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小 型 エンジン発電機

インバータ発電機
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ガソリン

iEG900M…Y
■単相 ]00V■ 0 9kVA(50/60Hz)
■質量 ●27kg
希望小売価格(■込)¥160.600

IEG1000‐ M
口単相100V口 l.OkVA(50/60Hz)
■質量 :21kg

希望小売価格〈税込)¥174′ 350

dら
IEG16001M‐Y
■単相]00V口 ].6kVA(50/60Hz)
■質量 :20kg

希望小売価格(税込)¥231,000
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ち
IEG1800M‐Y
■学相100V口 1.8kVA(50/60H2)
■賣量 i25kg

希望小売価格〈税込)¥257,400

aも
IEG2000M‐ Y
■単相100V● 20kVA(50/60Hz)
■質量 i32kg

希望小売価格(税込)¥342′ 100

46
:EG2500
■単相100V■ 2.5kVA(50/60Hz)
■質量:29kg

希望小売価格(税込)¥284,900

:EG2501
■単相100V■ 2 5kVA(50/60Hz)
■質量 :29.5kg

希望小売価格〈税込)¥284,900

d●
lEG2800M
■単相 100V■ 2.8kVA(50/60Hz)
■質量 :68kg

希望小売価描(税込)¥429,000
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ディーゼル
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:EG5500M‐ Y
■単オロ100V:55A
単相]oo/200V:275A(50/60H2)

■5 5kVA(50/60Hz)■ 質ヨ :97kg

希望′」涜 価格〈税込)¥672′ 100

lDG3100MC
■単オロ〕00V ■3 1kVA〈 50/60Hz)
■質量 |]フ 9k8

希望小売価格 (税込)¥882900

ヨ
「

`.
オイルガード付

轟価鰤m
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ブタンガス燃料
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ンガス燃料

:EG900BG‐ M
■単本日O.9kVA(50/60Hz)
■質量 :22kg

希望小売価格(税込)¥179,850

IEG900PG‐ M
■単担0 9kVA 60/60Hz)
■質量120kg

希望小売価格(税込)Y201,300

プロバンガス燃,Iヽ

IEG2201M‐PG
口単相2 2kVA(50/60H2)
■質量 :56kg

希望小売価格(税込)¥462,000

〔lDG3100M‐ E(または:D03100MC‐ E)+ACB… lD031)
IIDG3100M・ E=t`1003100MO・ E.1  (D詳 しくはお,。,い合せください。

EG2600
■単相100V口 22/2 6kVA(50/60Hz)
■質量:43kg

希望小売価格(税込)¥190.300

| ミナル端子
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一般発電機 三相発電機
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EGY6000TE
■:三オロ200V:50/6 0kVA(50/60Hz)
■単相]00V:].5′ 1 5kVA (50/60Hz)
■質量:94k8

希望小売価格〈税込)¥498,300
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:EG2801M
■単1目 ]OOV ■2 8kVA(50/60H2)
■質量 :61kg

おヨ小売価格(税込)¥44フ′フ00

dら
lEG40001M‐Y
■学|ヨ 100V ■4 0kVA(50/60Hz)
■質量:94kg

希望小売価格(税込)¥606.100

‐
―

‐●

願ヨ型腱
II~三二

~ヽ

嘔謳翌匹

⌒NヽEW

dも
lDG3100M
■単オロ100V ■0.lkVA(50/60H2)
■質量li 68kg

希望小売価格(税込)¥831,600
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員荷設備 (月途 )
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大 型 エンジン発電機 (ディーゼル)

[可搬形 ]マルチ発電機 (三相・単相3線同時出力/切替不要)

4極

・[轟]霞
_''一 ‐  l ●

ヨ屯屹
D(静口80BMK
■三相フ/8kVA 60/6oHz)■単相 3線
45/5kVA(50/60Hz)■ 乾燥質量 1335kg

希望小売価格(税込)¥1.328′ 800

・[轟]で
ビ出現餃

DGM150BMK
■三相]25/]5kVA(50′ 60Hz)口 単相 3線
75,9kVA(50,60Hz)■ 乾爆質量 :405kg

希望小売価格 (1,`込 )¥2′252,800
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∈壼璽彊フ

DGM130MK
■二相]]/]3kVA(50/60Hz)■ 単相 3線
65/75kVA(50/60H2)■ 乾爆質量 i570k8

希望小売価格(税込)¥2,310.000

DGⅣ:150UMIK
■:二 本目]25/15kVA(50/60Hz)■ 単オロ3線
75/9kVA(50/60H2)■ 乾燥質量 :680kg

希望小売価格 (税込)¥2,656.500
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DGM450MK
口三相37/45kVA(50/60Hz)■ 単相 3根
22/27kVA(50/60Hz)■ 芝爆質量 :1035k8

希望小売価格(税込)¥3.788.400

DGM1600MK
■三相50/60kVA60/60Hz)■ 単相 3線
30/36kVA(50/60H2)■ 乾燥質量 :]]70kg

希望小売価格(■込)¥4.596′ 900

200V/400V切 督機能付 こ匪璽憂フ

[防災設備用 ]マルチ発電機 (三相・単相3線同時出力)
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200V′400V切 替機能付

DG1500Mi3
■三相125′ 150kVA(50′ 60Hz)■ お燥質量12210kg

希望小売価格(税込)¥9,009,000

オイルガート.200V′ 400V切首機能付

DG2201 Mi3
■三相200′220kVA(50/60Hz)■ 芝爆質量:3250k8

希望小売価格(税込)¥15,904.900

オイルガード.200V/400V切 音機能付

DG3001 MK3
●三梱270′300kVA(50′ 60Hz)■ 乾爆質量:4510kg

希望小売価薦〈税込)¥22′,73′500
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三相3線式のP00シ リーズ |ま

