高性能で使いやすいクレーンスケールを
安心の保証付きで全国へお届けします

クレーンスケール本舗
商品カタログ

株式会社 NGD

専門店として
納品実績多数

現場の声から
生まれた商品機能

安心の
品質保証体制

納品実績3,420件以上、
産經新聞や読売新聞でも
話題の会社

コストパフォーマンスの
高いモデルを企画しています

高性能で使いやすい

CEマーク認証工場で生産された
商品を180日間の保証付き
でお届けします

（※２０１５年末時点）

0120-72-1301

受付時間 9:00〜18:00
（土日・祝休み）

FAX 06-6838-8850

http://www.mfc-shop.com/craneScale.html
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島４−２−６−３F

日本一わかりやすく、安心かつスムーズに取引して頂ける
クレーンスケール専門店を目指しています

100kg程度までの軽量に最適なモデル
「5つの便利な機能」で、コンパクトなのに使いやすい!

コンパクトサイズながらも、
「5つの便利な機能」が内臓!
安心の180日間の保証付きでお届けします。

100kg程度までの軽量に最適なモデル
「5つの便利な機能」で、コンパクトなのに使いやすい!

高性能システム内臓！充実の５つの機能
ホールド機能（真ん中のボタン）
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重量を表示したまま、デジタル表示を固定することができます。重い物を吊るし

42

た後に、その重さを覚えておく必要がないので便利です。

ホールド機能（右のボタン）
223

袋などをぶら下げた時点で、
「ZERO」のボタンを押すと、その状態を０ｋｇに設
25

定することができます。
「袋や容器分を吊るした状態を0kg」と認識しますから、
内容物の重量を正確に知ることができます。

TARE機能（右のボタン）
非常に便利な機能です。測定物を吊るした状態で、その重さを「ゼロ」にする
単位：ミリメートル

単位：ミリメートル

《こんなところで主に使用されています》

釣り・狩猟・農作物の計量
比較的小さな木材の測量

《こんなところで主に使用されています》

釣り・狩猟・農作物の計量

OCS-L 120kg

OCS-L 300kg

クレーンスケール本舗で最も小さな測定重量のクレーンスケールです。
1kg〜120kgまでの計測が50gごとに測定可能。大体100kg強まで
の物しか測定しないと言う方に最適な商品です。

単位：ミリメートル

クレーンスケール本舗の中でも、小さなタイプのクレーンスケールです。
2kg〜300kgまでの計測が100gごとに可能。OCS−L300kgは、
300kgまでの物しか測定しない方に向いているクレーンスケールです。

《こんなところで主に使用されています》

釣り・狩猟・農作物の計量

OCS-L 500kg
クレーンスケール本舗で小さな測定重量のクレーンスケールです。
1kg〜500kgまでの計測が gごとに測定可能。大体500kgまでの物
しか測定しないと言う方に最適な商品です。

・最低測定可能重量：1kg、最大測定可能重量：120kg

・最低測定可能重量：2kg、最大測定可能重量：300kg

・商品名 吊秤 デジタル クレーンスケール（吊り計り）

・計測重量の幅：50gごとに表示

・計測重量の幅：100gごとに表示

・最低測定可能重量：4kg、最大測定可能重量：500kg,

・安全使用可能重量：144kg、崩壊重量：360kg

・安全使用可能重量：360kg、崩壊重量：900kg

・安全使用可能重量：560kg、崩壊重量：1100kg,

・作動方式：単３電池

・作動方式：単３電池

・作動方式：単３電池

3本

3本

ことができます。測定するたびにこの機能を用いることができ、最終的な累積
重量も知ることができます。1つずつの重さを知るために、わざわざ荷物を降
ろさなくても済みます。

◎この機能の活用例
・最初に3kgを測定します。
ここで一旦TAREを押すと、
0kgに戻ります。
デジタルの表示は5kgですが、
累積が8kgと確認できます。
・次に5kgを測定します。
・次に4kgを測定します。
デジタルの表示は4kgですが、累積が12kgと確認できます。
このように、前の荷物を降ろさなくても、最新の荷物の重さを知ることができ、
さ
らに累積重量も知ることができます。

