
G7ロック19
スチール
剛厚

（ストロング）
テープ

長さ 目盛仕様 色 包装形式 品　番 価　格 製品重量 梱包単位 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ JAN コード

5.0m
メートル目盛

黒/黒

ブリスター

G7L1950

3,380円
＋消費税

295g 60個
（6個入×10）

130×
107×44黒/白 G7L1950Ｗ

尺相当目盛付
（165/33m） 黒/黒 G7L1950Ｓ

4 975364 121042

4 975364 121059

4 975364 121066

弾性樹脂で全身をガード、剛厚テープ仕様コンベックス
●JIS1級（メートル目盛のみ）
●ヨンゴーゴーピッチ表示（㆘）付
・テープ材質SK85（旧SK5）
・バネ材質SK85（旧SK5）
・ケース材質ABS樹脂/カバー材質エラストマー樹脂

●ストラップ付
●大型ベルトクリップ付
●0点補正移動爪
●強度に優れた焼き爪仕様
●爪飛び防止用プロテクター付
●衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用
●ショックアブソーバー付
●フックガードバンパー

G7L1950

G7L1950W

テープ幅 19mmロックタイプ
両面目盛（尺相当目盛は表面と同じ方向）

LOCK

※「剛性力」とは、テープがよれたり、
たわんで折れることを抑止する力を
示す当社独自の表し方です。

シリーズ 測れる距離が伸びる！

テープ剛性力
※

1.5倍！
当社テスト比（従来品25mm幅テープとの比較）

テープがちがう！
剛厚テープを採用。剛性力に優れ、
テープの立ち性能に優れます。

剛厚テープ

通常テープ

ホワイト
テープ

堅牢設計
ABSボディをスリットを刻
んだアーマードケースでカ
バー。万一の落下等の衝撃
から本体を守ります。
爪を保護するフックガード
バンパー付。

両面目盛テープ
表面は通常のヨコ
目盛、裏面はタテ
目盛です。測定距
離や用途によって
使い分けられます。

焼き爪仕様
爪に焼入れ加工をして曲がり
に対する強度を飛躍的に高め
ました。

〈該当品〉
•G7ロック19、25
•セフG7ロック25

マグ爪仕様
強力ネオジ磁石を爪に装着。鉄骨・
鉄板など爪のかけにくい場所にも
ぴたりと密着。マグ
爪保持力は約900g。
〈該当品〉
•セフG7ロックマグ爪25

表面 裏面



G7ロック25
スチール
剛厚

（ストロング）
テープ

セフG7ロックマグ爪25

セフG7ロック25

弾性樹脂で全身をガード、剛厚テープ＆磁石付爪仕様コンベックス

弾性樹脂で全身をガード、剛厚テープ仕様コンベックス

スチール
剛厚

（ストロング）
テープ

●JIS1級（メートル目盛のみ）
●ヨンゴーゴーピッチ表示（㆘）付
・テープ材質SK85（旧SK5）
・バネ材質SK85（旧SK5）
・ケース材質ABS樹脂/カバー材質エラストマー樹脂

●落下防止用ベルトホルダーR付
●ストラップ付
●0点補正移動爪
●ネオジ磁石（260mT）付爪
●爪飛び防止用プロテクター付
●衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用
●ショックアブソーバー付
●フックガードバンパー

●JIS1級（メートル目盛のみ）
●ヨンゴーゴーピッチ表示（㆘）付
・テープ材質SK85（旧SK5）
・バネ材質SK85（旧SK5）
・ケース材質ABS樹脂/カバー材質エラストマー樹脂

●落下防止用ベルトホルダーR付
●ストラップ付
●0点補正移動爪
●強度に優れた焼き爪仕様
●爪飛び防止用プロテクター付
●衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用
●ショックアブソーバー付
●フックガードバンパー

マグネットを使用した使い方 

長さ 目盛仕様 色 包装形式 品　番 価　格 製品重量 梱包単位 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ JAN コード

5.0m
メートル目盛

黒/黒 ブリスター
SFG7L2550

4,310円
＋消費税

350g 40個
（4個入×10）

130×
112×66尺相当目盛付

（165/33m） SFG7L2550Ｓ

4 975364 120755

4 975364 120762

長さ 目盛仕様 色 包装形式 品　番 価　格 製品重量 梱包単位 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ JAN コード

5.0m
メートル目盛

黒/黒

ブリスター

SFG7LM2550

4,500円
＋消費税

358g
40個

（4個入×10）

130×
112×66黒/白 SFG7LM2550Ｗ

尺相当目盛付
（165/33m）

黒/黒
SFG7LM2550Ｓ

6.5m メートル目盛 SFG7LM2565 5,780円
＋消費税

473g 130×
123×67

4 975364 120779

4 975364 120786

4 975364 120793

4 975364 120809

長さ 目盛仕様 色 包装形式 品　番 価　格 製品重量 梱包単位 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ JAN コード

5.0m
メートル目盛

黒/黒

ブリスター

Ｇ7Ｌ2550

3,950円
＋消費税

330g

40個
（4個入×10）

130×
107×51黒/白 Ｇ7Ｌ2550Ｗ

尺相当目盛付
（165/33m）

黒/黒

Ｇ7Ｌ2550Ｓ

6.5m
メートル目盛 Ｇ7Ｌ2565

5,090円
＋消費税

446g 130×
107×52尺相当目盛付

（215/33m） Ｇ7Ｌ2565Ｓ

4 975364 120700

4 975364 120717

4 975364 120724

4 975364 120731

4 975364 120748

弾性樹脂で全身をガード、剛厚テープ仕様コンベックス
●JIS1級（メートル目盛のみ）
●ヨンゴーゴーピッチ表示（㆘）付
・テープ材質SK85（旧SK5）
・バネ材質SK85（旧SK5）
・ケース材質ABS樹脂/カバー材質エラストマー樹脂

●ストラップ付
●大型ベルトクリップ付
●0点補正移動爪
●強度に優れた焼き爪仕様
●爪飛び防止用プロテクター付
●衝撃吸収力に優れた
　新アーマードケースを採用
●ショックアブソーバー付
●フックガードバンパー

スチール
剛厚

（ストロング）
テープ

テープ幅 25mmロックタイプ
両面目盛（尺相当目盛は表面と同じ方向）

テープ幅 25mmロックタイプ
両面目盛（尺相当目盛は表面と同じ方向）

テープ幅 25mmロックタイプ
両面目盛（尺相当目盛は表面と同じ方向）

強力ネオジ磁石

幅　：60㎜以内
厚さ：5.5㎜以内

対応ベルト 60㎜幅

幅　：60㎜以内
厚さ：5.5㎜以内

対応ベルト 60㎜幅

※ JIS1 級の長さの許容差  ①爪（0 基点）から測定の場合：±｛（0.2+0.1L）＋ 0.2｝mm 
 ②分長（0 基点を含まない）測定の場合：±（0.2+0.1L）mm 
 Ｌ＝ｍ単位の測定長（端数切り上げ）

※尺相当目盛付テープは JIS 規格対象外です。
※ ヨンゴーゴーピッチ表示（㆘）とは、ツーバイフォー工法、パネル工法、プレハブ工法 

で使用する 455mm ピッチマークのことです。
※ 10 ガウス（G）＝ 1 ミリテスラ（mT）