25kVA～ 180kVAまで取り揃えています。
※く >内は一般非常月の値です。

PDGM350Y
■三相OO/35kVA(50/60Hz)■ 単相3線
8′ 10kVA(50/60Hz)ロ セ燥質量:690kg

希望小売価格(税込)¥8,360,000

PDGM600:
■二相50/60kVA(50/60Hz)■ 単相 3線
135/]6kVAく 30ノ 36kVA>(50/60H2)
■乾爆質量 :1150k8

希望小売価格 (税込)¥10,560′ 000

PDGM10001
■三相80/]00kVA(50/60Hz)■ 単相 3線
33/40kVAく 47/58kVA>(50/60Hz)
■乾保質量 :1550k8

希望小売価格(税込)¥12,210,000

口■D

。ビ
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200V′400V切 替機能付

DG1250Mi3
■二相 100′ 125kVA(50/60Hz)
■乾燥質量 :1820k8

希望′」ヽ売価格〈税込)¥7.623,000

バルーン投光機 プロジェクタ…投光機
LED

全光タイブ

全光タイフ

′.反 1,タイフもあります

4灯

SL430LIDG
■250W× 4灯 .]68.0001m
希望小売価撤税込)Y2.772′ 000

2灯

SML21lLBG
■]]OW× 2灯.220001m
希望小売価格(税込)¥852,500

LED八イブリッド

]
′ヽッテリー

S31120tBG i   S8[800[IDG F [M3306tl[F

SMB46[|[9Yf

ヽ .1_

SBL120LBG‐ F
■40W× 6灯.28BOOlm
希望小売価格(税込)¥1′ 620,300

SBL800L:DG‐ F
■800W× 1′丁.130.0001m

希望小′.価格(税込)¥2′557.500

SMB241LLC‐ F
■40V′ ×6よ].28.8001m
希望小′.価格(税込)¥1,504′ 800

EMB306LiE‐ F
■50W× 6灯.40.8001m
希望小売価格(税込)¥1′ 031,800

メタル八ライド
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SM[211136

HTL305LF‐ M
口9W× 3灯 .3.4501m
希望小売価格 (税込)

¥79′200

3灯
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Su3011DG

メタル八ライド
St4331DGC

Eヨコ 2灯

SMB46EIE‐9YF
■400W× ]灯.38.0001m
希望小売価格(税込)¥897.600

SBL134:DG‐ F
■]000W× 1灯 .]10.0001m

希望小売価格(税込)¥2′295.700

SL223:DGC

鳳F"暉

SB[1341DC f 希望小売価格(税込)¥2.186,800
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DGM12501MK
■三相20/25kVA(50/60Hz)■ 単相3線
12/]5kVA(50/60Hz)■ 乾爆質量:625kg

希望小売価格(税込)¥3,441.900

G匠褻壁フ

DGM1000MI‐ D
■三相80/]OOkVA(SO/60Hz)■ 単相 0線
47/58kVA(50/60H2)■乾燥質量 :]950k8

希望小売価格(税込)¥7,196′ 200
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区憂コヨ
SMB2411に ―:
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区憂コヨ

T
歯 I

■400W× 2灯 .66.0001m
希望小売価格(税込)¥1′773.200

□互口 区□
SL4331DGC
■400ヽ″×4灯 .]32.0001m

1

区匹王ヨ



ガソリンエンジン発電機兼用溶接機

Eロコヨ Eロコヨ E□E璽
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ECW160M‐ 1

く溶接〉■DCOO～ 160A■ 使用溶接棒120～ 32mm
く発電〉■単相]00V■ 3 2kVA(50/60Hz)
■質量 :フ9kg

希●
=小売価格(税込)¥641,300

ECW190M‐ :

く溶摂〉■DC00～ 〕90A■ 使用溶ド● 20～ 40mm
〈発電〉■]OOV口 0 5kVA(50/60Hz)
■質量:96kg

希望小売価格(税込)Y795′ 300

■

…

■
匝 亜コ EEコヨ
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ECW190M‐ :RC
鉛 接〉■DC30～ 190A■ 使用溶技檸:20～40mm
〈発電〉■単相]OOV■ 3 5kVA(50/60Hz)
■質量.9フ kg.=リ モコン収納ルクス付の場合199 4kg

希望小売価格(税込)¥910,800

ECW190Ⅳ 卜iST
く溶接〉口De30～ 190A■ 使用溶接倅120～40mm
く発電)■ 単相 100∨ :2 5kVA× 2(50/60Hい .

単 1目 200V:5 0kVA(50ノ 60目 z)

■質量 :100kg

希望小売価格(税込)¥834,900

EW130
■溶,lDC40～ ]30A
■使用溶接棒 12.0～ 32mm
■質量 :34kg

希望小売価格(税込)¥250,800

エンソンスタータ&バッテリー充電機能付

EW130D
■溶接 :DC40～ ]OOA
■使用溶接棒 120～ 32mm
■質量 〔34 5kg

希望小売価椒税込)¥277′ 200

ワイヤレスリモコン付

電気TIG溶接機

□正画菱コ匝萎國
SBW140L‐ MF
■110A150A(切 替)

■使用溶接棒 :26～3 2mm
口単相]00V■ 000VA(50/60H2)
■質量 :33kg

希望小売価格(税込)¥286,000

匝韮∃

SBW130D
■80A.]OOA(切 音)

■使用溶接棒 :20～32m―n

■単相100V■ 1 5kVA(50/60Hz)
■質量 160kg

希望小売価格(税込)¥279′400

匝匪囲

STW202D
■単相200V
■70kVA[48kヽ Vl(50′ 60H2)
■溶接電流Ⅲ直流TIG 5～ 200A

手樺 5～ 150A
■使用率:20%■質量 :9kg

希望小売価格(税込)¥612,700

STW202A
■単相200V
■73k′A[5 4kW〕 (50/60Hz)
■溶接電流■交流TIG 10～ 200A

.直流T104～ 200A
■使用率125%■ 質量115kg

希望小売価格(税込)¥753,500

ディーゼルエンジン発電機兼用溶接機

インパータ発電

付の(・ IV,)も あり

ます.

