
長さが選べる伸縮式の打診棒や用途に応じた様々な打診棒。ハン
マータイプもあります。

土牛産業 打診棒シリーズ

製品仕様

メーカーお取り寄せの場合は『取寄』と記載
 

商品名：打診棒シリーズ
商品コード 品名 収納～最長 メーカー商品番号  

5780010010 打診棒 ミニ ～52cm 01390 取寄

5780010020 打診棒 レギュラー
約17cm～
72cm 01561  

5780010029 打診棒 ロング No.6
約21cm～
90cm 01124 取寄

5780010027 打診棒 ロング No.4
約30cm～
98cm 01560 取寄

5780013100 打診棒 ハード 1M
約21cm～
100cm 01567 取寄

5780010030 打診棒 ロング No.7
約21cm～
117cm 01391  

5780010039 打診棒 ロング 1500
約25cm～
151cm 01448 取寄

5780010041 打診棒 ロング 2000
約30cm～
201cm 01449 取寄

 

打診棒 ミニ 打診棒レギュラー



 

打診棒ロング NO.6 打診棒ロング NO.4

 

打診棒 ハード1M 打診棒ロング NO.7

 

打診棒ロング 1500 打診棒ロング 2000

 

商品名：かぼちゃ玉シリーズ
商品コード 品名 収納～最長 メーカー商品番号  

約19cm～



5780010070 かぼちゃ玉打診棒 レギュラー
約19cm～
74cm 01127  

5780010120 かぼちゃ玉打診棒 ロング
約24cm～
119cm 01128  

5780010122
ステンかぼちゃ玉（大）
打診棒 ハード 1M

約24cm～
103cm 01068 取寄

5780010124 かぼちゃ玉打診棒 1500
約27cm～
153cm 01737 取寄

5780010125 かぼちゃ玉打診棒 2000
約33cm～
202cm 01738 取寄

 

かぼちゃ玉打診棒 レギュラー かぼちゃ玉打診棒 ロング

 

ステンかぼちゃ玉（大）打診棒 ハード1M かぼちゃ玉打診棒 1500

 

かぼちゃ玉打診棒 2000



 

商品名：にんにく玉シリーズ
商品コード 品名 収納～最長 メーカー商品番号  

5780100160 にんにく玉打診棒 700
約19cm～
74cm 00950 取寄

5780100161 にんにく玉打診棒 ロング 1000
約24cm～
103cm 00951 取寄

 
 

ニンニク玉打診棒 700 ニンニク玉打診棒 ロング1000

 

商品名：打診棒ステンレス
商品コード 品名 収納～最長 メーカー商品番号  

5780010024 打診棒 ステンレス レギュラー
約17cm～
74cm 01562 取寄

 
 

打診棒 ステンレス レギュラー

 

商品名：コロ玉シリーズ



商品コード 品名 収納～最長 メーカー商品番号  

5780010050 コロ玉打診棒 レギュラー
約19cm～
74cm 01076 取寄

5780010060 コロ玉打診棒 ロング
約23cm～
117cm 01077 取寄

 
 

コロ玉 打診棒 レギュラー コロ玉 打診棒 ロング

 

商品名：ペンタイプ 伸縮式打音診断棒
商品コード 品名 収納～最長 メーカー商品番号  

5780010130 打診棒 Gペン
約14cm～
62cm 01129  

5780014500 打診棒 Xペン500
約14cm～
53cm 01443 取寄

 
 

打診棒 Gペン 打診棒 Xペン500

 



パルハンマー

製品仕様

メーカーお取り寄せの場合は『取寄』と記載
 

商品名：パルハンマー（小型）
商品コード 収納～最長  

0011000001 13.3cm～52cm  

 



テストハンマー

製品仕様

メーカーお取り寄せの場合は『取寄』と記載
 

商品名：テストハンマー（打診棒）L-1000
商品コード 収納～最長  

9001001000 21.5cm～100cm  

 



モルタル検査に最適なハンマー

土牛産業 検査ハンマーシリーズ

製品仕様

メーカーお取り寄せの場合は『取寄』と記載
 

商品名：タル剣ショート
商品コード 品名 長さ メーカー商品コード  

5781000250 タル検ショートA型コード付 250mm 01649  

5781000330 タル検ショートB型コード付 330mm 01650  

 



クラックスケール

製品仕様

メーカーお取り寄せの場合は『取寄』と記載
 

商品コード 商品名  

5780300002 カード型クラックスケール（反射防止） 取寄

5780300001 ステンレスクラックスケール 廃盤

 

ステンレスクラックスケール

 



【ハリーペン】ウレタン防水等の簡易型膜厚測定ペン。針を押し
込み、側面の目盛で膜厚を確認。
 
【ハリーペンデジタル】ウレタン防水等のスピーディーな膜厚検
査をする為の便利ツール。デジタル表示で撮影に最適。

ハリーペン/ハリーデジタル

製品仕様

メーカーお取り寄せの場合は『取寄』と記載
 

商品名：ハリーペン
商品コード 品名 メーカー商品番号  

5780020001 ハリーペン 01130  

商品名：ハリーペンデジタル
商品コード 品名 メーカー商品番号  

5780020100 ハリーペンデジタル 01177 取寄



 

製品情報

ハリーペンの針の動き

ハリーデジタルの使用方法



 
デジタル表示部
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水性スプレー

製品仕様

メーカーお取り寄せの場合は『取寄』と記載
 

商品名：水性ハイスプレーエアーロック
商品コード 色 ケース 出荷単位  

2930500001 レッド 6本 1本  

2930500002 ネイビーブルー 6本 1本  

2930500003 キイロ 6本 1本  

2930500004 ミドリ 6本 1本  

※容量300ml
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土牛産業 伸縮式ホワイトボードシリーズ

製品仕様

メーカーお取り寄せの場合は『取寄』と記載
 

商品名：土牛産業 伸縮式ホワイトボードシリーズ
商品コード 型番 メーカー商品番号  

5784060001 A4-S 02381 取寄

5784060100 B5-1 02382 取寄

5784060301 D-2C 02470 取寄

5784060300 D-1 02385 取寄

5784060299 D-0 02562 取寄

 

A4-S B5-1

 

D-2C D-1



 

D-0（縦型、横型）

 



高所作業での落下防止用のワイヤー入り安全コード

土牛産業 安全コード

製品仕様

メーカーお取り寄せの場合は『取寄』と記載
 

商品名：安全コード
商品コード 自然長～伸長時 仕様荷重 全重量 付属品  

5780030030 410～1700mm 1kg 約90g U字環・接続ワイヤー 取寄

 

商品名：安全コードショート35
商品コード 自然長～伸長時 仕様荷重 全重量 付属品  

5780030035 350～1300mm 1kg 約80g 接続ワイヤー 取寄
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