10A10A--BLBL

￥￥20,40020,400（本）（本）M…M…

￥￥21,00021,000（本）（本）L…L…

■■フルハーネス フルハーネス 
　　PANGAEA HORIZONPANGAEA HORIZON
    PAHN    PAHN--10A10A--BLBL

■■巻取式ランヤード 巻取式ランヤード 
　　 HLHL--MRMR

￥￥9,9009,900（（本本））

■■防じん・防毒マスク 防じん・防毒マスク TW02S MTW02S M

￥￥2,4702,470（（個個）） ■■吸収缶吸収缶  XL3/OVXL3/OV

￥￥1,3001,300（（個個））

●エスケー化研コーナー●エスケー化研コーナー

●AGC 協賛コーナー●AGC 協賛コーナー

ハンディタイプのハンディタイプの
高周波式水分計。高周波式水分計。

塗装面や素材を測色し、塗装面や素材を測色し、
無線で接続された無線で接続された
スマホへ転送スマホへ転送

■■ドローン ドローン MINI2 FLY MORE CONBOMINI2 FLY MORE CONBO
　   （CARE REFRESH 1年＋プロテクターガード付）　   （CARE REFRESH 1年＋プロテクターガード付）

￥￥79,30079,300（（セットセット））各￥各￥1,4501,450（着）（着）

■■C's CLUBC's CLUB  
   ハーフジップ長袖   ハーフジップ長袖
　ポロシャツ　ポロシャツ  16501650

ダクト長さ：5m
口径：φ305mm

容器を簡単にカバーができ、容器を簡単にカバーができ、
持ち手を立てたまま使えます。持ち手を立てたまま使えます。

被せるだけで被せるだけで
　らくらく養生！　らくらく養生！

秤量：20kg

水性塗料も油性塗料も両方水性塗料も油性塗料も両方
塗れる！粗面接着性、防水塗れる！粗面接着性、防水
シール性に優れ、長期耐久シール性に優れ、長期耐久
性も抜群です。性も抜群です。

不織布＋特殊フィルムの不織布＋特殊フィルムの
採用で、手切れ性が抜群、採用で、手切れ性が抜群、
重ね貼りも良好。重ね貼りも良好。

繰り返し使用でき経済的。繰り返し使用でき経済的。
側面がメッシュ素材なので、側面がメッシュ素材なので、
一時的なエアコン運転が可能。一時的なエアコン運転が可能。

手首に通して手首に通して
持ち運べる！持ち運べる！

接着力が強い！接着力が強い！

巻き戻しが軽い！巻き戻しが軽い！

 限定10セット

長さ：18m
幅（入数）
9mm（120巻）
12mm（100巻）
15mm（80巻）
18mm（70巻）

20mm（60巻）
24mm（50巻）
30mm（40巻）
40mm（30巻）
50mm（20巻）

オーダーは
こちらまで

※本チラシの表示価格は全て税別です。※本チラシの表示価格は全て税別です。

※CARE REFRESH2年付※CARE REFRESH2年付
　はお問合せ下さい　はお問合せ下さい

JOINTJOINT祭祭

サイズ：S・M・L・LL・3L

優れた接触保温優れた接触保温
インナーギアインナーギア

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/

●お楽しみ大抽選会コーナー●お楽しみ大抽選会コーナー
1回のご購入金額に応じて、1回のご購入金額に応じて、
抽選にエントリー頂けます。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

※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。

はずれなし！！はずれなし！！


