
通常価格
3,800円〈税抜〉

26%OFF 2,800_〈税抜〉

2,990_〈税抜〉

通常価格
4,900円〈税抜〉

39%OFF

AP ミニLEDヘッドライト

500_〈税抜〉

使用例

使用例

使用例

AP T型スプリングフック
マフラースプリングやサイドスタンドスプリング
を引っ張る際に使用可能なフックになります。

商品コード 07-02001

●本体サイズ：L158×W80×φ6mm
●重量：48g

通常価格
540円〈税抜〉

39%OFF 330_〈税抜〉

AP トリムクリップ 10個入り
インナーフェンダー、アンダーカバー、バンパーライナー等のプラスチックパーツの固
定に使用される、トリムクリップです。プッシュノブを押し込んで固定するタイプです。

通常価格
各290円〈税抜〉

34%OFF @190_〈税抜〉

商品コード 08-06334

880_〈税抜〉

AP Eリングセット（300個入）

紛失したり劣損してしまった時に代用が効かないEリング各種サイズの
計300個入りセットになります。1セットあれば様々なサイズに使用できます。

商品コード 07-08102

●ケースサイズ：W200×D145×H40mm●重量：300g
通常価格
1,150円〈税抜〉

23%OFF 890_〈税抜〉

AP マグネットトレー
強力なマグネットにより、外したボルトナットやパーツ等をしっかり保持できる
トレーです。また、ツールボックスやボンネット裏等にも取り付けることが可能
な為、分解整備作業時に大変役立ちます。

商品コード 02-13507
●本体サイズ：φ150×H35mm
●トレー内寸：φ135×H20mm
●深さ：20mm●材質：ステンレス

460_〈税抜〉
通常価格
590円〈税抜〉

22%OFF

990_〈税抜〉
通常価格
1,150円〈税抜〉

14%OFF

240_〈税抜〉
通常価格
360円〈税抜〉

33%OFF

通常価格
1,100円〈税抜〉

14%OFF

使用例

アストロ シリコングリース 60g

使用温度範囲も広く、耐熱、耐水、耐久性に優れたシリコングリースです。ディ
スクブレーキ・ドラムブレーキの金属接触部の潤滑に。ディスクブレーキキャリ
パーピストンのダストブーツ内の潤滑に。

商品コード 09-04030

●全長：140mm●重量：75g（容器含む）●内容量：60g
●成分：シリコーン油、リチウム石けん、シリカ●使用温度範囲：－60～200℃

通常価格
1,000円〈税抜〉

11%OFF 890_〈税抜〉

アストロ 超強力浸透スプレー 420ml

ナノサイズの分子であるナノカーボンと
耐熱性と潤滑性に優れた有機モリブデン
化合物を配合し、ナノトライポロジー効果
により優れた潤滑性を発揮する浸透、潤
滑、防錆のオイルスプレーです。

商品コード 4906725580208

●内容量：420ml
通常価格
1,190円〈税抜〉

29%OFF 850_〈税抜〉

使用例

※�工具は含まれて�
おりません

※�工具は含まれて�
おりません

AP 電動ミニグラインダーセット

AC100V電源で使用可
能な小型グラインダーで
す。回転速度が無段階で
調整可能な為、研磨・切
削等の作業に合わせて
使用可能です。

商品コード 05-03882

●本体サイズ：W245×D90×H45mm●重量：700g
●電源：AC100V－50／60Hz●定格電流：1.3A●消費電力：130W
●無負荷回転数：8000～33000rpm●コレット対応径：φ1.6、φ2.35、
φ2.4、φ3.0、φ3.2mm●定格使用時間：30分●コード長：約2000mm

通常価格
5,280円〈税抜〉

25%OFF 3,950_〈税抜〉

AP エキストラクターセット スチール用（5本組）

ボルトの頭が折れてしまい、中に残ったボルトを
取り外す事が可能な、エキストラクターです。

商品コード 02-00583

《入組みサイズ》●NO1：1／8（3.1mm）
●NO2：1／4（6.3mm）●NO3：5／16
（7.9mm）●NO4：7／16（11.1mm）
●NO5：9／16（14.2mm）
《下穴ドリルサイズ》●NO1：7／64（2.7mm）
●NO2：9／64（3.5mm）●NO3：5／32（4mm）
●NO4：1／4（6mm）●NO5：19／64（7.5mm）
●推薦対応材質：硬材

通常価格
1,200円〈税抜〉

41%OFF 710_〈税抜〉

AP 3/8DR タップ
アダプター M3－M8

商品コード 11-08345

900_〈税抜〉

AP フラックスワイヤー 
0.8mm 900g

商品コード 26-07281

2,580_〈税抜〉

AP 直流半自動溶接機
商品コード 05-02618

AP 自動調整式クランププライヤー
木材や樹脂加工作業の仮止めや
接着するときの補助に使うクラン
プです。握るだけで簡単にロック
できる自動調整式です。

商品コード 02-24565

●サイズ：H210×D30×W100mm●重量：250g
●最大開き幅：145mm●最大奥行：65mm●材質（本体）：ナイロン
●材質（グリップ）：TPR樹脂●材質（クランプ部分）：ポリプロピレン

通常価格
1,280円〈税抜〉

30%OFF 900_〈税抜〉

対象物を挟むだけで、
簡単に仮止め可能！ 使用例

商品コード 04-08989

AP エアリベッター

圧縮空気を利用した、エア式リベッターです。
コンプレッサーなどに接続して、スチールや
アルミニウムリベットの打ち込みが可能です。

AP 4サイズリベットセット
（100個組）

商品コード 08-00493

470_〈税抜〉

AP 2PCソケットアダプターセット

A B＋
2アイテムセット

通常セット価格
690円〈税抜〉

35%OFF
セ
ッ
ト
で450_〈税抜〉

差込角のサイズ変更が可能な、ソケットア
ダプターになります。差込角サイズを1サ
イズ小さく変換するアダプターです。

A B

AP 電動ランダムサンダー 吸塵式

電気式なので、ペーパーと吸塵
バッグを装着しコンセントに接
続するだけで使用可能です。

商品コード 05-06005 電気式だから、
電源を接続するだけの
カンタン操作！

AP 4PC 溶接補助マグネットホルダー

Cクランプ等で固定できない箇所に
溶接作業を行う際、母材同士の角度
を固定する補助マグネットです。

商品コード 07-08225

●本体サイズ：W60×D50×H13.5mm
●重量：80g（1個）●固定角度：45°、90°、135°

通常価格
810円〈税抜〉

16%OFF 680_〈税抜〉

使用例

AP トリムクリッププライヤー 
トリムクリップを取り外すためのプライヤーで
す。先端は角度がついています。タイヤハウス
など外装用から、内装用トリムクリップの取り外
しに使用できます。