LCDライト内臓の液晶
液晶にはLCDライトが付いていますので、暗い中でも測定が可能です。また使
用中LCDライトを表示し続けることもできますが、表示時間を制限する（5秒〜
60秒）設定もできますので、電力の無駄遣いを防ぐこともできます。

自動電源OFF機能

3本,

（上〜フックの先端まで）：26.5cm
・幅：8.1cm、奥行き：4.6cm、高さ

・幅：8.1cm、奥行き：4.6cm、
高さ
（上〜フックの先端まで）
：26.5cm

・幅：13cm、奥行き：6.5cm、高さ
（上〜フックの先端まで）：26cm

・使用可能温度：−10度〜40度

・使用可能温度：−10度〜40度

・吊るし部分の内幅（上） 2cm フック
（下）内幅2.7cm

・本体重量：620g

・本体重量：620g

・使用可能温度：−10度〜40度

・CEマーク取得工場で生産、
PL保険加入済み

・CEマーク取得工場で生産、
PL保険加入済み

・本体重量：820g

「自動で電源が切れる」
「自動で電源が切れない」という設定を選択することが
できます。また、電源が自動で切れる設定をした場合、電源が切れるまでの時間
も設定できます。この機能を活用頂いたら、電源の切り忘れがなく、安心です。

・CEマーク取得工場で生産、
PL保険加入済み

OCS-L 120kg ＋ OCS-L 300kg のお得なセットもございます

「現場で役立つ8つの機能」と
「360度回転式フック」が嬉しい!
当店売り上げ台数NO.1の人気のモデルです。

1000kgまでの中程度の重量を測定するのに向いているクレーンス
ケールです。
「使い方が簡単にも関わらず、とにかく高機能」ということを
意識し、開発された商品です。
360度回転式のフックに改良しておりますので、快適にご活用頂くこと
ができます。文字盤は大きさ3cmの赤文字のデジタルLED表示にしてい
ますので、暗い場所でも使用でき、遠い場所からもしっかりと数値を確認
することができます。
またリモコン付きですので、遠い場所からも操作が可能です。
リモコンは10
メートル届きますから、高い場所での使用に際しても十分にご活用頂けます。
このモデルは、10kg〜1000kgまでの計測が500gごとに可能です。

誰でも使いやすい、高性能システムが内蔵されています！
ホールド機能（真ん中のボタン）
重量を表示したまま、デジタル表示を固定することができます。重い物を吊るした後
に、その重さをメモしたり、覚えておく必要がないので便利です。

TARE機能
非常に便利な機能です。測定物を吊るした状態で、その重さを「ゼロ」にすることがで
きます。測定するたびにこの機能を用いることができ、最終的な累積重量も知ること
ができます。1つずつの重さを知るために、わざわざ荷物を降ろさなくても済みます。

◎この機能の活用例
・最初に3kgを測定します。
ここで一旦TAREを押すと、3kgに戻ります。

・最低測定可能重量：10kg、
最大測定可能重量：1000kg
（１T）
・測定単位：500gごと
・計量誤差：測定重量の1/1000以内
単位：ミリメートル

《こんなところで主に使用されています》

家畜や木材、精密機械、
自動車パーツなどの重さの測定

OCS-1-M-C 1000kg

・安全使用可能重量：1200kg、崩壊重量：4000kg
・作動方式：バッテリー充電式、
ACアダプターにより充電
・充電後使用可能時間：80時間の作動が可能
・幅：22.5cm、奥行き：12.5cm、
高さ
（上〜フックの先端まで）
：37cm
・使用可能温度：−10度〜40度
・本体重量：4300g
・CEマーク取得工場で生産、
PL保険加入済み

・次に5kgを測定します。
デジタルの表示は5kgですが、
累積が8kgと確認できます。
・次に4kgを測定します。
デジタルの表示は4kgですが、
累積が12kgと確認できます。
このように、前の荷物を降ろさなくても、最新の荷物の重さを知ることができ、
さらに
累積重量も知ることができます。

