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■回■ RA 18DA形

希望J涜価格 ¥13,900(税 別)

蓄電池 充電器別売

FM 68090/1S0900i12016

4増』W肥肌WI鸞
仕様

※1ノズル取付け時 ヽ2使用環境、蓄電池の状態などにより異なりますので目安としてください。 X3ノズルなし
米4 RA 18DAは 144V(BSL 14xxシ リーズ)を使用すると、所定の機能を発揮しません。 >(5お 買い上げ日から2年 間
または充電回数1.500回 以内(8SL 3660は

'.000回
以内)の 電池を保証します(た だし、いずれか先に到連するまでの期間)

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いたしまi詳しくは、保証書をこ確認
ください。 X6充 電時間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。

●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■ ,肖費税は含まれておりません。

リチウムイオン電池暖量表示付)

BSL1240M
コードNo 0037‐ 4364
¥11.800

容量 4 0Ah

カラープレート(ね じ2本付)【表用、裏用計2枚入1(RA 18DAのみ)¥9oo

チタニウムシルバースカイ功♭― シグナルレット ′(イオレット  ライト」―ルド
コードNo     コードNo   コードNo    コードNo   コードNo
0037-6446   0037-6447  0037-6449  0037-6448  0037‐ 6445

手軽で小回りがきくから仕事にもレジャーにも!

蓄電池を着けても軽いので持ち運びに便利で魂

RA 18DA      RA 12DA

マルチボルト書電池 OSL 36A18、  リチウムイオン電池BSL 1240M、
エアダスタノズル フック装着時   エアタスタノスリレ フック装着時

▲
■
■
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コンパクトに収納
使わない時は
エアダスタノズルを
本体に収納できま魂

標準付属のアタッチメント

吹き飛ばし
高風速でピンポイントに狙えま魂

RA 18DA     ttA 12DA 空気入れ 曜冒l ・贅
空気抜き ノズル(A)ノズル(B)

空気抜き    嗜
吸引アタツチメント

ノズル (A)、 (B)は 空気栓の大きさに

合わせて使用。

コードレスエアグスタ

回理□ RA 12DA形

1充電当たりの作業暗輩:冒
=,

議淋籠1約 19分

(轟器義約16分

トリガスイッチで
無段階に日速調整
スイッチを素早 く2度
弓くと、高速と低速の

連続運転が可能。

LEDライト付

カラープレート
(別刻が付けられる
(RA 18DAのみ)

別 売

マルチボル ト蓄電池帳量表示付〕       急速発電器
BSL 36A18
コードNo 0037‐1749
¥24,500

電圧‐容量
36V‐ 2 5Ah
18V‐5 0Ah

「電動工具総合カタログ」●

スマートフォンやタブレット
端末のバーコー ドリーダーで

読み取つて下さい.

使用電圧

全員荷回転数
[気温20℃時]

min」 {回 /分
|

89000 70,000

+.-r- 直流ブラシレスモーター 直流ブラシレスモーター

最大風量 X3 m3/min 070
風速 (最大)Xl m/s 122
日豪 (平均 )｀

1 m/s

最高圧力 kPa/PSI 18/261 12/174
使用pl能

蓄電池 X4
マルチホルトタイブ蓄電池または

リチウムイオン電池18V(BSL 18×xシリーズ)

リチウムイオン電池108V
(BSL 12xxシ リーズ)

機体寸法
(全長X高さ×幅)

224× 250X94
(BSL 36A18、 エアダスタノズル、フック装著時)

218× 226× 88
(BSL 1240M、 エァダスタノスル フック装着時)

質量
115

(BSL 36A18エアダスタノズル フック表若哺

075
(BSヒ 1240M、 エアダスタノスル、フンク装着時)

標準付属品
エアダスタノズル、ノズリレ(A)/(B)、

吸弓アタツチメント

エアダスタノズル、ノズル (A)/(B)、

吸引アタッチメント
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蓄電池 の回収 にご協力をお願いいたします。

工機ホールディンク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でいます。恐れ入りますか、こ使用済
みの蓄電池を最寄りのHiKOK(ハイコーキ)販売店/、 お持ちくださるようお願いいたしま魂

∠全ゝ安全上のご注意 :最顔舅譜曇ズTT梨理記曇祭あ竃17≦ξ贅碁などの項目に従って正しく安全に使用してください。

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
〒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 )

TEL(03)5783‐ 0626 FAX(03)5783-0706
北海道支店 (011)786‐5122 東 北支 店 (022)288‐8676
東京 支店 (03)5753-7703  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 (06)7167-3644 中 国支店 (082)504‐8282
四 国支 店 (o87)863-6761 九 州支 店 (092)621-5772

墨61lb‐ 20-8822僣器‖]Wちよ
)洲尊Jё:3b53(]]華 」野からっ

修理の受付 htp● //w― hkok卜 powenodsip/cOntact/repairノ

親切と真心サービスの一一 HiKOKI(ハイコーキ)販売店

本カタログの内容 は2022年 8月 現在のものてす . SD‐ H1635P百 nted h」apan FF K(M)
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コードレスエアグスタ
■匡コ■RA 18DA形
ⅢE口 RA 12DA形

木屑の吹き飛ばしに

躙

電動工具のお手入れに

(蓄電池別売 )

分に充填されない場合

¨

「

手軽で小回りがきくから仕事にもレジャーにも!

サッシの汚れに

空気抜きに