商品コード 08-08031
●全長：190mm●本体重量：182g
●先端角度：30°●開き幅：約30mm

使用例

商品コード 08-08048
●全長：183mm●本体重量：178g
●先端角度：80°●開き幅：約30mm

使用例

AP 3／8DR スタビーエアラチェット
手の平に収まるサイズのエアラ
チェットです。ボルトナットの早回
し作業に便利で、正回転、逆回転
の切替が可能です。

商品コード 04-08156

●全長：165mm●重量：428g●差込角：3／8DR（9.5sq）
●最大トルク：21.6Nm●無負荷回転数：300rpm●使用空気圧力：0.62MPa
●空気消費量：85L／min●インレットサイズ：1／4
●推奨ホースサイズ：内径φ6.5mm以上《付属品》●1／4PTエアプラグ×1

通常価格
4,900円〈税抜〉

22%OFF 3,800_〈税抜〉

商品コード
26-08127
●直径：φ20mm●軸長：10mm
●軸径：φ7mm●入数：10
●主にTOYOTA車に該当

PF812
商品コード
26-08073
●直径：φ20mm●軸長：9mm
●軸径：φ8mm●入数：10
●参考純正品番：01553－09321（NISSAN）

PF807

商品コード 02-13514
●本体サイズ：W240×D140×H40mm
●トレー内寸：W220×D120×H30mm
●深さ：30mm●材質：ステンレス

2Mg1Mg

マイナスドライバーを
使うよりも簡単に
取り外せます！

14 38 12

商品コード 02-07070
●全長：35mm●差込角：1／2DR
（12.7sq）→3／8DR（9.5sq）
●全長：25.5mm●差込角：3／8DR
（9.5sq）→1／4DR（6.3sq）

商品コード 02-07087
●全長：36mm●差込角：3／8DR
（9.5sq）→1／2DR（12.7sq）
●全長：25mm●差込角：1／4DR
（6.3sq）→3／8DR（9.5sq）

安心
6ヶ月
保証

安心
6ヶ月
保証

80°

950_〈税抜〉

AP トリムクリップ
リムーブプライヤー

38

シールドガス無しで溶接できるノンガス
タイプです。板厚0.8mm～5.0mmで
の溶接が可能で、初心者からプロの方ま
で、幅広く使用することができます。

●本体サイズ：W410×D240×H395mm
●重量：22Kg●電源：AC100V／50－60Hz
●定格消費電力：2kw●溶接可能材質：軟鋼、ステンレス
（※板厚1mm以下の極薄板のみ使用できます。）
●溶接可能板厚：約0.8～5.0mm

通常価格
39,800円〈税抜〉

27%OFF 29,000_〈税抜〉

●本体サイズ：L245×W90×H281mm
●重量：1.3Kg●使用空気圧力：0.5～0.7MPa
●空気消費量：1.3L／ストローク●ストローク量：18mm
●対応リベットサイズ：φ2.4、φ3.2、φ4.0、φ4.8mm
●対応リベット材質：アルミニウム、スチール
●エアインレット：G1／4●付属ノーズピース：
φ2.4mm×1、φ3.2mm×1、φ4.0mm×1、φ4.8mm×1

通常価格
9,800円〈税抜〉

33%OFF 6,600_〈税抜〉

●本体サイズ：L240×D125×H170mm
（吸塵バッグ未装着時）●重量：約2Kg
●電源：AC100V－50／60Hz●電流：3A
●消費電力：300W●無負荷回転数：
（MAX）12450rpm●パッド径：φ123mm
●適合サンディングディスクサイズ：φ125mm
●オービットダイヤ：1mm●電源コード長：約2m●連続使用時間：約30分

通常価格
6,980円〈税抜〉

30%OFF 4,900_〈税抜〉

980_
〈税抜〉

1,130_
〈税抜〉

通常価格
1,300円〈税抜〉

25%OFF

AP 419pc O－リング セット

KTC  組ヤスリ

34種類セットだから、
様々な場所に使える！

AP ダンパーサポート
商品コード 07-07006

通常価格
1,480円〈税抜〉

24%OFF

使用例

サンエス メタルクリーンα

メタルクリーンシリーズ（以下メタ
ルクリーン）は、業務用・金属加工
向け水溶性脱脂洗浄剤です。主に
各種工場・自動車・電車・農機具・建
設機械・船舶などの部品洗浄に使
われており、自動車メーカーの純
正品にも選ばれている信頼と実績
ある製品です。

商品コード 4961424015000

●内容量：600g

AP 2PC パーツクリー
ニングブラシ

商品コード 07-10204

360_〈税抜〉

AP Oリング
ピックツール

商品コード 02-29027

380_〈税抜〉

AP 12PC カーウォッシュタオルセット

非常に柔らかく吸水性に優れた洗車用のタオルセットです。吸水力が高いの
で何度もボディを擦る必要がなくボディに傷が付きません。ワックスの拭き取
り等にも使用可能です。

商品コード 03-02225

●サイズ：400×400mm●重量：50g●枚数：12枚
通常価格
1,200円〈税抜〉

18%OFF 990_〈税抜〉

使用例

TONE CLR－307 クリップリムーバー

TONE製の内装剥がしなどに使う、リムーバーです。
先端形状が薄く、狭い隙間にも挿入可能です。両端で角度が異なるため、
1本で使い分けて使用が可能です。

商品コード 4953488311372

●全長：205mm
メーカー希望小売価格
800円〈税抜〉

40%OFF 480_〈税抜〉

AP 2A スマートバッテリーチャージャー

DC12Vバッテリー専用の小型充電器です。開放型バッテリーや、二輪車に多く使用されて
いる密閉型（シールド）バッテリーの充電が可能です。

商品コード 05-04438

●本体サイズ：W145×D120×H48mm�●重量：460g�●入力電圧：AC100V／50－60Hz
●入力電流：0.5A●出力電圧：DC14.4V●出力電流：2A
●適合バッテリー：DC12V密閉型バッテリー、DC12V開放型バッテリー●適合バッテリー容量：2～20AH
●電源コード長：約1800mm●クランプコード長：約1800mm●過充電防止機能付き

