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準備に手間いらず即切断
コードレスパイプソー 36V CR 36DYA形

■国国■ 希望小売価格¥86,000o別 )

蓄電池 充電器 ケース別売
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屁鋤出■ 希望小売価格¥151:500(税別)

マルチボルト蓄電池6糧表示付)(BSL 36B18)

急速充電器(UC 18YDL2)ケ ース付

●標準付腐チエーンで200Aをクランプ可能 !
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パィプソーCR 22Y形
希望小売価格¥86:000(税 別)ケース付

0標準付属チェーンで200Aをクラン  能 !

能   力 鋼管 外径 216、 ステンレスパイプ 外径 216、 鋳鉄管 :モル タルライニング有 外径 165、 モル タルライニング無 外径 216

モーター 直流ブラシレスモーター 単相直巻整流子モーター

無負荷ス トローク数
min l

(回 /分)

ス

ト

レン

一
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オ

0～ 1.000  低速 :0～ 1.200
0～ 1.000   高速 :0～ 2.000

800～ 2.000

ストローク量

機体寸法 (全長X高さX幅 ) 616× 165× 115(BSL 36B18装 着時) 491X106X101
質量 48(BSL 36B18装 着時、チエーンバイス除く) 41(コード、チエーンノヽイス除く)

使用可能蓄電池黎5 マルチボルト蓄電池 〔残量表示付〕

蓄電池
形 名 BSL 36B18 電 源 V 単相 100

電圧 ‐容量 V‐Ah 36-40/18-80 電 流

充電器
形 名 UC 18YDL2(冷 却機能付 ) 消費電力 W 1.150

充電時間豪6 分 約40 コード 2′さ 25
標準 付 属品 湾曲ブレード(No 163/300mm)チ エンバイス 六角樺スバナ 電池カバー 湾曲ブレード(No 163/300mm)チ エンフヽイス 六角棒スパナ
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X12022年 7月 現在 国内電効工具メーカーにおいて(当社謂へ)(J―ドレスバイブツー)X2当 社AC品 電子セーバツー CR 17V(S,と の比較.椒泄は参考値て  ヽ電/11の ,大態や条1キにより異なりま寸. ※3数値は参考値て,電池のl■態や条lTに

より異なります。 X4お買い上げ日から2年 F・5ま たは充電回数1500回 以内(3Sヒ 3660は 1000回 Ll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).取扱説明言に従つた正常なこ使用状態で故障した
=合

に 保証言記載内容に
基づき保証いたします 詳しくは 保証書をご確認くたさt  5ヽ従来の言電池(8SL 3620′ 3626/3660お よひBSL18×× BSL14XXシ リーズ)は こ使用になれません ※6充電時間|ま 町圏温贋や蓄電池の状態により長くなるときがあります.

□□
N卜MH 日Jon

Ao"rorEE

蓄電池の回収 にご協力をお日いいたします。

工機ホールティングスは環境保護の一環として、一般社団法人」BRCに参画し、コードレスエ具に

使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んています。恐れ入りますが、こ使用済

みの蓄電池を最寄りのH KOK(ハ ィコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたしま蔦

● 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 .

FM 68090イ IS0 900112015

「電動工具彗合カタログJ・

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

読み取つて下さい。

●掲載した製品やアクセサリ等 1ま 、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 |よ 、メーカー希望小売価格で視 消費税は含まれておりません。

使用フレード:No163高 速モード タイヤモンド]由t―バフーフレード(250mm)商置モート 使用ブレート:N0163、 ステンレスモード

約8ヵット   約2ヵット   約7ヵット
疇 泰付腐)'レートホllグ

強度約1.5倍 !｀
2

別発部品

工機ホールデンングス株式会社
(発行元)工機ホールディングスジヤバ ン株式会社
〒108-6018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 )

TEL(03)5783-0626 FA× (03)5783‐0706
北海道支店 (011)786-5122 東 北 支店 (022)2888676
東京 支 店 (03)5753-7703 関東支 店 (03)63745687
中部 支 店 (052)533‐0231 北 陸支 店 (076)263‐4311
関西支 店 (o6)7167-3644 中国支 店 (082)504‐8282
四 国支 店 (o87)863-6761 九 州支 店 (092)621‐5772
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修理の受付 htps//― w hkok卜 powen∞ lsJp/cOntact/repair/
お買い求めの販

"店
きた13ホームセンターにお申し付けください.なお la理 を依頭する販売匿やホームセンターが

親切と真心サービスの一― HiKOK!(八イコーキ)販売店

本カタログの内容 は2022年 7月 現在のものです。 SD‐ H1626 Pttnled h」 apan FF Y(M)

形名  :  
｀                    CR 36DYA R22Y


