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特別価格

展示会大特価！

Tシャツテクニカル
清涼・
速乾
タイプ

ハスクバーナブランドShop

土佐商行株式会社　山陰営業所
〒620-0922
京都府福知山市岩井54 TEL.0773-23-0070※写真はイメージです。　※特価対象外の商品もあります。お店にてお問い合わせください。

135MarkⅡ

50(M)、50(L)　各5着

550XP MarkⅡ 18RTL

550XP MarkⅡ 19RTL

125B

エンジンチェンソー

エンジンブロワ エンジンローンモア

オープン特価商品いろいろ！

※タオルは数に限りがあります。 ※イメージイラストLサイズ

OPEN！京都府に1号店
■OPEN記念展示会

ロボット芝刈機
Automower
展示中！

見て、触れて、すぐ買える！ 買うなら Brand Shop HUSQVARNA 京都福知山 で！

315
ロボット芝

刈機

展示中！

先着100名様に
オリジナルポロシャツプレゼント！
先着100名様に
オリジナルポロシャツプレゼント！

ハスクバーナオリジナル
タオルもれなくプレゼント！
ハスクバーナオリジナル
タオルもれなくプレゼント！
ハスクバーナオリジナル
タオルもれなくプレゼント！

展示会期間中ご購入
金額1万5000円（税抜）以上の

ご来場
記念品

さらに！さらに！排気量38.0㎤

排気量50.1㎤

排気量50.1㎤

排気量28.0㎤

32,780円（税込）

3,990円（税込）

LC353AWD 出力3.6kW

高品質スウェーデン鋼 斧

手斧 38cm

※チラシ掲載商品には数に限りがあります。ご了承ください。

ロボット芝刈機 オートモア
芝刈機 新時代！

待望の
入荷！

在庫
限り

¥107,800（税込）通常価格 ¥5,995（税込）通常価格

●

福知山市立
成和中

山
陰
本
線

京都丹後鉄道
荒河かしの木台

ブランド
ショップ
京都福知山

和久
川

99

Ｎ

通常価格

通常価格
¥183,700（税込）

¥182,600（税込）

7/15㊍～17㊏
■OPEN記念キャンペーン
7/15㊍～8/20㊎ まで

9:00～18:00
（チラシ掲載商品、特別価格）

通常価格 ¥7,744（税込）



エンジン製品、バッテリー製品他  各種取り揃えております！

Husqvarnaを着よう！

※チラシ掲載内容は2021年6月30日現在のものです。 ※チラシ掲載の商品は数に限りがあります。 ※特価品を除き表示価格はメーカー希望小売価格（税込み）です。 ※チラシ掲載の写真は実際の販売商品と仕様など異なる場合があります。 ハスクバーナ・ゼノア株式会社

2019年8月よりチェンソーを業務で使用する全ての業種において
防護服着用が義務化されました。
チェンソー使用者だけではなく事業者も対応が必要です。
規格適合防護服の取り扱いアイテム数№１のハスクバーナだから、
豊富なラインナップから選べます!

ハスクバーナの防護ズボンは
すべて規格適合品 ※防護機能はチャップスと

　ズボンのみとなります。
No.1
サイズ展開

No.1
取扱アイテム

チャップスⅡ
ファンクショナル
13,420円（税込）

16,995円（税込）

フォレストジャケット
T-EX Ⅱ／
T-EX Ⅱ Lady
  38,841円（税込）

プロテクティブズボン
T-EXⅡ
46,805円（税込） 

フォレストジャケット
T-Ⅱ
23,111円（税込） 

ソープロテクション：AS/NZS4453.3:1997
クラス1（20m/s）適合

・オレンジ追加で更にスタイリッシュ
・20m/s、Class1適合
・ロゴの反射材
・ふくらはぎをしっかり固定
・夏の暑いときやちょっとした作業に

フィットストレッチ防風撥水

プロテクティブズボン
 C-Ⅱ / C-Ⅱ JP

各種取り揃えています！ 試着もOK!