通常価格
3,200円〈税抜〉

23%OFF 2,480_〈税抜〉

使用例

AP 72LED ワークライト ブラック

72個のLEDを使用した電池式の明るい
ワークライトです。背面には吊り下げ用の
フックとマグネットが付いておりますので
様々な場所での使用が可能です。

商品コード 05-04919

●本体サイズ：W220×D60×H35mm●重量：146g（電池含まず）
●使用電池：単3型電池×4本●LED数：72個●連続点灯時間：約3時間
《付属品》
●テスト用
単3乾電池×4本

通常価格
1,200円〈税抜〉

18%OFF 980_〈税抜〉

使用例

AP 20SMD＆3LED ワークライト

コンパクトサイズのライトです。メイ
ンには、SMDを20個使用しており非
常に明るくなっております。サブには、
LEDを3個使用してスポット的な照射
が可能です。

商品コード 05-05947

●サイズ：W69×D35×H97mm（垂直時）
●重量：70g（電池含まず）
●使用電池：単4型電池×3本（別売）
●使用光源：
SMD×20灯
（メイン）、
LED×3灯
（サブ）

通常価格
550円〈税抜〉

31%OFF 380_〈税抜〉

使用例

AP ブースターケーブル 100A

12Vガソリン車用のブースター
ケーブルです。軽自動車から車
両重量2tクラスの大型自動車に
使用可能な、100Aタイプです。

商品コード 05-05763

●長さ：3m（グリップ含む）●重量：約950g
●最大許容電流：100A●断面積：8.3sq
●被覆外径：φ8.0mm●芯線材質：CCA●被覆材質：PVC
●適応：12Vガソリン車用（軽自動車～車両重量2tまでの大型自動車）
●付属品：
専用ケース×1 通常価格

1,380円〈税抜〉

31%OFF 950_〈税抜〉

全長3mのタイプだから、遠くでも届く！

使用例

AP アイススクレーパー ブラシ付
自動車等の窓ガラスに付いた霜や雪を除去す
るブラシ付きスクレーパーです。グリップ部分に
はスポンジを採用し滑りにくくなっております。

商品コード 16-02904

●全長：580mm�●重量：300g�●スクレーパー幅：115mm
●ブラシ幅：210mm●材質：ポリプロピレン（本体、ブラシ）、EVA（グリップ）

通常価格
480円〈税抜〉

17%OFF 400_〈税抜〉

使用例

AP ラチェットビットドライバーセット

正逆切り替えが可能な小型のラチェットドライバーです。手のひらサイズで、狭い箇所での
作業で重宝します。グリップ内に6本12種類6本の両頭ビットが入っており、車載や携帯に
便利です。

商品コード 02-24527

●全長：100mm（ビット含まず）●重量：85g（ビット含まず）●ビット二面幅：1／4（6.35mm）
《入り組み》
●PH1、PH2、PH3
●SL4、SL5、SL6mm
●HEX4、HEX5、
HEX6mm
●T10、T15、T20

通常価格
650円〈税抜〉

31%OFF 450_〈税抜〉

小型なのに
充実の入組み！

使用例

AP マグネット スプレー缶ホルダー
追加収納用のスプレー缶ホルダーです。ロール
キャビネットやツールワゴンなどに、カンタンに
収納を増設出来ます。径φ60mmのスプレー缶
を4本収納可能で、底面に19mmの穴が有りド
ライバーなども収納可能です。

商品コード 03-01426

通常価格
990円〈税抜〉

31%OFF 680_〈税抜〉

使用例

AP ペール缶クッション 
オイルなどのペール缶に取付けて使用するクッション付きのトレーです。トレーとして
の使用の他、取外し可能なクッションなので、クッションを置けば椅子としての使用も
可能です。

●本体サイズ：φ300×H17mm●重量：360g
●対応ペール缶サイズ：φ300mm

使用例

@780_〈税抜〉
通常価格
各980円〈税抜〉

20%OFF

商品コード 03-06322 商品コード 03-06339 商品コード 03-06346

AP ツールボックス
コンパクトタイプながら、収納力バツグ
ンのツールボックスです。中には、持ち
出し用のトレーが付属しており、工具の
仕分けや整理にも使用可能です。

●サイズ：W355×D165×H170mm（ハンドル含まず）●重量：2.2Kg
●内寸：W335×D145×H120mm（トレー含まず）●トレーサイズ：W330×D135×H40mm

通常価格
各1,980円〈税抜〉

20%OFF @1,580_〈税抜〉

商品コード 03-04779

レッド
商品コード 03-04755

ブラック

レッド BX632 ブラック BX633 ブルー BX634

HEX

ミリ

＋
プラス
−
マイナス

T型

安心
6ヶ月
保証

AP プリセット型 トルクレンチ
エンジンや2輪車の整備に適した、小さい
トルク範囲のプリセット型トルクレンチです。

商品コード 01-07363
●全長：370mm●重量：850g
●差込角：3／8DR（9.5sq）
●測定範囲：20～110Nm
●最小目盛：1Nm●測定誤差：±4％
●専用ケース付

乗用車のホイールナットの締め付けに
最適なプリセット型トルクレンチです。

商品コード 01-07370
●全長：450mm●重量：1250g
●差込角：1／2DR（12.7mm）
●測定範囲：30Nm～180Nm
●最小目盛：1Nm�●測定誤差：±4％
●専用ケース付

通常価格
3,600円〈税抜〉

25%OFF 2,700_〈税抜〉

通常価格
3,900円〈税抜〉

26%OFF 2,900_〈税抜〉

AP エアコンプレッサー 39L RED

タンク容量39リットルのエアー
コンプレッサーです。

商品コード 04-07777

●本体サイズ：L670×W355×H615mm
●重量：34Kg●タンク容量：39L
●騒音値：90dB●電動機出力：2HP（1.5KW）
●電源：100V－50／60Hz●消費電力：1100
／1150W●無負荷回転数：2800／3400rpm
●吐出空気量：82／98L／min（実測値）
●最高空気圧力：0.78MPa
●再起動圧力：0.58MPa●コード長：2m