省エネモード機能
何もしないで一定時間経過すると、ディスプレイの表示が自動的に薄くなる「省エネモード」に入ります。
この機能により、バッテリーの減りを最小限に抑えることができます。
（パソコンで言えば、スクリーン
セーバーのような機能です。）省エネモードに入るまでの時間は、
「省エネモードに入らない」
「5秒」
「15
秒」
「30秒」
「60秒」の中から選択できますから、ご自身の使い方にあったスタイルをご選択頂けます。

LCDライトの明るさ調整機能
液晶のLCDライトの明るさを調整できます。ご自身の使用環境に応じた明るさでご活
用頂けます。見やすい明るさで表示が可能です。
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ゼロ設定機能
袋などをぶら下げた時点で、
「ZERO」のボタンを押すと、その状態を0ｋｇに設定することができま
す。袋の重さが自動的に差し引かれますから、測定物の重さのみを直接測定することが可能です。

累積自動計算機能
測定した荷物の総重量を累積し、表示することができる機能です。

◎この機能の活用例
・最初にAという荷物を測定し、10kgであったとします。
・Aを降ろし、次にBを測定し、35kgであったとします。
・Bを降ろし、次にCを測定し、20kgであったとします。
・これらの累計が65kgであったと知ることができます。

電源オートオフ機能
使わないと、電源が自動的に切れる設定にすることが可能です。電源の切り忘れがな
く、安心してクレーンスケールを使用することができます。電源が自動で切れるまで
の時間に関しても、設定することができ、
「自動で切れない」
「5分で切れる」
「15分
で切れる」
「30分で切れる」
「60分で切れる」の中から選べます。

揺れ対策機能
このクレーンスケールの機能の中でも、非常に魅力的な機能です。内部のコンピュー
ターの設定により、測定値を確定させるまでの、時間を設定できます。揺れの多い場所
であれば、
「揺れ対策レベル」を高く設定します。この設定により、システムが測定値を
確定するための時間を長く取りますので、より正確な数値を表示できるようになります。
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「現場で役立つ8つの機能」と「360度回転式フック」
「3000kgまでは、必要ない…」という方にオススメ

「現場で役立つ8つの機能」と「360度回転式フック」
公共機関でも活躍する、ロングセラーの定番モデル

かゆいところに手が届く…「使いやすい８つの機能」
。誰でも使いやすい、
高性能システム内蔵
ホールド機能（真ん中のボタン）

ゼロ設定機能

重量を表示したまま、デジタル表示を固定することができます。重い物を吊るした後

袋などをぶら下げた時点で、
「ZERO」のボタンを押すと、その状態を0ｋｇに設定することができま

に、その重さをメモしたり、覚えておく必要がないので便利です。

す。袋の重さが自動的に差し引かれますから、測定物の重さのみを直接測定することが可能です。

TARE機能
非常に便利な機能です。測定物を吊るした状態で、その重さを「ゼロ」にすることがで
きます。測定するたびにこの機能を用いることができ、最終的な累積重量も知ること
ができます。1つずつの重さを知るために、わざわざ荷物を降ろさなくても済みます。

単位：ミリメートル

《こんなところで主に使用されています》

《こんなところで主に使用されています》

鉄工所や木材、運輸ターミナルなど

鉄工所や木材、運輸ターミナルなど

OCS-2-C 2000kg

OCS-3-C 3000kg

2000kgまでの中程度の重量を測定するのに向いているクレーンスケールで
す。360度回転式のフックに改良しておりますので、快適にご活用頂くことがで
きます。このモデルは、20kg〜2000kgまでの計測が1kgごとに可能です。

3000kgまでの測定を可能にした上級モデルです。360度回転式のフッ
クに改良しておりますので、快適にご活用頂くことができます。このモデル
は、20kg〜3000kgまでの計測が1kgごとに可能です。