コ」, オイルガード付

`,3.
オイルガード付

DGW400DMC‐W
DGW400DMC‐ RCヽA′

〈溶授〉日(]人 )95～390/]]O～ 400A
(2人 )50～ 200/60～ 2]OA

■使用浴接棒10人 )26～ 80mm(2人 )20～ 40mm
く発電〉■三オロ120/15 0kVA.

単1日 90/9 9kVA● 〇/60Hz)
■質量 :396kg

希望小売価格(税込)¥2′ 945′800

DGW201M
〈溶接〉■60～]80A/50～ 200A

■使用溶接棒 20～ 4 0mm
∝ 電〉■単相100V■ 00′3 5kVA(50′ 60Hz)
■質量 :2]2kg

希望小売価格(税込)¥1′ 155′ 000

DGW300M
∝ 接〉■05～ 23040● Om.I]30■ 30A′ 30～ 300A

口使用溶接棒,20～ 60mmエ コ20～ 60mm
く発電〉■三相3kVA′ 9 9kVAや 相6 4kVA′ 8てい (50ア 60Hz〕

■質量 i270kg
希望小売価格 (税込)Yl,675,300

∝ 接〉■(]人 )95～390/]]0～ 400A
(2人 )50～200/60～ 210A

■使用溶接榛:(1人 ,26～30mm(2人 )20～40mm
く発電〉■三相120'15 0kVA.学 相90,9 9kVA(50160Hz)

■質量 1096kg
希望小売価格(税込)¥2′ 830,300

スーパーウェルダー マルチマイテイ炭酸ガス溶接機 TIG溶接機

□画
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オイルガード付 オイルガード付
Φ611-人用の
OGW340M― W
もあります. E■/

=ζク

DGW4X2DM‐ W オイルガード付

HDW310M‐ lW
〈溶接〉■20～ 3]OA

■使用溶接棒:20～ 6 0mm
〈発電〉■単相3 0kVA(50/60Hz)
■質量:344kg

希望小売価権(税込)¥3.234,000

DGW400MP‐ GSW
■]台5役 ■002半自動溶贅1340Ю 50A(50/60Hz)

●手棒溶接Юフ0/390A(50お OHz)

●.ガウジングi0907400A(50/60Hz)
●三相交流電源〔12/15kVA(50/60Hz)
,単相交流電源ЮЮkVA(50/60Hz)

■質量1513kg

希望小売価格(税込)¥3.811,500

く溶接〉■(]人 )フ 5～320/95～ 340A
O人 )40～ ]85/50～ ]95A

■使用溶接春〔(1人 )26～ 60mmO人 )20～ 40mm
儀 電〉■三相]04/]]4kVA.

単相83′ 91k∨ A(50/60Hz)
●質量 :067kg

希望小売価格(税込)¥2,275,900

4

ヨr」

EGW135           EGW2800Mi
〈溶長〉■DC40～ 135A■ 使用溶接● 20～32mm  〈溶接〉■De40～ 135A■ 使用溶接棒120～32mm
く発電〉■100V■ 1 8kVA(50/60日2)      (発電〉■単本日100V■ 28k∨ A(50/60Hz)
■質量:49kg               ■質量:6]k8

希望小売価格(税込)¥475,200        希望小売価格(税込)¥506,000

1単相3線 出力端子付

― ‐曇硼□證島
~毯

■ヨ ■―

バッテリー溶接機

SBW170D
■出力切普:(本数アッフ)]50A

(特性アップ)80A140～ 170A(切替,

■使用溶接棒〕20～4 0mm
■単相100V■ 1 5kVA(50'30H2)

■質量|フ9kg

希望小売価格輌込)¥379′ 500
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ワングステイック溶接機

Eロコヨ ■
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隊 b:董亜亘団
DGT3001MC‐W
〈TIG溶 接〉■4～ 300A
〈子棒溶接〉■4～250A

■使用溶接樺〔20～50m
く発電〉■単相3kVA(50/60Hz)
口質量:380kg

希望小売価格(税込)Y2′ 748,900
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エンジンカッター

「
      業界初※      ¬

1  12夕 o「 14チンブレード装着可能  |

Lにおいて(2020■ 0月調べ)     」匿亘互≡

E□亜国
也崚gFコ曇ュ 色空ge堕L
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φ320mmブレード付 ブレードなしモデル
ECDフ412Sも あり
ます.

φ360mmブレード付 フレードなしモデル
ECDフ 4]4Sもあり
ます.

在匠確認

ECD488‐ CD
■最大切込深さ1100mm
■」」1気宣:479cm'日 質量:i]k8

希望小売価椒 税込)¥423,500

φ260mmブ レード付

へ
0

●

ECD7412S‐ CD
■最大切込深さ :]30mm
■排気量 :フ 3 5cm。 ■質量:12フ kg

希望小売価格(税込)¥463.100

ECD7414S‐ CD
■最大切込深さ :150mm
■排気量 :フ3 5cm。 ■質量:126k8

希望小売価格(税込)¥489,500

混含燃料

スタンダードタイプ

320mmフ レー

EC7412S‐ CD
■最大切込深さ :]10mm

フレードなしモデル
ECフ 4]2Sもあり
ます。

360m

EC7414S‐ CD
ブレードなしモデル
ECフ 4]4Sもあり
ます.