通常価格
19,800円〈税抜〉

15%OFF 16,800_〈税抜〉

AP 1.5TON ガレージジャッキ
商品コード 06-01359

12,800_〈税抜〉

AP タイヤゲージ メタルタイプ

測定範囲が～400KPa
までなので、2輪車等の
測定に最適です。

商品コード 01-07288

●全長：110mm
●重量：150g
●ゲージ径：φ53mm
●測定範囲：0～400KPa
●最小目盛：10KPa
●精度：±3％
●プッシュリリース機能付き
●プラスチックケース

通常価格
1,580円〈税抜〉

25%OFF 1,180_〈税抜〉

AP デジタル デプスゲージ
タイヤ溝の深さを測る専用のゲージです。商品コード 01-08926

●全長：113mm●重量：40g（電池含む）●測定範囲：0～25.4mm
●最小目盛：0.01mm●使用可能温度：0～40℃●精度：±0.03mm
●使用電池：SR44／LR44●0点調整機能付き

通常価格
980円〈税抜〉

27%OFF 720_〈税抜〉

AP オイルサクションガン

オイルの吸引と注入ができるハン
ドポンプです。エンジンオイルや
ATFなど、比較的低粘度のオイル
に適しています。

商品コード 09-00483

●本体サイズ：L340×φ56mm
●重量：750g●容量：500ml
●ストローク量：約240mm●ノズル径：φ12mm●ホース長：約300mm
●ホース径（外径×内径）約φ12mm×φ9mm●付属品：ホース×1

通常価格
1,570円〈税抜〉

55%OFF 700_〈税抜〉

AP 5PC リムーバーセット

リムーバー形状が異なる
為、様々な内張り形状に対
応することができます。

商品コード 08-07201

通常価格
950円〈税抜〉

26%OFF 700_〈税抜〉

AP リレープライヤー RP282
自動車のリレーを取り外す
専用プライヤーです。

商品コード 07-12826

●全長：230mm●重量：120g
●開口幅：16～70mm●材質：クロムモリブデン

通常価格
1,480円〈税抜〉

36%OFF 950_〈税抜〉

リレーを簡単にしっかりキャッチ！

AP プラスチックマグトレー ハンドル付
取っ手があり、中心部分にもマグネット
が入っているトレーです。

商品コード 02-25593

●本体サイズ：直径φ150×H40mm
●皿部深さ：17.5mm
●重量：300g●材質：ABS樹脂

通常価格
430円〈税抜〉

33%OFF 290_〈税抜〉

AP トリプルスクエアビットソケットセット（7個組）

ショートとロングの、2種類の
長さが付属しているので、
作業用途に応じて、
使い分けることが
できます。

商品コード 02-26811

●組サイズ［トリプルスクエア］：XZN－M6、XZN－M8、XZN－M10、XZN－M12
●付属品：3／8（9.5mm）DRビットアダプター×1●材質：S2（ビット）、クロム
バナジウム（ビットアダプター）【ビット長】●ショート：30mm（XZN－M6、
XZN－M8、XZN－M12）●ロング：75mm（XZN－M8、XZN－M10）／
115mm（XZN－M12）【ビット二面幅】●ショート／ロング共通：10mm

通常価格
980円〈税抜〉

31%OFF 680_〈税抜〉

アストロ タイヤビードクリーム 1kg

タイヤをホイールに組み
込む際、ビード部に塗る
潤滑クリームです。

商品コード 09-04436

●用途：バイク
●自動車用タイヤ脱着
●成分：ステアリン酸、
グリコール系溶剤、
硬度調整剤、水
●内容量：1Kg

通常価格
940円〈税抜〉

20%OFF 750_〈税抜〉

AP プラスチックボックス 4段引出

引き出し内部は取り外し可能な仕切りで区切られており、スペースのサイズ
変更が可能です。引き出しはロック機能があり、飛び出し防止になります。

商品コード 03-04458

●本体サイズ：
W415×D220×H240mm
●重量：2.6Kg

通常価格
3,200円〈税抜〉

25%OFF 2,400_〈税抜〉

AP 銅ワッシャー 80枚セット
油脂類などの交換時に重宝する銅ワッシャーの
セットです。幅広いサイズが入っているため、二
輪から四輪まで使用することができます。

商品コード 26-10014

●入組み内容：計80枚
（各サイズ10枚×8種類）

通常価格
2,900円〈税抜〉

21%OFF 2,300_〈税抜〉

持運びや、収納に便利な
専用ケース付き！

AP 10PC ケーブルコネクターセット

2本の配線を、本製品で挟むだけで
簡単に配線を分配させることができます。

商品コード 05-03004

●本体サイズW19.5×D15.5×H10mm●重量：1.5g
●断面積：0.3～0.75mm2（22－18AGW）

通常価格
190円〈税抜〉

21%OFF 150_〈税抜〉

AP ロゴ入り傘

スポーツ観戦や屋外イベントなど、日中の日差しを遮ることができ、不意
に降る雨も防いでくれる、アストロプロダクツロゴ入り傘です。男性でも
余裕の大きなサイズで、上部のスリットは、下からの風を逃がし、
煽られ防止になります。

商品コード 32-04526

●サイズ：
φ1300×L985mm
●重量：450g
●付属品：収納カバー×1

通常価格
890円〈税抜〉

24%OFF 680_〈税抜〉

アストロ チューブレスバルブ 10PC

チューブレスタイヤ用のスナップ
インバルブの10個セットです。
バルブ形状は米式です。

商品コード 4515451017393

●全長：46mm●重量：10g
●最大使用圧力：450KPa
●バルブタイプ：米式
●入組数：10個

通常価格
530円〈税抜〉

21%OFF 420_〈税抜〉

TONE HPVLT－165 バルブツール

自動車やオートバイなどのタイヤの
エアバルブ着脱専用の工具です。

商品コード 4953488206647

●寸法D：17mm●寸法A：165mm
●寸法L：235mm●軸径：4mm
●質量：35g

メーカー希望小売価格
425円〈税抜〉

41%OFF 250_〈税抜〉

AP ウレタンエアホース 
8.0mm×12.0mm×10m

商品コード 04-08613

1,980_〈税抜〉

エーゼット 527 
ジャッキオイル 300ml

420_〈税抜〉

商品コード 4960833527005
アストロ 
エアツールオイル 300ml

380_〈税抜〉

AP COB 角型ライト マグネット付 WL680 （限定）
商品コード 05-06807

AP 24LED フレキシブル ボタン型ライト

LEDを24個使用し
ており非常に明る
く、ベース部のマグ
ネットで鉄部に貼り
付け可能です。

商品コード 05-05022

●本体サイズ：
φ69×33mm
●重量：75g（電池含まず）
●マグネットベースサイズ：φ52mm
●使用電池：単4型
電池×3本（別売）
●LED数：24個
●�連続点灯時間：
約3時間