・測定単位：1kgごと
・安全使用可能重量：3600kg、
崩壊重量：12000kg

・作動方式：バッテリーを使用。
バッテリーはACアダプターにより充電

・作動方式：バッテリーを使用。
バッテリーはACアダプターにより充電

・バッテリー充電後使用可能時間：80時間の作動が可能
・幅：25cm、
奥行き：22cm、
高さ
（上〜フックの先端まで）
：42cm

・バッテリー充電後使用可能時間：80時間の作動が可能
・幅：25cm、
奥行き：22cm、
高さ
（上〜フックの先端まで）
：42cm

・使用可能温度：−10度〜40度
・本体重量：11.5kg

・使用可能温度：−10度〜40度
・本体重量：11.5kg

・CEマーク取得工場で生産、
PL保険加入済み

・CEマーク取得工場で生産、
PL保険加入済み

電源オートオフ機能
使わないと、電源が自動的に切れる設定にすることが可能です。電源の切り忘れがな

何もしないで一定時間経過すると、ディスプレイの表示が自動的に薄くなる「省エネモード」に入ります。
この機能により、バッテリーの減りを最小限に抑えることができます。
（パソコンで言えば、スクリーン
セーバーのような機能です。）省エネモードに入るまでの時間は、
「省エネモードに入らない」
「5秒」
「15

く、安心してクレーンスケールを使用することができます。電源が自動で切れるまで
の時間に関しても、設定することができ、
「自動で切れない」
「5分で切れる」
「15分
で切れる」
「30分で切れる」
「60分で切れる」の中から選べます。

揺れ対策機能

秒」
「30秒」
「60秒」の中から選択できますから、ご自身の使い方にあったスタイルをご選択頂けます。

このクレーンスケールの機能の中でも、非常に魅力的な機能です。内部のコンピュー

液晶のLCDライトの明るさを調整できます。ご自身の使用環境に応じた明るさでご活

ターの設定により、測定値を確定させるまでの、時間を設定できます。揺れの多い場所
であれば、
「揺れ対策レベル」を高く設定します。この設定により、システムが測定値を

用頂けます。見やすい明るさで表示が可能です。

確定するための時間を長く取りますので、より正確な数値を表示できるようになります。

耐熱クレーンスケールの重量モデル
相場100万円前後の商品を格安でお求めいただけます

単位：ミリメートル

単位：ミリメートル

鉄鋼所やコンクリート運搬、廃材処理
建設関係、運輸ターミナル

鉄工所や木材、運輸ターミナルなど

OCS-5-C 5000kg

OCS-10-A 10000kg

40kg〜5,000kgまでの計測が2kgごとに可能です。
「使い方が簡単にも関わ
らず、とにかく高機能」ということを意識し、開発された商品です。現場の声をもと
に必要な機能を充実させ、無駄な機能を省いた高性能のクレーンスケールです。

クレーンスケール本舗で最大のモデルです。
１０tまで測定が可能で、測定単位
は５ｋｇごとになります。上下のフックはステンレス製で錆びにくく、非常に強固
（1000kg〜5000kgのモデルのように、フックは回転はしません。）
な構造となっています。
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・Bを降ろし、次にCを測定し、20kgであったとします。
・これらの累計が65kgであったと知ることができます。

単位：ミリメートル

《こんなところで主に使用されています》

《こんなところで主に使用されています》

文字盤／大きさ3.5cmの赤文字の
デジタルLCD表示です。暗い場所で
も使用でき、遠い場所からもしっかり
と数値を確認することができます。

・Aを降ろし、次にBを測定し、35kgであったとします。

このように、前の荷物を降ろさなくても、最新の荷物の重さを知ることができ、
さらに

溶湯の上でも測定可能!
耐熱仕様の1000kgモデルが新発売

10tまで測定できる重量モデル
8つの機能を内臓し、使いやすい仕様

単位：ミリメートル

このページの
商品について

・次に4kgを測定します。
デジタルの表示は4kgですが、
累積が12kgと確認できます。

LCDライトの明るさ調整機能

・最低測定可能重量：20kg、
最大測定可能重量：3000kg
（３T）

・最低測定可能重量：40kg、
最大測定可能重量：5000kg
（５T）
・測定単位：2kgごと
・安全使用可能重量：6000kg、
崩壊重量：20000kg
・作動方式：バッテリーを使用。
バッテリーはACアダプターにより充電
・バッテリー充電後使用可能時間：80時間の作動が可能
・幅：25cm、
奥行き：22cm、
高さ
（上〜フックの先端まで）
：48cm
・使用可能温度：−10度〜40度
・本体重量：15kg
・CEマーク取得工場で生産、
PL保険加入済み