φ226mmブレード付

■排気量 :フ 3 5cm.■ 質量 ,9 7kg

希望小売価格(1,`込 )¥343.200

■最大切込深さ :130mm
口排気量 :73 5cm。 ■質量 :]0]kg

希望小売価格(税込)¥370,700

EC90
■最大切込深さ :フ Omm
■排気量 :35.5cm● ■質量 :フ 5kg

希望小売価格(税込)¥253,000

分離潤滑

集塵タイプ

ガソリンと 2サイクルオイルを自動混合する分離潤滑装置搭載

スタンダードタイプ

（∽）］
也壺g(コ望■
■■

―

口■

｀ ヽ工_=

● ‐´

φ020mmブ レード付

ECLD7412S‐ CD
■最大切込深さ |]30mm

ECL7412S‐ CD
■最大切込深ざ 110mm
■排気量〔フ3 5cml● 質量.10 2kg

希望小売価格(税込)¥356.400

ECL7414S‐ CD
■最大切込深 さ :]30mm
■排気童:73 5cm`■ 質量:]0.6kg

希望小売価格(税込)¥383′ 900

φ320mmフ レート● ブレードなしモデル
ECL74]2Sも あり
ます.

φ360m″ レード付 フレードなしモデル
ECL74]4Sも あり
ます.

β●″

集塵タイプ E□E璽

色墜凶C堕ュ

.111,1り
1lIIIIIII

φ260mmブレード付 φ305mmフ レード付

MCD260■ ‐CD
■最大切込深さ :]OOmm
■単相]OOV■ ]5A E質 量 :9 8kg

希望小売価格(税込)¥335′ 500

MCD305‐ CD
■最大切込深さ〕122mm
■単相]00V■ ]5A■ 質量 :]]kg

希望小売価格(税込)¥403′ 700
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■排気奎 :フ 3 5cm。 ■質量 :13 1kg

希望小売価格(税込)¥480,700

●

ブレードなしモデル
ECLD74]2Sも あつ
ます.

●

電動カッター

E□亜国
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バンドソー

オイルシリングー切込みスピード調整式
よリスピーディーで高精度な切断に加え、のこ刃1本の切断カット数アツプ .も

切 削 長
‐

_咋 実 現 し ま し た o… 靴 .RB18,~100m,(イ フで均40●る o6うイ
=ン

クニて■20● |の力 卜́畿 .

(例 )

アングル

ヽに.角パイプやCチャンネル.アングルなど.縦幅と横幅て切削長が大きく変化する
材料に効果を発揮します。

粗いのこ刃でも薄肉材の切断が可能です。
オイルシリングー切込みスピード調整式はスフリンク荷螢調整式に比べ.の こ刃の
切込みスピードが設定できるため.刃底に落ち込ます.粗い刃ても薄肉材を切断する
ことができます。 露 珈r切 削長→

|

オイルシリンダー切込みスピード調整式 スプリング荷重調整式
ケガキ線合わせ楽々 !

●フレーム可動ボタンで上げ下げが

素早く行えます。
一般的な従来のオイルシリンダー式
ではフレームが素早く上げられない欠
点を解決しました.(特許取得済)

●任意の位置でフレームが固定でき
ます。フレーム可動枠 ンを離すと.

その位置で止まります。

RB18
■最大切断 :ψ ]85mmコ ]フ 5mm
■単オロ]OOV ■48/44A(50/60Hz)
■200W■ 質量 :54kg

希望小売価格(税込)¥356,400

コンター機能●

RB180FV‐ HA
■最大切断lφ 185mm□ ]75mm
■単オロ]OOV ■4.3/44A ■a00W
■質量i52kg

希望小売価格(税込)¥451.000

コンター機能付

RB180FV
■最大切断 lφ 185mm口 175mm
■単相100V■ 48ノ44A(50/60Hz)
■200W口 質量 :49k8

希望小売価格(税込)¥367.400

判願
切込みスビードー`
詞整ダイヤル

刃底に
落ちない

薄肉切断材
ゆつくりとした
り込みスピード 刃の底まで落下

コンター機能付

RB120CV
■最大切断 :φ 120mm□ 95mm
口単相]OOV口 48ノ 4.4A(50/60Hz)
■200W ■質量 120kg

希望小売価格(税込)¥224,400

■|■|■ロロ困罰罰I■■
「

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

コンター機能付

RB120FV
■最大切断 :φ 120mml~¬ 05mm
■単オロ]00V ■4.0/44A(50/60Hz)
■200W■ 質量 122kg

希望小冗l価格(税込)¥239,800

2段変速 [低速/高速 ]

防塵カッター

RB18‐CV
■最大切断 lφ 180mm_]50mm
■単 1日 100V 口48/44A(50/60H2)
■200W口 質量 :4フ kg

希望小売価格的込)¥300,300

RBH120
■最大切断 :φ ]20mm」 115mm
■単相100V■ フ.OA■質量 :6 5kg

希望小売価格(税込)¥126.500
鉄工月チップソー付

チップソーカッター B18NI‐F
■最大切込み深さ :60mm口 単相 ]00V
■14A■ 贅日 :4 4kg

希望小売価格(税込)¥86′900

鉄工月チツプソー付

LA120‐ C
口最大切断 :φ l15mm 190× 90mm
■単相100V口 15A■質量 :]7 5kg

希望小売価格(税込)¥92.400

´

鉄工用チップソー付

LA305‐C
■最大切断 :φ ]]8 3mmコ 90× 90mm
■単相100V口 ]5A口 質量 :]9 5kg

希望小売価格〈税込)¥137.500

鉄工月チップツー付

Bll N‐ F
■最大切込み深さ:2]mm■ 単相100V
■65A■ 質量 :2 7kg

希望小売価格(税込)¥78,100

″
-

レジノイド砥石トレジノイド砥石付

L120S‐ N
■最大切断:φ 100mm_フ0× ]00/200× 60mm
口単相100V口 15A■ 質量 :14kg

希望小売価格(税込)¥59′ 400

L140S‐ N
■最大切断:φ]20mm[90Xl10 200X30mm
■単相100V口 ]5A口 贅壺 115 5kg

希望小売価格(税込)¥64′ 900

レジノイド砥石付

L150
■最大切断 :φ ]45mm]150× ]00mm
■二相200V口 12/10A(50/60H2)
■贅目 :32kg

希望小売価格(税込)¥249.700

コンクリート月ブレード付

B18NΠ‐D
■最大切込み深さ :60mm■ 単相 ]00V
■14A口 質量 :4 3kg

希望小売価格(税込)¥143′ 000

医亘Zヨ
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ライトカッター
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口■[ヨエンジン 洗浄機