通常価格
520円〈税抜〉

29%OFF 370_〈税抜〉

AP フィルターレギュレーター FR124

エアの量をコントロールする
調整装置と水分を除去する
セパレーターを合わせた
レギュレーターになります。

商品コード 04-01249

●ゲージ径：φ52mm●重量：530g
●使用空気圧力：0.05～0.83MPa（7～120Psi、0.5～8.5Kgf／cm2）
●最高空気圧力：0.93MPa（135Psi、9.5Kgf／cm2）●最大流量：1000L／min
●使用温度範囲：5～60℃●ゲージ範囲：0～1.10MPa（0～160Psi、0～11.0Kgf／cm2）
●最小目盛：0.05MPa（10Psi、0.5Kgf／cm2）●インレットサイズ：1／4《付属品》

通常価格
4,800円〈税抜〉

29%OFF 3,400_〈税抜〉

AP 1／2DR分割式スピーディークロスレンチ

ソケットを差込んで使用出
来ますので様々なホイール
に対応できます。また、クロ
ス形状からスピンナ形状に
変形できますので、早回し
から締め付け作業まで、こ
の1本で対応できます。

商品コード 07-09321

●本体サイズ：375×265mm●本体重量：1.2Kg
●素材：CR－V●差込角：1／2（12.7mm）

通常価格
2,800円〈税抜〉

29%OFF 2,000_〈税抜〉

AP マグネットトレー 3Mg
強力なマグネットにより、外したボルトナットや
パーツ等をしっかり保持できるトレーになりま
す。また、ツールボックスやボンネット裏等にも
取り付けることが可能な為、分解整備作業時に
大変役立ちます。

商品コード 02-13699

アストロ 水溶性 シャーシーブラック 420ｍｌ

自動車の下回りに塗布する防錆塗料です。
サスペンションに塗布すれば、防音・摩耗防
止効果もあります。

商品コード 09-04429

●用途：自動車のシャーシー部分の防錆・
防音・摩耗防止●成分：アクリル樹脂、
エチレングリコールモノブチルエーテル、IPA、
着色顔料、噴射剤●内容量：420ml●色：黒

AP 1／2DR インパクトソケット 10個組（限定）
商品コード 02-29201

AP 1／2DR インパクトディープソケット 10個組（限定）
商品コード 02-29218

●本体サイズ：W300×D240×H315mm●重量：7Kg●電源：AC100V－50／60Hz
●消費電力：200／250W●回転数：2800／3300rpm●風量：25／30立方メートル／min
●風圧：245／294Pa●最大口径：φ240mm●ダクト長：約5m

AP ポータブル送風機 
塗装やパテ研ぎ、排ガスなどの排気に役立つ、フレキシブルダ
クトが付属した携帯用送風機です。作業用途に合せ、吸気・排
気のどちらでも使用可能です。

●本体サイズ：W380×D340×H405mm●重量：11Kg●電源：AC100V－50／60Hz
●消費電力：380／520W●回転数：2800／3300rpm●風量：64／77立方メートル／min
●風圧：367／440Pa●最大口径：φ340mm●ダクト長：約5m

AP ラバースキージー L

カーボンフィルムやガ
ラス用フィルムの水抜
き、空気抜きに使えま
す。ガラス面の洗浄後
の水切りもできます。

商品コード 16-08753

●本体サイズ：
W120×H75×T9mm
●本体重量：65g
●ヘラ部分のアングル角度：
約20°（ロング側）約35°（ショート側）
●材質：ゴム（ヘラ）、ABS（グリップ）

通常価格
550円〈税抜〉

24%OFF 420_〈税抜〉

安心
6ヶ月
保証

安心
6ヶ月
保証

●本体サイズ(幅×奥行×高さ):
W112×D21×H52mm(ステー含む)
●重量:70ｇ(電池含まず)
●搭載LED:3W�COB●明るさ:約165ルーメン

ロブテックス FK1 ターミナルプライヤー
商品コード 4963202020282

メーカー希望小売価格
2,210円〈税抜〉

32%OFF 1,500_〈税抜〉

●全長：235ｍｍ●重量：275ｇ
●本体:スチール・グリップ:樹脂

オープンバレル端子・裸圧着端子の
圧着、ボルト・電線の切断、電線の被
覆むきがこれ1丁でできます。

ボルトが突き出たナットや、奥まったの箇所への作業
に最適です。収納に便利なソケットレール付きです。

COBを搭載した､マグネット付きのステーが
付いた作業用ライトです。COBは面発光
なので､LEDの直線的な照射に比べ､

広範囲をムラなく照射します。

クロムモリブデン鋼を使用したインパクトレンチ用
ソケットです。ボルトナットを傷めにくい面接触タ
イプです。収納に便利なソケットレール付きです。

通常価格
17,800円〈税抜〉

27%OFF 13,000_〈税抜〉

商品コード 05-03134200mm

通常価格
19,800円〈税抜〉

20%OFF 15,800_〈税抜〉

商品コード 05-03141300mm

AP 1／2DR インパクト 
ユニバーサルボールジョイント
UBJ526

商品コード 02-25265

980_〈税抜〉

AP 単4形 
アルカリ乾電池

商品コード 05-02717

120_〈税抜〉

AP R1／4 オネジ 
ワンタッチ エアソケット

商品コード 04-08880

480_〈税抜〉

AP 1／2DR 2WAY インパクト
ユニバーサルボールジョイント 
UBJ528

商品コード 02-25289

1,200_〈税抜〉

AP 225PC Oリング MMセット

耐油、耐熱性のある
ニトリルゴム製のOリ
ングのセットになりま
す。18種類のOリン
グがセットになってお
りますので、1セット
あれば様々なサイズ
に使用できます。

商品コード 07-07747

●ケースサイズ：W200×D145×H40mm●耐熱安全温度：80℃
●耐熱温度範囲：－40～120℃●耐油性●材質：NBR（ニトリルゴム）
《入組内容》●φ3.0×T1.0mm～φ22.0×T2.0mm