・次に5kgを測定します。
デジタルの表示は5kgですが、
累積が8kgと確認できます。

省エネモード機能

・測定単位：1kgごと
・安全使用可能重量：2400kg、
崩壊重量：8000kg

「現場で役立つ8つの機能」と「360度回転式フック」
5000kgまでの重量モデルをお買い求めやすい価格で

・最初に3kgを測定します。
ここで一旦TAREを押すと、3kgに戻ります。

累積重量も知ることができます。

・最低測定可能重量：20kg、
最大測定可能重量：2000kg
（２T）

測定した荷物の総重量を累積し、表示することができる機能です。

◎この機能の活用例
・最初にAという荷物を測定し、10kgであったとします。

◎この機能の活用例
単位：ミリメートル

累積自動計算機能

・最低測定可能重量：100kg、
最大測定可能重量：10,000kg
（10T）
・測定単位：5kgごと
・安全使用可能重量：12,000kg、
崩壊重量：40,000kg
・作動方式：バッテリーを使用。
バッテリーはACアダプターにより充電
・バッテリー充電後使用可能時間：100時間の作動が可能
・幅：23cm、
奥行き：34cm、
高さ
（上〜フックの先端まで）
：77cm
・使用可能温度：−10度〜40度
・本体重量：43kg
・CEマーク取得工場で生産、
PL保険加入済み

リモコン付き／遠い場所からも操作
が可能です。リモコンは10メートル
届きますから、高い場所でも使用に
際しても十分にご活用頂けます。

予備バッテリー付き
（1個）／商品を長くご活用頂くことができま
す。バッテリーをACアダプターで充電して使用します。クレーン
スケールを使用している間に、予備のバッテリーを充電しておく
ことができますから、充電による時間のロスがありません。

OCS-1-G 耐熱1000kg

OCS-3-G 耐熱3000kg

高温である溶湯の上でも使用が可能な耐熱クレーンスケールです。最低
10kgから、500gごとに測定が可能です。耐熱型のクレーンスケールは、
安くても100万円単位の事が多いですが、驚きの価格でお届け致します。

高温である溶湯の上でも使用が可能な耐熱クレーンスケールです。最
低20kgから、1kgごとに測定が可能です。OCS-1-Gの上級モデルで、
3000kgまでの計測が可能です。

熔液温度

1000度

1200度

1400度

1600度

熔液温度

1000度

1200度

1400度

1600度

安全距離

1.2m

1.5m

1.8m

2.0m

安全距離

1.2m

1.5m

1.8m

2.0m

・最低測定可能重量：10kg、
最大測定可能重量：1,000kg
（10T）
・測定単位：500gごと
・安全使用可能重量：1,200kg、
崩壊重量：5,000kg
・作動方式：バッテリーを使用。
バッテリーはACアダプターにより充電
・バッテリー充電後使用可能時間：100時間の作動が可能
・幅：23cm、
奥行き：38cm、
高さ
（上〜フックの先端まで）
：42cm
・使用可能温度：最大1,600度まで
・本体重量：16kg
・CEマーク取得工場で生産、
PL保険加入済み

非常に頑丈な構造に作られておりますので、崩壊重量は5,000kgとなっております。

・最低測定可能重量：20kg、
最大測定可能重量：3,000kg
（10T）
・測定単位：1000gごと
・安全使用可能重量：3,600kg、
崩壊重量：15,000kg
・作動方式：バッテリーを使用。
バッテリーはACアダプターにより充電
・バッテリー充電後使用可能時間：100時間の作動が可能
・幅：35cm、
奥行き：38ck、
高さ
（上〜フックの先端まで）
：73cm
・使用可能温度：最大1,600度まで
・本体重量：33kg
・CEマーク取得工場で生産、
PL保険加入済み