EN381, クラス1ストレート

＊C-Ⅱ JPは股下丈 -5cm

・オレンジ部増加により視認性向上
・左足脹脛にHusqvarna反射ロゴ
・脚部後ろにベンチレーションファスナー
・フィット感はストレートタイプ
・より快適なエントリーモデルに進化
・日本人サイズは通常のヨーロッパモ
デルよりも股下がマイナス5センチの
設定

バックパック
Xプローラ
¥9,350（税込） 

フリースベスト
Xプローラ
S,M,L,XL,XXL 
¥7,700（税込） 

フリースベスト
XプローラW
XS,S,M,L 
¥7,700（税込） 

シェルジャケット
Xプローラ
S,M,L,XL,XXL
¥19,250（税込） 

シェルジャケット
XプローラW
XS,S,M,L
¥19,250（税込） 

Tシャツ
Xプローラ（半袖）
XS,S,M,L,XL,XXL
¥1,980（税込） 

フーディー
Xプローラ
XS,S,M,L,XL
¥8,360（税込） 

Tシャツ
Xプローラ（長袖）
XS,S,M,L,
XL,XXL
¥2,530（税込） 

キャップ Xプローラ
オレンジ／カモフラージュ ¥1,650（税込） 

ダッフルバック
Xプローラ
¥13,750（税込） 

プロテクティブズボン
T-Ⅱ／T-Ⅱ JP
34,441円（税込） 
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チェンソー作業時の
防護ズボンの着用が義務化されました！

レディース：ライトグレーメンズ：ダークグレー

レディース：グレープパープルメンズ：フォレストグリーン
メンズ：チャコールグレー/
 フォレストグリーン

レディース：チャコールグレー/
 オーベルジュパープル

フリースジャケット
Xプローラ
S,M,L,XL,XXL
¥8,800（税込） 

フリースジャケット
XプローラW
XS,S,M,L
¥8,800（税込） 

アウトドアパンツ
Xプローラ
S,M,L,XL
¥13,200（税込） 

アウトドアパンツ
XプローラW
XS,S,M,L
¥13,200（税込） 

フォレストジャケット
C-Ⅱ
11,913円（税込）

フォレストジャケット
F-Ⅱ
18,040円（税込） 

プロテクティブズボン
F-Ⅱ／F-Ⅱ24
24,046円（税込） 
27,731円（税込） 

ブーツフック

通気性の調整

携帯電話用
ポケット

ハードユースに
答える補強

バッテリーローンモア

LC141Li
エンジンチェンソー

T540XP® AutoTune™

エンジンチェンソー

550XP
/XP G Mark Ⅱ

エンジンチェンソーエンジンチェンソー

排気量 : 43.1cm³
本体乾燥質量 : 4.5kg / 4.7kg

排気量 : 50.1cm³
本体乾燥質量 : 5.3kg / 5.5kg

排気量 : 59.8cm³
本体乾燥質量 : 5.9kg / 6.1kg

543XP /XP G
エンジン刈払機

226RJ
エンジン刈払機

排気量 : 25.4cm³
本体乾燥質量 : 4.8kg

排気量 : 25.4cm³
本体乾燥質量 : 4.4kg

226RS560XP /XP G

モータータイプ：BLDC（ブラシレス）6V
質量（バッテリー除く）：20kg

モータータイプ：BLDC（ブラシレス）6V
質量（バー＆チェン・バッテリー除く）：2.5kg

バッテリーチェンソー

T540iXP トップハンドル
14インチバー

ロングハンドル
16インチバー

モータータイプ：BLDC（ブラシレス）6V
質量（バー＆チェン・バッテリー除く）：2.9kg

バッテリーチェンソー

540iXP
バッテリーブロワー

525iB
モータータイプ：BLDC（ブラシレス）6V
質量（バッテリー除く）：2.4kg

本体 ¥74,800（税込） 本体 ¥75,900（税込） 本体 ¥54,780（税込）

排気量：37.7cm³
質量（バッテリー除く）：3.9kg

本体 ¥59,400（税込）

NEW NEW

両手ハンドル ループハンドル

レディース：ライトグレーメンズ：ダークグレー

プロテクティブ 
Yellow（サングラス）
3,927円（税込） 

クラス1（20m/s）適合

鋼鉄製トゥキャップ入り

軽量

ヘルメット
テクニカル H300 
21,879円（税込） 

プロテクティブ レザーブーツ
クラシック20
（ソーチェンプロテクション入りブーツ）

24,464円（税込） 
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在庫
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在庫
限り

在庫
限り