通常価格
1,250円〈税抜〉

24%OFF 950_〈税抜〉
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AP 15W LEDフラットビーム 角型ワークライト

フラットボディで、取り付け場所を選びません。
レンズカットにより、広い範囲に照射できます。

商品コード 16-07305

●サイズ：W110×D35×H128mm（ステー含まず）●重量：340g
（ステー含まず）●電源：DC12V●電流：1A●出力：15W（3W×5）
●照射タイプ：フラット（拡散）●明るさ：1100ルーメン●色温度：6000K相当
●配線長：約500mm《付属品》●取り付けステー●ボルトナットセット

通常価格
2,400円〈税抜〉

44%OFF 1,350_〈税抜〉

3WLED×5個
だから、明るさ抜群！

得値

使用例

使用例

AP 板金ハンマー 7点セット
使いやすいハンマーとドー
リーがセットになった板金用
セットです。収納に便利なハー
ドケース付きです。

商品コード 08-06785

●入組：ユーティリティードーリー・カーブドーリー・ダブルエンドドーリー・
ナラシハンマー・ピックフィニッシュハンマー・バンピングハンマー・ヒールドーリー

通常価格
4,900円〈税抜〉

22%OFF 3,800_〈税抜〉

使用例

使用例

使用例

使用例

使用例

使用例

使用例

使用例

使用例

AP 60SMD コードレス LEDワークライト
商品コード 05-04988

●サイズ：D47×L367mm（フック含まず）●重量：322g●内蔵バッテリー：リチウムイオンバッテリー
●バッテリー電圧：3.7V●バッテリー容量：4000mAh●LED数：60個（SMD型）
●明るさ：360～420Lm●連続点灯時間：約5時間●充電時間：約5時間●充電可能回数：約500回
●電源コード長：約1500mm●過充電防止機能付●付属品：AC100Vアダプター×1

通常価格
4,780円〈税抜〉

27%OFF 3,500_〈税抜〉

安心
6ヶ月
保証

AP マグネット 
面ファスナーホルダー

商品コード 03-02058

280_〈税抜〉

使用例

トランスミッションの脱着時に、トランスミッションを
安全に降ろすことができるジャッキになります。

AP ミッションジャッキ フロアタイプ
商品コード 06-00307

●本体サイズ：W760×D425×H255mm●重量：32Kg●耐荷重：450Kg
●最低位：250mm●最高位：610mm●リフトアーム長：440mm
●受板サイズ：W230×D230×H50mm●作業範囲幅：265～310mm
●受板傾斜角度：60°（前）、20°（後）、30°（左右）●オイル量：130cc
通常価格
24,500円〈税抜〉

27%OFF 18,000_〈税抜〉

安心
6ヶ月
保証

AP ラバーパット

車輌をキズや破損か
ら守る、油圧ジャッキ
用のゴム製サポート
パットです。

商品コード 07-02551

●本体サイズ：
φ137×T45mm
●下部外径：φ103mm、
φ117mm、φ128mm
●溝サイズ：W10×H19mm

●セット内容：�
・樹脂柄ドライバクロス貫通タイプ�(D1P2-1・2・3)�
・樹脂柄ドライバマイナス貫通タイプ�(D1M2-5・6)�
・樹脂柄スタッビドライバ�(クロス：D1PS-2、マイナスD1MS-6)

通常価格
1,520円〈税抜〉

35%OFF
AP バッテリーカットターミナル

商品コード 07-01851

●本体サイズ：L86×
D36×H34mm
●ハンドル径：φ35mm
●端子サイズ：D端子
●重量：100g

通常価格
520円〈税抜〉

33%OFF

AP バッテリーカットターミナル B端子用

B端子対応のワンタッ
チで電源のON、OFF
が可能になるバッテ
リーターミナルです。

商品コード 07-09581

●本体サイズ：L85×
D29×H32mm
●ハンドル径：φ35mm
●端子サイズ：B端子
●重量：100g
通常価格
430円〈税抜〉

30%OFF
KTC SK007M－SE BTO方式工具セット

貫通タイプのドライバーセットです。
商品コード 4989433946023

メーカー希望小売価格
7,110円〈税抜〉

50%OFF

320_〈税抜〉

チップトップ 9100PA－5 
バルブコア 5本入り

商品コード 4515451030200

Linda BZ09 
タイヤバフ

AP ツールポーチ L 
TP774

AP タイヤバルブ
キャップセットアルミ 
ブラック 4PC

700_〈税抜〉

370_〈税抜〉

220_〈税抜〉

AP タイヤバルブ
インサーター

990_〈税抜〉

商品コード 07-01929

商品コード 4979782186966

AP アルミニウム エアサブタンク 25L

エアコンプレッサーの容量
アップに役立つ、25Lタイプ
のエアサブタンクです。

商品コード 04-07814

通常価格
9,800円〈税抜〉

19%OFF 7,900_〈税抜〉

550_〈税抜〉

商品コード 04-08361
AP スパイラル 
エアホース カプラー付 
5m

商品コード 03-07749

商品コード 16-04243

●本体サイズ：
W360×D160×
H37mm
●深さ：25mm
●材質：ステンレス

通常価格
950円〈税抜〉

23%OFF 730_〈税抜〉

通常価格
470円〈税抜〉

17%OFF 390_〈税抜〉

リコメンド

990_
〈税抜〉

300_
〈税抜〉

3,580_
〈税抜〉

安心
6ヶ月
保証
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AP 1／2DR ホイールナットインパクトソケット 3個セット

持運びや収納に便利な、
専用収納ケース付き！

ハードケース付

自動車整備、配線
などの端子圧着に！

ホイールナットの脱着に使用
するインパクトレンチ対応のソ
ケットです。カバーを取り外す
と、通常のインパクトレンチ用
ソケットよりも薄肉タイプのソ
ケットとして使用できます。

商品コード 02-24756

●入組サイズ：17、19、21mm
●差込角：1／2DR（12.7sq）●材質：クロムモリブデン

通常価格
1,980円〈税抜〉

25%OFF 1,480_〈税抜〉

12 6PTミリ

38

12PT

得値

●本体サイズ：L500×W240×
H210mm（ハンドル含まず）
●重量：14Kg（ハンドル含まず）
●耐荷重：1500Kg
●最低位：90mm
●最高位：360mm
●受皿径：φ95●オイル量：75ml
通常価格
18,800円〈税抜〉