非常に頑丈な構造に作られておりますので、崩壊重量は15,000kgとなっております。

文字盤／大きさ3cmの赤文字のデジタルLED表示にしていますので、遠い場所からもしっかりと数値を確認することができます。
リモコン付き／遠隔操作も可能です。
ゼロ設定機能も付いており、使いやすい商品です。本体は充電式となっており、ACアダプターで接続して充電し使用します。

5

クレーンスケール本舗 製造風景
1. システムの調整、組み立て
本体を綺麗に塗装し、技術者が内部の回路を組み立てていきま
す。専用の機械で内部のコンピューターの性能を厳しくチェック
し、システムの調整をします。液晶に関しても、その映り具合を
確認するとともに、長期間の表示でトラブルが起こらないかを
しっかりとテストしていきます。右の写真では、OCS-1-M
1000kgモデルの液晶のテストを行っております。
組み立てる前の部品の様子です。

技術者がシステムを調整しなが
ら、丁寧に組み立てていきます。 長時間使用に問題無いかなど、
液晶の質をチェックしています。

2. 専用の分銅を用いたチェック

OCS-1-Mの精度チェックです。 5000kgの精度チェックで
1000kgの分銅で、1000kg す。
液晶に5000kgと出て
の表示がされています。
おり、
検査は合格です。

3. 梱包および各地へ出荷

組み立て終わった商品の重量

各地への出荷を待つ、当社のクレーンスケールです。ク

が正確に表示されるかを、専用

レーンスケールは発泡スチロールの専用のケースを用

の分銅を用 いてチェックしま

いて梱包します。

す。左の写真は１０００ｋｇを、右

5,000kgまでの

の写真は５０００ｋｇのクレーン

モデ ル は 段 ボー

スケールの重量チェックを行っ

ルで、
１０T以上の

ています。私達のチェックでは、

モデルに関しては

1個１０００ｋｇの特別な分銅を

木 箱に詰 めて 出

用いてテストしています。小さ

荷しています。

いですが、重さが正確に表記さ
れている様子をご覧頂けます。

決算方法について
商品のご注文方法ごとの、決済方法は以下の通りとなります。
代引きの場合は、決済手数料は無料サービスとなります。
銀行振込の場合は、お振込み手数料をご負担願います。
代引き

銀行振込

クレジットカード

インターネット

○

×

○

電話注文

○

○

×

FAX注文

○

○

×

＜当社のお振込先に関して＞
りそな銀行（銀行コード ００１０）
新大阪駅前支店（店番号 １３３）
普通口座 ０３３８０６０
口座名義 カ）エヌジーディー

こちらの方法で簡単に購入が可能です
お電話でのご注文
0120-72-1301

HPよりお見積もり依頼書を
プリントアウトして下さい。

FAX 06-6838-8850 (24時間受付中)

（受付 平日9時〜18時）
までご連絡のうえ、
ご購入希望の商品をお知らせ下さい。

ネットでの
ご注文

お見積もり

FAXでのご注文
HPより「FAX注文用紙」をプリントアウトしていただけ
ます。必要事項をご記入頂き、当社までFAXして下さい。

ご希望の商品、必要事項を
記入し弊社へFAXして下さい。

http://www.mfc-shop.com/craneScale.html

お見積もり後、お客様へ
FAX致します。

HPより商品をショッピングカートに入れていただき、必要事項をご記入下さい。

商品のお届け方法

料金のお支払い方法

クロネコヤマトまたは佐川急便または福山通運での郵送による
お届けいたします。
（お届けの際の配送業者に関しましては、当
社指定の業者となりますので、誠に恐縮ながらお客様からのご指
定は承っておりません。）

銀行振込または代金引換によるお支払い。銀行振込の場合は、前
払いとなります。お振込みをご確認後、商品を発送させて頂きま
す。代金引換の場合は、商品到着時にお支払いをお願いします。