防音タイプ サイクロンストレーナ.3/8・ X30m順射ガン付

JE730MCV¨Y310A
■吐出圧力16 9MP3■ 吐出量130L′min■ 質量138kg

希望小売価楷(税込)¥866,800

サイクロンストレース 3′

『

X10m頷射ガン付

|サイクロンストレーナ.3′ 8・ X20m鵬 射ガン付
|

JE730MC‐Y310A
■吐出庄力16 9MPa■ 吐出量130L′ min■ 質量186k8

希望小売価格(税込)¥841.500

‖|

3/8'X]Om.噴 射ガン付
JE1514MDV‐Y330B
■吐出圧力 :]4フMP8
■吐出量 :106L/min
■質量 :88kg

希望小売価格(税込)¥848′ 100
111

JE730MCV‐Y320A
■吐出[力 16 9MPa■ 吐出量130L′ mい ■質量:田kg

希望小売価格(税込)¥880,000

J[730MCV 3/8'X20m.頂 射ガン付

JE730MC‐Y320A
■吐出圧力16 9MP3■ 吐出量130L′ min■ 質量186kg

希望小売価枯(税込)¥854700

巨≧:望ユi塵Iた:2回

JE730MC‐Y420A
■吐出[力 16 9MPa■ 吐出量130L′ min■ 質量,86k8

希望小売価格(税込)¥875′ 600

3/8'X30m.噴 射ガン付

JE730MCV‐Y420A
■吐出E力 _6 9MPa■ 吐出量130t′ min■ 質量〔88kg

希望小売価格(■込)y900,900

JE1514MD‐Y330B
■吐出圧力 :]4フMPa
口吐出量 :]36L/min
■質量 :86k8

希望小売価格 (税込)¥822.800

油国

“
".ヽ

ェしЙぉ

水タンク.セ ル付.]′ 2・ X20m.噴 射ガン付 セル●.3/8‐ X20m.噴射ガン付 セル付.3/8・ X20m鵬 射ガン付

JE530T‐ E
■吐出圧力 i49MPa
■吐出量 〕28L/min■ 質量 :82kg

希望小売価格(■込)¥7,7′ 500

JEM820S‐ E320LA
口吐出圧力 178MPa
■吐出量 :20L/min■ 質量 :50 5kg

希望小売価18(税 込)¥614,900

JEM1512S‐ E320HA
■吐出圧力 :]4 7MPa
■吐出量 :12L/min■ 質量 1505k8
希望小売価格(■込)¥5'9′ 500

フレームタイプ

セル付.3/8'X20m.嗅射ガン付

JEM730‐ E
■吐出圧力 :6 9MPa
■吐出量 :30L′ min■ 質量 149 5kg

希望小売価格(税込)¥610,500

]/4'X]Om.噴射ガン付 1/4'XlOm.噴 射ガン付 3/8・ X30m 噴射ガン付

JEY1512
■吐出圧力 114 7MPa
■吐出量 :12L′min口 質量 i32kg

希望小売価格(税込)¥459,800

3/8‐ X30m.噴 射ガン付

JEY1010‐ L
■吐出圧力 :9 8MPa
■吐出量 :]OL′ min口 質量 :ハ k3

希望小売価格(税込)Y256.300

JEY1010
■吐出圧力 19.8MPa
■吐出量 :10L′min■ 質量 13ikg

希望小売価18〈税込)¥291′ 500

JEY2015
■吐出圧力 |]9 6MPa
■吐出量¬5L/min■ 質量 159kg

希望小売価格(税込)¥775,500

電動高圧洗浄機 ヘルメット洗浄機
●

,~

3/8'X20m順 射ガン付

JM2015P
■吐出圧力 :19 6MPa
■■出量:110′ 136[′ m11(50160H2・

■三相200V■ 5 5kW■ 質量112]kg

希望小売価格 (税込)¥895,400

3/8'X20m.噴射ガン付

JM820P
■吐出正力 :78M P8
■け出星_,57′ 188L′ min(50,60Hz,
■三相200V■ 3 7kW■ 質量|〕 03kg

希望小売価格 (税込)¥828′ 300

⌒

Nヽ〔
`V

HMW‐100
■単相]OOV
■洗浄時間 :45秒
■消費電力 :850W
希望小売価格 (1,`込 )オ ープン価格

温水高圧洗浄機

リ
」MH814P O

3/8'X20m.噴 射ガン付

3/8'X20m.噴 射ガン付

3/8‐ ×20m.噴射ガン付

3/8・ ×20m.隕射ガン付

JMH1018P
■吐出圧力:9 8MPa■ ■出ヨ|]8L′ min
■三相200V■ 3 7kW■ 質ヨ 174kg

希望小売価格 (税込)¥1,064,800

¨

JMH1210P
■吐出[力 :i17MP3■ 吐出量〕10L/min

■二相200V■ 2 2kW■ 質量|]52kg

希・"小売価格(1'`込 )¥884′ 400
曹春等

JMH814P      JMH1512P
■吐出圧力

・78MPa■ 吐出量|]4L′ min ■吐出圧力:]4 7MPa■ 吐出量|]2L′ min
■三相200V口 2 2kW■ 質量11 52kg ■三相200V■ 3 7kW■ 質量 |]フ 4k8

希望小売価格 (税込)¥871.200 希望小売価格 (税込)¥1,223,200
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医2壼璽藝亜コ