32%OFF

AP 3PC ユーティリティーツールセット

マグネットトレー、インスペクションミラー、
マグネットピックアップの3種類のセットです。

商品コード 02-15037

《マグネットトレー》●直径：φ100mm●深さ：23mm●材質：ステンレス
《マグネットピックアップ》●全長：163～860mm●先端径：φ18mm
《インスペクションミラー》●全長：170～490mm●ミラー径：φ31mm

通常価格
930円〈税抜〉

30%OFF 650_〈税抜〉

AP マグネットトレー ミニ

ステンレス製で強力マグネットを装備した小型サイズのマグトレーです。
ネジやボルト等をしっかりと保持します。マグネットを利用してツールボッ
クス等の脇に取り付けることも出来ます。

商品コード 02-13682

●サイズ：直径108φ
●高さ31mm●皿部深さ20mm
●重量：160g●本体材質：ステンレス

通常価格
200円〈税抜〉

25%OFF 150_〈税抜〉

使用例
※�工具は含まれて�
おりません

耐荷重1800kgまで対応可能なジャッキです。2
つ

のポンプピストンで、少ないストロークでアームを
上

げることができます。最低地上高の低いクルマに対
応

した、アーム全体が低い低床設計ですので、奥まっ
た

ジャッキアップポイントにも届きやすくなっています
。

商品コード 06-01410

使用例

安心
6ヶ月
保証

商品コード 07-04296

3,000_〈税抜〉

AP 2TON 
リジットラック 
2脚セット

23%
OFF 19,900_〈税抜〉

●本体サイズ：L830×W370×H220mm（ハンドル含
まず）

●重量：41Kg（ハンドル含まず）●耐荷重：1800K
g

（1.8t）●最低位：約70mm（ゴムパッド含まず）

●最高位：約610mm（ゴムパッド含まず）
●受皿径：φ98mm●リフトアーム長：525mm

●フレーム高：150mm●ハンドル長：1155mm

●オイル量：約230ml

通常価格26,000円〈税抜〉
リコメンド

AP 1.8TON 超低床ガレージジャッキ GJ141

安心
6ヶ月
保証

安心
6ヶ月
保証

安心
6ヶ月
保証

AP ワークベンチ WB701

幅が1500mmある
ワークベンチです。
高さは890mmで、
立っての作業にちょ
うどいい高さです。

商品コード 03-07015 天板はラバーウッド集成材だから、汚れずらい！

AP 
ショップスツール

商品コード 03-05455

4,700_〈税抜〉

リコメンド

17,800_〈税抜〉
通常価格
24,800円〈税抜〉

28%OFF

《入組みサイズ》
●10、12、13、14、15、17、19、21、22、24ｍｍ
●差込角：1/2DR（12.7sq）●角数：6PT
●材質：クロムモリブデン●付属品：ソケットレール×1

1,590_〈税抜〉

通常価格
2,480円〈税抜〉

36%OFF

安定したトルクを発生
するツインハンマー
タイプで、正逆回転共
に3段階のトルク調整
機能付です。

安心
6ヶ月
保証

12

AP 1／2DR ミニエアインパクトレンチ
商品コード 04-08521

リコメンド

通常価格
8,800円〈税抜〉

23%OFF

通常価格
780円〈税抜〉

36%OFF

D端子対応のワンタッチで
電源のON、OFFが可能になる
バッテリーターミナルです。

使用例

※�工具は�
含まれておりません

マグネット付きの
スタンドで、鉄部に
貼り付けて
使用可能！

商品コード 07-13625

ローダウン車の必需品！
ジャッキアップ時の
高さ確保に！使用例

AP プラスチック 
ラダーレール用
収納バッグ

商品コード 03-08128

1,200_〈税抜〉

リコメンド

●本体サイズ：L700×W200×H80mm
●重量：1.6kg（1本）
●耐荷重：1200kg（2本使用時）
●リフト量：約65mm
●傾斜角：約10°●入数：2

ジャッキを使用するときに、高さの確
保が必要な場合に使用する、ラダー
レールです。傾斜が緩やかで、リフト
量も低い設定なので、車高の低い車
輌に使用できます。軽量で持ち運びや
すいプラスチック製です。

テスト
電池付

コンパクトながら、
最大580Nmのトルク！

商品コード 09-03781

●L125mm�●重量：1.5Kg
●最大トルク：580Nm●無負荷回転数：10000rpm
●使用空気圧力：0.62MPa●空気消費量：100L／min
●差込角：1／2DR（12.7sq）●インレット：1／4PT

ちょっとした移動時に便利な、
持ち手付き！

SMD型LEDを60個使用
した、非常に明るい
充電式ワーク
ライトです。

テスト
電池付

数量
限定

数量
限定

D端子用

B端子用

30°

LSセット SLセット

ニッサン トヨタ

トレー付きだから、ボックスからの
工具持ち出しにも便利！

ボンネットダンパーのへたり
による落下防止や、リアウィ
ング装着車のダンパー固定
などに使用する工具です。

数量
限定

収納に便利な
トレー付！

軽量なアルミ
フレームに、

ダブルポンプ仕様！

フレームがアルミニウム製の為、
大変軽くなっています。

6,800_〈税抜〉

《入組みサイズ》
●10、12、13、14、15、17、19、21、22、24ｍｍ
●差込角：1/2DR（12.7sq）●角数：6PT
●材質：クロムモリブデン●付属品：ソケットレール×1

頭部に装着して使用するLEDヘッドライトです。ライトは約180°の範囲内で
角度調整可能で、2個の白色LEDと1個の赤色LEDがあり、状況に応じた使
い分けが可能です。

商品コード 05-04186

●本体サイズ：W70×D40×H40mm●重量：37g
●使用乾電池：単4乾電池×3（別売）●LED数：2個（白色）／1個（赤色）
●使用可能時間：約72時間（白色LED）／約94時間（赤色LED）

通常価格
360円〈税抜〉

33%OFF 240_〈税抜〉

使用例

数量
限定

AP 5LED ミニヘッドライト

頭部に装着して使用する点灯パターンが変更できるLEDライトです。作業時
に両腕が使用可能になる為、作業の他にもトレッキングやアウトドア、フィッシ
ングなどに大変便利です。ライトは、約60°の範囲で角度を7段階に調整可能
です。