送料および決済手数料

商品の引き渡し時期

当社の商品の導入事例とマスコミ掲載歴

※銀行振込に関しては前払いとなります。
お支払いを確認後、商品をお届けさせて頂きます。

商品注文から早くて2日、遅くても7日以内にお届け致します。
（長期休暇および離島などへのお届けの場合は除きます）

送料：全国無料

代引手数料：無料

銀行振込の場合は、誠に恐縮ですが、振込手数料をご負担願います。

〜 当店の商品は、
全国各地の農協や工場で活躍しています 〜
株式会社 太鼓正様

アグリセンター 北赤井組合長 佐藤様

大阪府

宮城県

太鼓の重さを測定するのに使用していますが、デジタルも見やす
く非常に使いやすいです。
リモコンも使いやすく、初心者でも使用
しやすいので重宝しています。ク
レーンスケールは、非常に高価な
ものなので、安く購入できて嬉し
く思っています。輸入品ですが、
日本の会社がきちんと販売され
ているので、安心です。

私は宮城県でミニライスセンターを経営しております。先日クレーンスケール本舗さんか
ら ２トンスケールを購入いたしました。この時期は大麦の１トンフレコンを作っており、
届いたその日から使用しましたが、使い方も非常に簡単
ですしリモコンを使わなくても本体だけですぐ計量でき
ます。品質のランクごとにフレコンにバラ詰めしますの
で、その場で簡単に計量できるクレーンスケールは大
変重宝しました。組合員も「こんなに便利でこの価格な
らもっと早く購入すれば良かった」と言っています。

ご利用商品：OCS-1-M 1000kg（カタログ2P下段掲載）

ご利用商品：OCS-2-C 2000kg（カタログ 4P 下段掲載）

運営元である株式会社NGDの
機械工具のネット販売体制は、
数々のマスコミに紹介されています

産經新聞

読売新聞

当社のネット専門通販が
取り上げられました。

「インターネットを通じて、新しい販売網を
作る企業」と当社が取り上げられました。

クレーンスケール本舗では、
「高性能で使いやすいモデルを、
安心かつスムーズにご購入頂けること」
をモットーに運営しております。
当店では安心して商品をお選び頂けるよう、商品のことを豊富な写真や図面で分かりやすく説明させて頂くとともに、
お見積りなどに関しても、可能な限り即日対応とさせて頂いております。
購入担当者様にスムーズにご利用頂けるよう、各商品ページでは見積依頼書や各商品の仕様書を簡単にプリントアウ
トして頂けます。おかげさまで、年間約250件、累計3,420件以上（※２０１５年末時点）のお取引をさせて頂きました。
また、ご購入をされる前の事前相談も承っております。
「自分の場合は、どの商品が適切なのだろうか？」
「商品の仕様
や機能について、詳しく知りたい」という方は、ぜひ私たちまでお気軽にお問い合わせ下さい。顔の見えないインター

『安心の品質保証』
お届けさせて頂くクレーンスケールは、
１8０日間の

全てのモデルは
安心の
CE認証商品です

保証をつけさせて頂きます。商品が不良品であった
場合、新品との交換にて対応致します。新品の在庫が
無い場合は、お支払い頂きました全額をご返金させて
頂きます。また返品や交換に際して必要な費用に関し
ても当社で負担させて頂きます。保証は、商品を最初
に購入されたお客様ご本人のみに適応されます。

クレーンスケール本舗の商品は、厳格な品質管理のも
と製造しておりますので、全てのモデル、CE認証を取得
しています。また当店は、万が一の事故に備えても、全
商品PL保険（生産物賠償保険）
に加入しております。

返金保証をご利用頂ける条件
１. お電話を頂くのが商品到着から10日以内であること
（10日後が定休日の場合は、翌営業日までです）

2. お送りさせて頂いた商品に明らかな汚れや破損がないこと
3. お送りさせて頂いた時の商品説明書、箱、付属品、が残っていて、
その箱で送り返して頂くこと

(付属品が揃ってない状態では返金の対象とならない場合がございますのでお戻し頂く際は
必ず事前にご確認頂けますようお願いいたします。）

ネット取引ですが、安心してお買い求めいただくため、一人ひとりのお客様に心を込めて接客させて頂きます。

代表取締役
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熊野貴文
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