JM530TP
■吐出圧力 :4 9MPa
■吐出量 :30′ 36L/mい (50′ 60Hz)
■三相200V■ 3 7kW■ 質量:]24kg

希望小売価格 (税込)¥649′ 000

区≡亘亜壷
=コJM706‐ R

■吐出圧力 :3～75MPa
■吐出量 :35～ 60L/min
■単相100V■ 1450W■ 責里:3 4kg

希望小売価格Q込 )オ ープン価格

0
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●

´
一́
´
．́

ポンプ

匝亘亜互五匡≡団

CP252
■全揚程 :35m
■最大吐出量 :]]5L′ min
■出力 10 8kW
■質量 :5kg
希望小売価格(税込 )

¥39,600

匝亜亜互工匡亜団

GPF4001‐GP
■全揚程:35m
■最大吐出量 :350L/min
■出力 :3 6kW
■質量 :25 5kg

希望小売価格(■込 )

¥81′400

睦董
=ヨ

亜亜 団

GPF5001‐GP
■全場程:27m
■最大吐出量 :620Lプ min
■出力 :3 6kW
■質量 124.]kg
希望小売価格(税込)

¥99,000

匝匡亜□

SP451
■全揚程 i8m
■最大吐出量 :iOOL/min
■単相100V口 400W
■質量 :]2kg

希望小売価格(税込 )

¥60,500
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[2125TS/250SPS4 [2125る●250C

E2125TSノ250(200)SPS4
ロエンジン・25cm。 ■質量 〔2 3kg
■標準パー長さ125cm(20cm)先 綱スプロケットノーズ

A4Sチェン

希望小売価格(税込)¥フ 3,700(¥71,500)

E2125TS/250(200)C
ロエンジン 125cml日質量 ,2 3kg
■標準バー長さ :25cm OOcm)カービング
25APチェン

希望小売価格(税込)¥78,100(¥75′900)

E2125S/300SPS
■エンジン:25cm・ ■質量:2 6kg
■標準バー長さi30cmス プロケットノーズ
25APチェン

希望小売価格(税込)¥72′ 600

凝響
E3034S‐ ACノ 350H
■エンジン :34.4cm・ ■質量 3 8kg
■標準バー長さ135cm八―ドノーズ
25APチェン

希望小売価格(税込)Y63,800

C肇》

C肇》

[2038SⅣ400Ⅳ P

こ新
E2038(G)SRノ 400TVP
■エンジン 138 4cm● ■質量 4 5kg(4 7kg)
■標準バー長さ140cm先端交換式スプロケットノーズ

95TXL
希望小売価格(税込)¥116,600(¥123,200)

C憂)

[3043SP′ 45∝BP

E3043(G)SPノ450TBP
■エンジン 142 9cm。 ■質量 4 3kg(4 6kg)
■標準バー長さ:45cm交換式スプロケットノーズ
2'BPXチ ェン

希望小売価格(税込)¥139,700(¥155,100)

El145(C)SP/450TBP
■エンジン :44 6cm=■ 質量:4 7kg(4 9kg)

■標準八―長さ145cm先端交換式スプロケットノーズ

2]BPXチェン

希望小売価格(税込)¥156.200(¥168,300)

E1060D′500TDP
■エンジン :59 8cm● ■質量 :6 2kg
■標準八―長さ150cm先 端交換式スプロケットノーズ

フ3DPXチェン

希望小売価格(税込)¥209,000

C憂》

[1115SP'45研 3P

E3073(G)DP/600TDP
■エンジン :フ 3 5cm。 ■質量 :6 7kg(6 9kg)
■標準バー長さ160cm先喘交換式スプロケットノーズ
73DPXチ ェン

希望小売価格(税込)¥253,000(¥269′500)

在庫確認

E350AVノ400
ロエンジン 135 5cmt■ 質量 :4 9kg
■標準バー長さ :40cm八―ドノーズ
25APチェン

希望小売価格(税込)¥124′ 410

C憂)

嵯疹
E3045Sノ450TX
■エンジン :45 0cm。 ■質量 15 0kg
■標準′ヽ一長さ :45cmス プロケットノーズ
95TXLチェン

希望小売価格(税込)¥96,800

C憂)

確0‐

E2048Sノ400TBP
■エンジン :50 2cm。 ■質量 :4 8kg
■標準バー長さ140cm先 端交換式スフロケットノーズ

21BPXチェン

希望小売価格(税込)Y107,800

⌒

NヽEW

ルートカッター 電動チエンソー

げ 3鰤山腋

E757RC′400
■エンジン |フ3 5cm● ■質量 16 8kg
■′、 長さ :40om(根切り専用 )

HGフ 5D60E-30
希望小売価格(税込)¥346.500

E757RCノ500W
■エンジン ,73 5cm。 ■質量 16 8kg
■バー長さ 150cm(根切り専用)

HC75DXフ 2E-06

希望小売価格(税込)¥357.500

A101‐ E‐ 300
■消費電力 :100V′900W■ 質量 :32k8
■有効切断長 1285mmチ ェン :9〕 PX-45E
希望小売価格 (税込)¥27′ 390

E1427Sノ300
■エンジン :26 9cm・ ■質量 13 1kg
■標準 、 長さ i30cmス プロケツトノーズ
25APチェン

希望小売価格(税込)¥74′ 800

醸響
E2135S/350
■エンジン :35 2cm● ■質量 :4 0kg
■標準バー長さ :35cmス フロケットノーズ
25APチェン

希望小売価格(税込)¥81,400

髪移
・

E2050(G〕 I〕 Sノ480TBP
■エンジン 150 2cm・ ■質量 14 8kg(5 0kg)
■標準バー長さ :48cmス プロケットノーズ

21BPXチェン

希望小売価格 (税込)¥178,200(¥19■ 400)

心

三霊」
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RA3021-U「 RM3025 2TD

RA3021‐ UT(PT,GT)   RA3023‐ PT(GT,UT)   RA3026‐ GT(UT,PT)   RM3025‐ 2TD{2RD,PTD,GTD)
ロエンジン 120 9cml
■質量 i36k8(3 4kg.3 3kg)
■9イ ンチチップソー

