
キャスターセット
ATL-JS
●φ125（ストッパー付）
●4個 /セット 
●定価／39,000円

ATL

壁当て＆アウトリガー(伸縮無）
標準装備！

ATL-2WA

ATL-2WAJS 2段セット
●全高4.33～ 4.63ｍ
●作業床の高さ3.18～ 3.48ｍ
●本体質量57.0kg ●定価／オープン

ATL-3WAJS 3段セット
●全高5.85～ 6.15ｍ
●作業床の高さ4.70～ 5.00ｍ
●本体質量74.0kg ●定価／オープン

ATL-W作業床ワイドタイプ

わく寸法（支柱中心）/650×1300mm

超軽量、安定感抜群！
ハッスルタワーコンパクト３（スリー）

ダイナワークタフ

仮設工業会認定のタフな業務用足場台！ 踏み外し防止・安全対策ができる選べるセットで！
DXA足場台（可搬式作業台）

サヤ管式３連はしご パイプ製足場

最大使用質量

150kg

最大使用質量

100kg
最大使用質量

100kg

登録
製品NETIS登録
製品NETIS

両側手すりわくセット エリアガードセット
DWG-TEL手すりわく（爪先板付き） 

●質量／4.1kg ●定価／61,600円
●質量／3.6kg ●定価／81,600円
※2本／セット

エリアガード
DXA-AGS

DXA-18BT
＋DWG-TEL×2台セット
設置イメージ 

DXA-18BT
＋DXA-AGS設置イメージ 

LNT

●全長7.03m  ●縮長3.03m 
●質量19.2kg ●定価／185,600円

LNT-70A

●全長8.06m  ●縮長3.37m 
●質量21.3kg ●定価／201,600円

LNT-80A

サヤ管式で
コンパクトに収納！

LNT-70A

サービス！！

DXA-13BTTEL2

DXA-13BT ＋ ×2台セット手すりわくDWG-TEL

●天場の高さ 0.96～1.30ｍ
●本体質量 21.6kg ●定価／オープン

手掛り棒4本標準装備

DXA-15BT ＋ ×2台セット

DXA-15BTTEL2

手すりわくDWG-TEL

●天場の高さ 1.05～1.48ｍ
●本体質量 22.6kg ●定価／オープン

手掛り棒4本標準装備

DXA-13BTAGS

DXA-13BT ＋ エリアガードDXA-AGS

●天場の高さ 0.96～1.30ｍ
●本体質量 21.6kg ●定価／オープン

手掛り棒4本標準装備

DXA-15BT ＋

DXA-15BTAGS

エリアガードDXA-AGS

●天場の高さ 1.05～1.48ｍ
●本体質量 22.6kg ●定価／オープン

手掛り棒4本標準装備

エリアガードDXA-AGSDXA-18BT ＋

DXA-18BTAGS 手掛り棒4本・キャスター２個標準装備

●天場の高さ 1.37～1.80ｍ
●本体質量 25.0kg ●定価／オープン

DXA-18BT ＋

DXA-18BTTEL2 手掛り棒4本・キャスター２個標準装備

●天場の高さ 1.37～1.80ｍ
●本体質量 25.0kg ●定価／オープン

手すりわくDWG-TEL ×2台セット

2019年

本日 2月末日まで
期
間

車長の1.1倍を超える 
積載長は違反となります

道路交通法施行令 第22条 3のイ

（事前に許可を得たものは除く）

約3.4m

車長×1.1倍まで

瓦版
ぴぃかわらばん

98,00098,00098,000円円円98,00098,00098,000円円円
税込 105,840円

108,000108,000108,000円円円108,000108,000108,000円円円
税込 116,640円

98,00098,00098,000円円円98,00098,00098,000円円円
税込 105,840円

88,00088,00088,000円円円88,00088,00088,000円円円
税込 95,040円

88,00088,00088,000円円円88,00088,00088,000円円円
税込 95,040円

108,000108,000108,000円円円108,000108,000108,000円円円
税込 116,640円

69,80069,80069,800円円円69,80069,80069,800円円円
税込 75,384円

198,000198,000198,000円円円198,000198,000198,000円円円
税込 213,840円

248,000248,000248,000円円円248,000248,000248,000円円円
税込 267,840円

79,80079,80079,800円円円79,80079,80079,800円円円