商品コード 05-04803

●本体サイズ：W58×D40×H42mm●重量：53g（電池含まず）
●使用電池：単4型電池×3本（別売）●LED数：5個●使用可能温度：－30°C～60°C
●照射距離：約12m●連続点灯時間：約80時間（1LED）、
約35時間（3LED）、約20時間（5LED）、約60時間（5LED点滅）

通常価格
730円〈税抜〉

22%OFF 570_〈税抜〉

使用例

数量
限定

TONE LT17WPC 4WAY LEDライト

12

リコメンド

売り切り
特価

数量
限定

6PT

ミリ

12

リコメンド

売り切り
特価

数量
限定

6PT

ミリ

1本で4通りの使い方ができる充電式LEDライトです。夜間の作業、
自動車整備、キャンプ、非常灯など幅広い用途に最適です。

商品コード 4953488411751

●重量：170g●リチウムイオン電池3.7V／2200mAh内蔵
●充電電池：5V●充電電流：1A●防水保護等級：IPX4
入組●フォーカスライト：φ35×50mm●重量：65g●250ルーメン
●ワークライト：7×22×225mm●重量：90g●350ルーメン
●フレキシブルライト（大）：φ20×430mm●重量：100g
●200ルーメン●フレキシブルライト（小）：φ5.5×430mm
●重量：50g●3ルーメン●ACアダプター●USBコード付き

メーカー希望小売価格
20,000円〈税抜〉

65%OFF 6,980_〈税抜〉

数量
限定

お1人様
1点限り

充電式で使用場所を選ばない、電動インパクトレンチ
です。トリガースイッチは、引き具合によって回転の調
整が可能で、離すとすぐに回転が止まるブレーキ機
能付きです。バッテリーは、18Vタイプで、最大トルク
180Nmのトルクを発生させます。持ち運びや保管に
役立つハードケース付きで、予備バッテリーの収納ス
ペースもあり大変便利です。

AP 1／2DR 18V コードレスインパクトレンチ
商品コード 05-06562

●本体サイズ：L168×W73×H210mm（バッテリー含む）●重量：約1.4kg
（バッテリー含む）●差込角：1／2DR（12.7mm）●最大トルク：180Nm
●無負荷回転数：0～2100min－1●打撃数：4000回／分
●使用バッテリー：リチウムイオンバッテリー（DC18V－1.5Ah）●最大連続使用時間：
20分●充電時間：約1時間●充電器入力電圧：AC100V－50／60Hz
●付属品：充電器×1、リチウムイオンバッテリー×1、専用ケース×1

通常価格
14,800円〈税抜〉

20%OFF 11,800_〈税抜〉

安心
6ヶ月
保証

12
使用例

AP プラスチックラダーレール PR362

滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピング
グリップを採用した、金属加工用のヤスリです。

商品コード 4989433767734

平(ZKF1A－2H)
●全長：220mm●重量：60g●中目

数量
限定

耐油、耐熱性のあるニトリルゴム製のOリン
グのセットになります。34種類のOリング
がセットになっておりますので、1セットあ
れば様々なサイズに使用できます。

商品コード 07-08195

●ケースサイズ：W250×D165×H45mm
●耐熱安全温度：80℃●耐熱温度範囲：－40～120℃
●耐油性●材質：
NBR（ニトリルゴム）
《入組内容》
●φ3.0×T1.5mm～
φ50.0×T3.5mm 900_

〈税抜〉
通常価格
1,380円〈税抜〉

35%OFF

商品コード 4989433767741

半丸(ZKF1A－2HR)
●全長：220mm●重量：60g●中目

880_
〈税抜〉

メーカー希望小売価格
1,270円〈税抜〉

31%OFF560_
〈税抜〉

メーカー希望小売価格
800円〈税抜〉

30%OFF

●本体サイズ：
W310×D90×H90mm（マグネット含む）
●スプレー缶対応径：～φ60mm●底面穴径：φ19mm×12
●耐荷重：3.6㎏�●マグネット数×6

360_〈税抜〉

商品コード 26-09889
AP Φ125mm サンディング
ペーパー8穴タイプ 6枚セット

●本体サイズ：L545×W335×H205mm（ハンド
ル含まず）

●重量：25kg●耐荷重：2500kg（2.5t）
●最低位：約130mm●最高位：約425mm
●リフトアーム長：250mm●フレーム高：150mm

●ハンドル長：1090mm（装着時）
●受皿径：φ110mm●受皿軸径：30mm
●最高位到達ストローク数：約16回（無負荷）
●オイル量：約100ml●付属品：ラバーパッド×1（装

着済）
得値

安心
6ヶ月
保証

数量
限定リコメンド

限定
カラー
限定
カラー

AP 2.5TON ガレージジャッキ オレンジ×ブラック（限定）

33%
OFF

耐荷重が2.5tあるガレージジャッキです。
軽自動車から普通自動車まで、幅広く
使用することができます。

商品コード 06-01465

9,980_〈税抜〉

通常価格14,800円〈税抜〉

アストロ 
ペール缶 20L

商品コード 03-06124

1,580_〈税抜〉

●本体サイズ：W1500×D600×H890mm
●本体内寸：W1340×D430×H800mm
●本体耐荷重：250㎏�●重量：31㎏
●アジャスター調整可能範囲：80mm

●全長：74～90mm
●対応径：～φ14mm
●材質：アルミ（本体）
●アルマイト仕上げ

第
1
週

12/

2 日
12/

1土・
第
2
週

12/

8 土・
12/

9 日

350_
〈税抜〉

www.astro-p.co. jp
世界の一流工具も豊富に取り扱っております。

〈通販専用ダイヤル〉0120-27-3459 〉らちこはらか帯携〈 048-501-7704
〈アストロプロダクツ・インターネット店（Yahoo!）〉http://store.shopping.yahoo.co.jp/astroproducts/index.html
〈アストロプロダクツ・インターネット店（楽天）〉http://www.rakuten.ne.jp/gold/astroproducts/index.html

新ポイントカード・
スマホ会員受付開始

会員登録はこちら▶※ガラケーでの登録は不可となります。

より どり

2018年11/30金START!! 製品改良のため、サイズやカラー、仕様、セット内容が予告なく変更される場合が
ございます。ご了承下さい。※関連商品はセール対象ではありません。通常価格での販売となります。
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