希望小売価格 (1,」 込)¥56,100

■エンジン 122 8cm●
■質量 14]kg(3 9kg.4 4kg)
■10イ ンチチップソー

希望小売価格(税込)¥62,700

■エンジン 125 4cm。
日質量 :4]k8(4 5kg.4 3kg)
口10イ ンチチップソー

希望小売価格 (税込)¥74800

■エンジン :22 8om●
■質|:量 :4 6kg(45k8.4 3kg.4 2kg)
■]0イ ンチチップツー

希望小売価格(税込)¥74′ 800

≫ヽ

一二

ヽ
´

一

Ｃ

C垂》 C≡) ∈憂)

RM3025・ PID1 5 RM3027-2TD RM3027-6TD15 RM8032 PTD

RM3025‐ PTD(2TD,GTD}15  RM3027・ 2TD{2RD,2WD,PTD,GTD}  RM3027‐ GTD{2TD,PTD}15  RM3032‐ PTD{2RD,2WD,2TD)
■エンジン:22 8cm・

■質量:4 4kg(4フ kg.43k8)
■]0インチチップソー

希望小売価格(税込)¥フ 6′450

■エンツン:25 4cm。
■質量14フkg(4フ k8.4フ kg.4 4kg.4 3kg)
■10イ ンチチップソー

希望小売価格(税込)¥83,600

■エンジン 125 4cm●
■質量 :4 3kg(48k645k8)
■10イ ンチチップソー

希望小売価格(税込)¥85′ 250

■エンジン130 5om・
■質量i56kg(5 8К g.5 8kg.5 9kg)
■]〇インテチップソー

希望小売価格(税込)¥90.200

ヽ`
:β

■菫ヘ

C藝》

′」ク

C憂》

SSR2500 2「

SSR2500‐ 2T{PT)
■エンジン125 4cm'
日質量i5.Okg(4 8kg)
■]Oインチチップソー

希望小売雌 (税込)オープン価格

く憂み)′〆

ン〆

醸だSSR 2

ィゝル象
ヘ

′

SSR2602‐ 2T(PT〕
■エンジン125.4cm・
■質量:4 8kg(4 6kg)
口]0イ ンチチップソー

希望小売耐  (■込)オープン価格

背負式

∝ヨ塁醒ヨ助
び

ヽ、 、
G肇 )｀‐〆

ル
C藝》

ヽ

RK2030‐ PT
ロエンジン.28]cm.口 質量19 2kg
口]0イ ンチチッフソー

希望小売価格(税込)¥93,500

ご ´

J喘、RA3026 UIN

RA3026‐ U(P)TN
■エンジン:25 4cm。 ■質彗 4.フ kg(4 4kg)
■YNC3ナイロンカッター

希望小売価格(税込)¥77′ 000

C画コ曜コD

RK3026SS‐ PT
■エンジン125 4om● 質量18 0kg
■]Oイ ンチチップツー

希望小売価格(■込)¥91.300

G C憂》 ご

ヽ

RKl121‐ PT
■エンジン:20 9cm● ■質量:6 2kg
■9インチチップソー

希望小売価格(税込)¥71.500

RK3023‐ PT
■エンジン:22 8cm。 ■質量171k8
■]0インチチップソー

希望小′t価格(税込)¥7,′ 200

RK3026‐ BW
■エンジン125 4cm° ■質量:77kg
口]Oイ ンチチップツー

希望小売価格(税込)¥85′800

ご

刈払機
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RM350‐ 2E
■エンジン :33 6cm・
■質量 171k8
■]Oインチチッフソー

希望小売価格(税込)¥115′ 830

SSR2201・ 日

SSR2201‐ PT(2T〕
■エンジン121 2cm。
■質量:4 5kg(4 7kg)
■9インチチップツー

希望小売価格(税込)オープン価格

′

~・
■1,

RK3023SS‐ PT
■エンジン.22 8cml■ 質彗 フ5kg
口10インテチップソー

希望小売価格(税込)¥84′ フ00

C憂≫ C憂》 ´´



ヘッジトリマー ¨ ●‐■,‐●,

ヽ●
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5」12.
※■動ヘッジトリマーは

含まれません

C憂》 ヽ●
C憂》

HT221lS‐ 600B
■エンジン:21 2cm。 ■質量i4.3kg
■ブレード長:580mm
希望小売価格(税込)¥78′ 650

SH351W

高耐久ブレー ド

HT221lS‐750HB
■エンジン121 2cm。 ■質量:4 6kg
■ブレード長 :フ 10mm
希望小売価格〈税込)¥82′ 500

HT221lS‐1000B
■エンジン12]2cm。 ■質量:4フk8
■ブレード長

'955mm
希望小売価格(税込)¥93.500

C藝)

C≡)

背負タイプ

∈憂》

DH221lS‐600T
■エンジン:21 2cml■ 質量・4フ kg
■フレード長:580mm
希望小売価格(税込)¥74′580

HTK3023
■エンジン 122 8cm● ■質量 18フ kg
■フレード長 |フ 32mm
希望小売価格(税込)¥114′ 950

E1427S‐ 300FBP
■エンジン:26 9cm。 ■質量i31kg
■ガイドバー長さ300mm
希望小売価格(税込)¥83,600

C憂》

P1025‐ 250PX
■エンジン :22 8cm・ ■質量 14 8kg
■切断長 :250m m

希望小′。価格(税込)¥93,500

■消費電力 i]oOV/320W■ 質量 :1 8kg

■フレード長 1350mm
希望小売価格(税込)¥19′ 250

在庫確認

ESK517‐ SP
■エンシン〕21 2cm・ ■タンク容量 ]フL
■圧力 :05.]Q]フM Pa(5101フ kgf′ cm')

希望小売価格(税込)¥60,500

C憂》

嘔顧b

3ml銀躙

」ゴつ

ESK815‐ SC
■エンジン12]2cml■ タンク容量:]5L
■圧力:力 ]OM P3(]Oに

'cm●
)

