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レベルの

者の様
仕事でもプライベートでも関なく、性というものは人々
からく価されます。しいを成するには、ツールの
は常に重です。だからこそ、弊のツールはお
様から万全のをいただいているのです。
たちのは、様に心をおけします。性にする
期待をることなく、ツールを手にするに、その性を
感していただくことができるでしょう。
弊のを開・しているのは、モチベーションの
いした従業たちです。彼らは、卓したを持し、
弊ブランドへのいをたすことに日々力していま
す。Work with the best.

的な精性がされる場合にはPB Swiss Toolsのツー
ルを手にとって下さい。たちのスイスのツールは、
中のさまざまな業からされています。
開や現場、メンテナンス作業など、しい状況でもこれ
らのツールで作業できるでしょう。
シュタッドラー・レールやユングフラウ鉄などのスイス企業
では、その人とツールにレベルのをしています。
それにえるの動を是ご下さい。

1. エレクトロツール
2. ハンマー
3. L型レンチ



Eva Jaisli
CEO、任者
e.jaisli@pbswisstools.com
すぐごいただき、
弊のYouTubeチャンネルを期しま
しょう。
すべての動は、弊ウェブサイトの « 用範囲 » でごいただ
けます。すぐごいただき、弊のYouTubeチャンネルを
期的にご下さい。

Discover now

100% スイス

制の
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ハンドツール

クロスハンドルレンチ
カラーコード色によるシステム
なる色によるカラーコードで、正しいツールをく手に
ることができます。
的な作業
スピーディ＆パワフル：さのなる 2本のブレードで、2
りの作業がです。

スピーディな

パワフルなネジめ

な力の
人工学に基づいてされた形状で手にフィットし、手首の
れを和らげます。 Santoprene ® のクロスハンドル
は、濡れた手でもらず用できます。

スライドレンチ
全性と柔性
3 で作業できるスライドレンチは、特にトルクをかける
作業にしています。のエンドストップをスライドする
ことにより、様々なねじに用できます。
すべてこれ1つで
3種のインサートに用いるツール：
• スピーディな
• トルクを加えることが
• いところにあるネジの作業に
全な用がされ、い用に用です。

スピーディな
いところにある
ネジに

トルク

2017年の

動ハンマー

打ツールをう作業では
メガネを用して下さい。

打のにディスクが下へ移動し、
動をします。これにより、十分
で正な打を生みします。

とアルミニウムのヘッドをり付けた無動ハンマーが
場です。衝をするこのハンマーは、作業や金属の
加工、ゆがみの正、メンテナンスなどの作業にしていま
す。より幅い作業のために、ポリアミドヘッドのハンマー
のラインナップに加わりました。
正な打を
このユニークな構のハンマーヘッドは正で十分な打を提
します。
動
センターピース内のディスクにより、い打でも、正、
そしてにハンマーを加工面に当てることができます。
すぐにい物にならなくなるハンマーに代わって、ディスクに
よって性をめた持ちするハンマーを是手にれて下さ
い。

人工学に基づいたと性
ハンマーの柄は、そのさがハンマーヘッドの重量に合さ
れているので、に手の中にまります。
柄の分は FSC ®のヒッコリー材を用し、必にじて
すぐにできます。すべてのハンマーインサートはスピーデ
ィかつに付け替えることができ、コストにもにも
されています。

これらのに関するは弊カタログ2017をご下さい。
Discover now
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2017年の

ピックツール

先を曲げて丸み付けしたことにより、
手のきにくい場の決めや、
りしに便利です。

あらゆる用にする5本セット
ピックツールは、モーター、ブレーキ、ギア、エアコン、シ
ールエレメントおよびその他の小の脱作業および清掃作
業にとくにしています。
重な先
このピックツールの特は、フック型に曲げられた丈な先
です。
の決めや、りしに便利です。

ユニバーサルビットホルダー
アップグレード
様ないができるユニバーサルホルダーが SwissGrip ハン
ドル付きで場。これまでにない快性を提します。
手首のれを和
2 種のからなるハンドルは手りがよく、その形状は人
工学に基づきされています。これにより、濡れた手で作
業するにも、必なトルクをに加えることがです。
さまざまなブレードやハンドル形状によって、しい作業も
になります。
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2017年の

ポケット ツール
自でも、作業場や先でも、このポケットツールはあらゆ
る基本的な作業にえるコンパクトなツールです。り
やすいハンドルで、手の中にしっくりとまります。
しく加わった3種のポケット ツール：
• インサイダー 1しいビット セット付き
• インサイダー スタビー ラチェット付き
• インサイダー ミニ
2つの仕様

インサイダー 1 – 帯になツール
8 ビット付きのベストセラーをしいセット内でご提
：
• タイプ（サイズ3、4、5）
• マイナス ドライバー（サイズ2、3、4）
• プラス ドライバー（サイズ1、2）
スペースで軽量。ブレードがいタイプといタイプがあり
ます。

インサイダー ミニ – 人気の2種のバージョン
小ねじにした帯用ツール。インサイダーミニには
ブレード 3 本が内されており、いつでも手元にいておけま
す。
石によってビットをグリップ内にに持し、したハ
ンドルには挿に便利なクリップが付いているので、い易さ
も抜群です。
セット 1：自およびホビー用、精械にしています。
セット 2：マルチメディア エレクトロニクス用、Apple®
にしています。

インサイダー スタビー – 小型でもい
ショートタイプの SwissGrip ハンドルにしくみまれたラ
チェットを時に用して、手のきにくい場にあるネ
ジをくさせることができます。
片手で操作で、ビット付替えもできるこの小型のポケット
ツールは、どんな場面でもきっとちます。 Santoprene ®
ハンドルは、手が濡れていてもトルクを加えることが
です。

に関するしい情は弊ウエブサイトをご下さい：
www.pbswisstools.com/ja/ツール/ハンドツール/

Discover now

Apple® is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
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国本に

にする針が価を生みします

スイス・メイド－成功の秘
耐久性、精性、性。これらの価はPB Swiss Toolsの
針によるものです。その現に挑戦しているのは、
な技を持つ人たちです。国的にもい価を得ているス
イスの業により、内の門による的なソリュー
ションを開する件が整っています。

PB Swiss Toolsは開、拠をスイスにき、は100
％スイスです。2006年には、この針がブランドにも映
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されました。

1971

たちはこの針を持し、スイスのエメンタールにある
自工場でなく、すべてのを開・しています。

1981
1997

ウェブサイトで弊の歴をごいただけます：
www.pbswisstools.com/ja/当について/企業/マイルストーン/

Discover now

SWISS

QUALITY

TOOLS
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国：成功の秘としてのスイス・メイド
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