税込 86,184円

超特価猛進！！
号外



立ったまま伸縮できる
はしご兼用脚立

SCN DXJSXJ
最大

使用質量
100kg
幅広踏ざん

55mm
最大

使用質量
100kg
幅広踏ざん

55mm

最大
使用質量
100kg

立ったまま伸縮でき、
ワンタッチで折りたたみできる！

16,500円

16,000円

18,000円

20,800円

22,800円

18,500円

21,500円

23,500円

32,500円

35,500円

38,500円

立ったまま伸縮できる足場台

端を引き上げれば
１脚伸縮できます

中央を引き上げれば
2脚同時に伸縮できます

四脚アジャスト式 足場台四脚アジャスト式 専用脚立 四脚アジャスト式 はしご兼用脚立

SXJ-180

約31cm

DXJ-W91209

約31cm

上部操作
タイプ スタッピーフェス

SXJ-120PNT
●天板の高さ0.94～1.25m
●質量6.2kg
●定価／オープン

SXJ-150PNT
●天板の高さ1.24～1.54m
●質量7.3kg
●定価／オープン

SXJ-180PNT
●天板の高さ1.53～1.84m
●質量8.4kg
●定価／オープン

SXJ-210PNT
●天板の高さ1.82～2.13m
●質量9.3kg
●定価／オープン

SXJ-240PNT
●天板の高さ2.11～2.42m
●質量10.6kg
●定価／オープン

SXJ-270PNT
●天板の高さ2.40～2.71m
●質量12.4kg
●定価／オープン

SXJ-300PNT
●天板の高さ2.69～3.00m
●質量14.8kg
●定価／オープン

SCN-210PNT
●天板の高さ1.82～2.13m 
●はしごの長さ3.85～4.49m 
●質量10.7kg
●定価／オープン

SCN-180PNT
●天板の高さ1.53～1.84m 
●はしごの長さ3.24～3.88m 
●質量9.4kg
●定価／オープン

SCN-150PNT
●天板の高さ1.24～1.55m 
●はしごの長さ2.63～3.27m 
●質量7.8kg
●定価／オープン

SCN-120PNT
●天板の高さ0.94～1.25m 
●はしごの長さ2.02～2.66m
●質量6.8kg
●定価／オープン

SCNの場合従来の場合こ
ん
な
に
姿
勢
が

違
い
ま
す

約31cm
SCN-120

SCN-150
（はしご状態）

ロック操作部分（上部）

ロック操作部分（下部）

税込 17,820円

税込 17,280円

19,800円

DXJ-6908PNT
●天場の高さ 0.60～0.91ｍ
●天場寸法 昇降面300×長さ825mm
●質量7.6kg
●定価／オープン

税込 21,384円

23,800円

DXJ-91209PNT
●天場の高さ 0.87～1.18ｍ
●天場寸法 昇降面300×長さ950mm
●質量9.1kg
●定価／オープン

税込 25,704円

22,800円

DXJ-W6908PNT
●天場の高さ 0.60～0.91ｍ
●天場寸法 昇降面420×長さ825mm
●質量8.4kg
●定価／オープン

天場幅ワイドタイプ

税込 24,624円

25,800円
DXJ-W91209PNT
●天場の高さ 0.87～1.18ｍ
●天場寸法 昇降面400×長さ950mm
●質量10.2kg
●定価／オープン

天場幅ワイドタイプ

税込 27,864円

税込 19,440円

税込 22,464円

税込 24,624円

税込 19,980円

税込 23,220円

税込 25,380円

税込 35,100円

税込 38,340円

税込 41,580円

ノンスリップテープ
PNT-253Y（一般屋外用）
●サイズ 25mm×3m  ●裏地素材 アルミ ●定価／ 2,000 円使用例

ノンスリップテープ踏ざんに貼るだけで
スリップ事故の防止にサービス！！

本社  〒577-0013  大阪府東大阪市長田中4-4-10

お求め・お問い合せは

※チラシの仕様・価格及び外観は改良のため、予告なく変更する場合があります。 ※印刷の性質上、写真
と現物との色が異なっていることがありますのでご了承ください。 ※写真のブロック等は撮影の為のもの
です。 ※個人宅配は、別途運賃が掛かる場合があります。予めご了承ください。 2018-12-400-1.32-K

https://www.pica-corp.jpピカ

Twitter
公式アカウント

Facebook
ページ

端を引き上げれば
１脚伸縮できます

中央を引き上げれば
2脚同時に伸縮できます




