
コードレスチップソーカッタ
CD 3605DB形

コードレスチップソー切断機
CD 3605DFA形

切出Ⅱ切りたし、材料に刃が届く!
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一台二役



コードレスチップソーカッタ

回 CD 3605DB形

コードレスチップソー切断機

回 CD 3605DFA形

希望 Jヽ売価格 ¥71,800(税 別)

マルチボルト蓄電池 〔残量表示付)

(BSL 36A18)
急速充電器 (UC 18YDL2)
システムケース4付

4U」 :]サ』」蝉概|

希望 Jヽ売価格¥41,700(税 別)

蓄電池 充電器 ケース別売

4U」 :]サ』」蝉W判

希望小売価格¥7■ 000(税別)

マルチボルト蓄電池〔残量表示付〕
(BSL 36A18)
急速充電器(UC 18YDL2)イ寸

4U肥 ]サ』」蝉‖l判

希望小売価格 ¥50,700(税 別)

蓄電池 充電器別売

4U肥 ]サ』」聾‖馴
お買い上け日から2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は 1000回以内)の 電池を保証します.(た だし、いずれか先に到這するまでの手青)

いたします。詳しくは、保証書をご確認ください.× 2従来の蓄電池(BSL 3620/3625/3626/3660およびBSL18× X、 BSL14×Xシリース).=こ
=F

取扱説明書に従つた正常など使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証

になれません.× 3充電時間は周□温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります.

仕様

のこ刃
外 径 145～ 150

穴 径

最大切込み深さ 575

最大切断能力

【バイス角0・ (直角)】

丸バイブ外径56、

角バイブ(幅×高さ)50× 50、

アングル鋼 (幅 ×高さ)50× 50

【バイス角左45・ 1

丸バイブ外径40、

角ハイプ(幅 ×高ぎ)40× 50、

アングル鋼(幅×高さ)40× 40

角度切 り範囲 0～ 左 45・

最大切断可能板厚 12

+-t- 直流フラシレスモーター

無負荷回転数 min tE/6) ノヽワーモード時:4,200/サ イレントモード時:2,600

機体寸法 (全長×高さ×幅)

276× 247× 177
(BSL 36A18装着時)

394× 348× 205
(BSL 36A18装着日寺)

質量 29(BSL 36A18装着口寺) 66(BSL 36A18芝こ着日寺)

使用可能蓄電池※2 マルチボルト蓄電池 〔残量表示付〕

蓄電池
7// 名 BSL 36A18

電圧‐容量 V―Ah 36‐25/18‐ 50

充電器
形  名 UC 18YDL2(冷 却機育旨付 )

充電時間メ3 分 約 19(実 用充電)/約 25(満充電 )

標準付属品

チップソー (鉄工用 )、

六角棒スバナ (5mm)、
電池カバー((XP)仕様のみ)

チップソー(鉄工用)、

六角棒スバナ(5mm)、
電池カバー((XP)仕様のみ)

ノ`イススタンド

■ 月り売部品

バイススタンド
コードNo 377314
¥11200

(CD 3605DFAに 標準付属)

>
鉄エ ステンレス用  金属サイデイング用 軽天用

7,200

6,400

5,800

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として 一性社□法人」B¬ Cに参直し、ニードレスニ具に

使われている使用済みの蓄電池の」サイクルに取り組んで。ます.恐 ,■ 入りますか、こ′吏用済
みの蓄電池を最寄りのH KOK(′ /ヽコ ーキ)販売店へお■二くたさうようお庄しtiた しま二

フック
コードNo 339187
¥3,000

(ス タンド使用時は使用できません)

鉄工用

鉄工・ステンレス用

金属サイデイング用

軽天用

樹脂用

5000
8000 ガイド(A)

(チ ョウボルト、スプリング付 )

コードNo 962175
¥560            v

(スタンド使用時は使用できません)

● ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。

●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従つて正 しく安全に使用 してください。 「電動工具総合カタログ」ト

スマートフォンやタブレツト
端末のバーコー ドリーターで

読み取つて下さい。
工機ホールデインクス(株 )勝日工場

佐和工場は、品質マネシメントシステムの

国際規格「 S09002」 を1995年 に

取得し、更に]S090012000」 を

2002年 に、「 S09001:2008」 を
2010年 に「 S09001 2015」 を
2017年に取得しました。

環境配慮型製品の開発 で

低 炭素社会へ。

鉄工用(標準付属)

0037-7216

0037-7217

0037-7218

0037‐ 7219

匡
Ni‐Cd

|∠ヽ
安全 上 の ご注 意

□
扮

FM 68090/S090012015                                                       工機ホールティンクス|よ 、Funゎ sharoに贅同しています

●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。 ●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホ…ルデイングス株式会社
(発行元)工機ホールディングスジツ ンヾ株式会社
〒1086018東京都港区港南二丁目15番 1号 (品川インターシティA棟 18階 )

丁EL(03)5783-0626 FAX(03)5783‐ 0706
北海道支店 (011)786‐ 5122 東北支店 (022)2888676
東京 支店 (03)57537700 関東支店 (03)6374‐ 5687
中部支店 (052)533‐ 0231 北 陸支店 (076)263-4311
関西支店 (0798)37‐ 2665 中国支店 (082)504-8282
四国支 店 (o87)863‐ 6761 九州支店 (092)621‐ 5772
お客様相談センター (土・日・祝 日・弊社休業日を除く900～ 1700)

修理の受付 httpsプ /www‖ kok卜 powenOdsjp/contact/repar/
お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターが
お近くにない場合は 当社WEDサイトから修理受付を行つていますのでアクセスしてくださ0ヽ

親切と真心サービスの一一HiKOKI(ノ イヽコーキ)販売店

本カタログの内容は2021年 5月 現在のものです。 SD‐H1594 Pttnted in」 apan FH― R(M)
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