希望小売価格(税込)¥51,920

8hnd81腱

j■し

ヘッジブルーナ

10

■消費電力 :]〇 〇V/450W■ 質量:3.]kg
■ブレード長:460mm
希望小売価格(税込)¥41,250

|プレード覆)

|フ 10mmも
|

|こ生 三`リ

鯰
・  ●`、:
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高枝プルーナ

C藝》

電動ヘッジトリマー
エンジン動力噴霧機
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SH18‐ 460
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EB3026
■エンシン :25 4cm・ ■質量・3 8kg
■風量 |]2 9ml′ 分

希望小売価格(税込)¥54,450

EB221S
■エンジン ,2]]cm・ ■質量 3]kg
■風景 |]00m・′分

希望小売価格 (税込)¥62,700

凛び
EB263
■エンジン 125.4cm・ ■質量 :3.6k8
■風量 i128m。′分

希望小売価格〈税込)オープン価格

髪叡
EBV262S
■エンジン:25 4cm・ ■質量14 3kg
■風量.109m'/分

希望小売価格(税込)オープン価格

凝移
EB781
■エンジン :63 3cm。 ■質量 :]0.2kg
■風量 1215m。′分

希望小売価格(税込)¥113,300

饉緩
・

EB3083
■エンツン :フ9 9cm。 ■質量 :10 6kg
■風量 1000m./分

希望小売価格(■込)¥137,500

■■

「

F………

BHIVi80‐DC2S
■エンツン15 9kW(8 0PS)
■刈幅:650mm■刈高 .フ リーO～ 80mm
希望小売価格(税込)¥786′ 500

匝藝∃

SFM520
■最大処理径1250mm■ 最大処理長:520mm
■モーター:100V/1 5kW

希望小売価格(税込)¥99′ 000

薪割機
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CAR251¨ MUl
ロエンノン:2 2kW(3 0PS)
■耕幅:540mm
希望小売価格(■込)¥118,690

CFR300‐ M3
■エンジン:2 akW(3 0PS)
■耕幅:500mm■ □―タリー.―軸正逆転1段

希望小売価格(税込)¥200,200

匝 亜コ

水タンクー体型

医董匝垂≡亘ロ

WⅣ卜560D
■単相]00V
■最大吐出量i04/05L/mln(50/60Hz)
■消費電力〕3]0/350W(50/60Hz)
■噴霧量104′ 05L′ min■ 質量:44フ kg

希望小売価格 (税込)¥325′ 600

11

C藝》 ∈憂》

・ヽ
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′

匝韮ヨ

EB590
ロエンジン :58 2cm.■ 質量 :94k8
■風量 |]4フm7分

希望小売価格(税込)¥83,600

吻″銘

|

管理機

仁 ´

CRR631‐ Ml
■エンジン:4 6kW(6.3PS)
■耕幅1550mm■□―タリー:正逆転]段

希望小売価格(税込)Y270,600



魔
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最長5年の製品保証 回 毯
対象製品 :やまびこ製エンジンを搭載した.新ダイワ製品 (一部の機種で対象外の製品がございます)

保証区分 :5年保証対象のお客様 =ホームユーザー (下記のプロフェッショナル区分に該当しないお客様)

2年保証対象のお客様=プロフェッシヨナル (農林業.造園.土木業などでご使用のお客様 )

保証対象 i取扱説明書に記載された内容に従つたご使用により生じた故障に対して保証いたします .

(ただし.メ」刃・ソーチェン・プラグ・ゴム類などの消耗部品や油脂類など|ま除きます)

■―ムユーザープロフェッショナル
安心をもっとカタチに…

詳しくは新ダイワブランドサイト[http:″www.yamabikO― cOrp.CO.jp/ShindalWa/1ま たは.お買い求めいただいた販売店ならびに.やまぴこジヤバン(林 )=支社にお問い合わせください。

◎掲動している写真は撮影および印刷の諸条件により.実際の色とは多少異なる場合があります。

O記載の希望小売価格・仕様は2022年 1月 1日現在のものです.表示価格 (税込)には消費税10%が含まれております。

O記載の表示価格には配送費・付帯工事責・組立工賃・使用済み商品の引き取|り 費等は含まれておりません。別途.申し受けいたします。

△  ― 知 ―自白―+フ ,｀●‐=  ″ご使用前に取扱説明言及び本格に表示されている注意銘板を良くお読みの上.正しくお使いください。

ιlゝ ,こヨ cl力 9● し ,土′思   .,安全と快適作業のために やまびこ純正部品・純正アクセ,リ ーをご使用ください。

」
延 フ

(株)やまびこは一般社同法人」BRCに

"0蓋

ヒ リサイクルを実施しています。使月済みの小形充電式電池のリサイクルに御協力下さい

“

0中 ″www,bic cor● ロ
このラベルがら付され1.製品は1■ ,日本

陸用勾燃機関協会が定めた,Lガスヨ

主規制に適台しています.

M4」幌孵

“

J謳0
株式会社やまぴこ URL htlp://www.yamab ko-corp..oJp/ 〒861-0106熊本市北区植木町豊口562-1

有 限 懇 マ ノン ユ ー
・
「 EL(096)273-3838

新ダイワプランド
サイトはこちら▼

欄
国内販売会社

や ま び こ ジ ヤバ ン 株 式 会 社

〒198-O025東京都青梅市末広D]1-フー2
本     社  O042032-10C)5(千 )ヽ

営業 本 部  80428-32-6181(代 )

URt https1/′ yalTlabiko‐ japtt co.jp/

北海道支社

東 北 支 社

東日本支社

中 部 支 社

西日本支社

九 州 支 社

変:011‐ 891‐ 2249(代 )

で,022‐ 288‐ 0511(イ t)

で,C,428‐ 32‐ 1091(代 )

2,052-502-4111(代 )

て,086-296-5911(代 )

[,092-573-5361(代 ) |ヽ o S00001-5K202201
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