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風路構造の最適化により、クラストップ 1`の

大風量を実現しました。吹き飛ばし作業を
パワフル&スピーディーにこなせます! _

スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・3月 の
3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速
スイッチで思い通りの風量調整ができます !
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蓄電池 の回収 にご協力をお願いいたします。
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当社従来製品よりも振動値を
約25%も軽減。作業者への負担を

減らし、快適に作業できます|

「電動工具総合カタログ」レ
スマー トフオンやタブレット

端末のパーコー ドリーダーで

讀み取つて下さい。

環境配慮型製品の開発で、

低炭素社会へ。
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×2ノスルなし.BSL 36A18使 用時.如直は参考値です。条件により臭なります。
ヽ3当 社従来製品R018DSに との比較.

×4ノスル取付け時.数値は参考値です 条件により異なります .

来5従 来の蓄電池(BSL 3620/3625ノ 3626/3660)で はこ使用になれません。
メ6お 買い上げ日から2年 FB5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 (たたし、いずれか先に

到達するまでの期間)取扱説明臀に従つた正常など使用状態で故障した場合に、保証警記載内容に基づき保証いたしま魂
詳しくは、保証書をこ確認くださしヽ

ヽ7充電時「・5は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります

F,,C809011S090011261し 工機ホ司 レディンクスは、Funto Shareに 賛同しています

●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。
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使用可能蓄電池 5`
スライド式リチウムイオン電池

144V(BSL14XXシ リーズ)、 18V(BSL18XXシ リーズ)、
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安 全 上 の ご注 意 :菖療異馴曇         彗ミ善などの項目に従つて正しく安全に使用してください.
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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■合は 当社W匡 Bサイトから修準晏付を行つています0てアクセスしてください.

親切と真心サービスの一一 HiKOKI(八イコーキ)販売店

水カタログの内容 は2021年 7月 現在のものです。


