
  

NEWS RELEASE 
2019 年 10 月 3 日 

                                                 株式会社 MonotaRO  

 

モノタロウ、AR機能を活用した「ハセガワ AR」サービスと連携 
長谷川工業製の脚立やはしごを置きたい場所に原寸表示、スムーズな商品購入を実現 

 

工業用間接資材※1 通信販売最大手の株式会社 MonotaRO（モノタロウ）は、長谷川工業株式会社

（以下、長谷川工業）が開発した業界初の「ハセガワ AR」サービスを、当社の事業者向け通販サイト

（https://www.monotaro.com/）内に連携します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 当社取扱中の長谷川工業製品約 190 アイテムが「ハセガワ AR」と連携 

今回、当社で取扱中の長谷川工業製の脚立・はしご・三脚約 190 アイテムの商品ページの中に、「ハ

セガワ AR」の QR コードを設置します。ユーザーは iPhone/iPad※2等の端末で商品ページ上の QR コ

ードを読み取ることで、商品を置きたい現場に原寸サイズで配置するイメージを端末の画面上で確認す

ることが可能となります。当社サイトとハセガワ AR が連携することで、商品選択時のサイズ間違いを解

消し、スムーズな商品購入が実現します。なお、サービス対応商品は今後も順次拡大してまいります。 

 

 業界初のサービス 「ハセガワ AR」 

「ハセガワ AR」とは、足場関連製品のパイオニア企業である長谷川工業が開発した AR 機能（拡張現

実）を活用し、現実の世界に原寸サイズの脚立やはしごを表示する業界初のサービスです。これにより、

使いたい場所の高さやスペースを計らなくても最適な製品サイズを確認することができます。サイズ違い

による危険な作業を減らし、作業の安全性が UP します（出典：同社ホームページ）。 

≪ご参考≫ 

ハセガワ AR について：https://www.hasegawa-kogyo.co.jp/hasegawa_ar/ 

ハセガワ AR 紹介動画：https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=qQecijaU8wI 

 

当社は今後も、間接資材調達を効率化する購買プラットフォームの提供を通じたユーザー利便性の

向上に取り組んでまいります。 
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NEWS RELEASE 
【ハセガワ AR サービス対応商品（抜粋）】 

ブランド：長谷川工業 内容量：1 台 

注文コード 品名 品番 
販売価格 

(税別) 

57863626 アルミ兼用脚立 RS2.0-09 ¥7,390 

57863635 アルミ兼用脚立 RS2.0-12 ¥9,990 

57863644 アルミ兼用脚立 RS2.0-15 ¥12,900 

57863653 アルミ兼用脚立 RS2.0-18 ¥15,900 

57863662 アルミ兼用脚立 RS2.0-21 ¥18,900 

57863671 アルミ  はしご兼用脚立 RD2.0-06 ¥5,290 

57863687 アルミ  はしご兼用脚立 RD2.0-09 ¥6,490 

57863696 アルミ  はしご兼用脚立 RD2.0-12 ¥7,690 

57863705 アルミ  はしご兼用脚立 RD2.0-15 ¥9,990 

57863714 アルミ  はしご兼用脚立 RD2.0-18 ¥13,900 

57863723 アルミ  はしご兼用脚立 RD2.0-21 ¥15,900 

08526193 脚軽 RZ RZ2.0-06 ¥5,990 

08526202 脚軽 RZ RZ2.0-09 ¥7,590 

08526218 脚軽 RZ RZ2.0-12 ¥8,990 

08526227 脚軽 RZ RZ2.0-15 ¥12,900 

08526236 脚軽 RZ RZ2.0-18 ¥14,900 

08526245 脚軽 RZ RZ2.0-21 ¥17,900 

57863881 はしご兼用・専用脚立 脚部伸縮式 RYZ1.0-09 ¥15,900 

57863897 はしご兼用・専用脚立 脚部伸縮式 RYZ1.0-12 ¥17,900 

57863906 はしご兼用・専用脚立 脚部伸縮式 RYZ1.0-15 ¥19,900 

57863915 はしご兼用・専用脚立 脚部伸縮式 RYZ1.0-18 ¥24,900 

57863924 はしご兼用・専用脚立 脚部伸縮式 RYZ1.0-21 ¥28,900 

57863933 はしご兼用・専用脚立 脚部伸縮式 RYZ1.0-24 ¥29,900 

57863942 はしご兼用・専用脚立 脚部伸縮式 RYZ1.0-27 ¥34,900 

56580195 はしご兼用・専用脚立 脚部伸縮式 RYZ1.0-30 ¥47,900 

57863854 はしご兼用脚立 脚部伸縮式 RYX1.0-12 ¥18,900 

57863863 はしご兼用脚立 脚部伸縮式 RYX1.0-15 ¥21,900 

57863872 はしご兼用脚立 脚部伸縮式 RYX1.0-18 ¥23,900 

08526394 エコはしご兼用脚立 ESA ESA2.0-09 ¥7,390 

08526403 エコはしご兼用脚立 ESA ESA2.0-12 ¥9,990 

08526412 エコはしご兼用脚立 ESA ESA2.0-15 ¥12,900 

08526428 エコはしご兼用脚立 ESA ESA2.0-18 ¥15,900 

08526437 エコはしご兼用脚立 ESA ESA2.0-21 ¥18,900 

 

※販売価格は予告なしに変更される場合がありますのであらかじめご了承ください。 
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NEWS RELEASE 
 長谷川工業株式会社について 

創業：昭和 31 年 12 月 

代表者：長谷川 泰正 

大阪本社：大阪市西区江戸堀 2 丁目 1-1 江戸堀センタービル 14F 

事業内容：はしご・脚立・高所作業台など足場関連製品の製造販売メーカー。業界のパイオニアとして、「安全製品は

ハセガワ」を代名詞に、全国 9 ヶ所の営業拠点と国内 2 工場、海外 2 工場、配送センター等を配す。 

ホームページ：https://www.hasegawa-kogyo.co.jp/ 

 

 株式会社 MonotaRO について（本社：兵庫県尼崎市、代表執行役社長：鈴木雅哉、URL：https://www.monotaro.com/） 

切削工具や研磨材などの工業用資材から自動車関連商品や工事用品、事務用品に至るまで、現場・工場で必要とさ

れる製品 1,800 万アイテムを販売しています。2019 年 9 月 10 日現在の登録ユーザー数は、約 384 万。2006 年 12

月、東証マザーズ上場。2009 年 12 月、東証一部上場。2018 年度の 12 月期の 売上高は 1,095 億円。2019 年度の

12 月期の売上高予想は 1,362 億円。 

 

 「ハセガワ AR」に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ 

長谷川工業株式会社 広報 住田 TEL：03-6866-1888 m-sumita@hasegawa-kogyo.co.jp 

 

 本件に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ 

株式会社 MonotaRO IR・広報グループ 木原 TEL：06-4869-7190 pr@monotaro.com  

 

 

※1 工業用間接資材とは、製造業の現場における資材のうち、最終製品になる原材料や部品などの“直接資材”を除く全ての資材を指し、切削

工具や研磨材などの工作用資材から梱包・補修・清掃・安全・事務用品まで多岐にわたります。 

※2 iPhone/iPad、iOS12.1 以降、Safari でのみご利用いただけます。Android ではご利用いただけません。対応機種の一覧については

https://www.hasegawa-kogyo.co.jp/hasegawa_ar/ をご参照ください。 
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