
コードレス ば ら釘 打機
― 狭い場所で も手軽 に釘打ち ―

本体を釘に押し付けるだけで、簡単に打ち込めます   |

鉄釘を保持できま魂
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作業の合間にベル トなどに

吊り下げて持ち運べます。
Xフックを使用するときは、蓄電池を

工具本体から抜いてください。

スイッチと運動して

LEDライトが点灯しま視

コードレスばら釘打機

■回■NH 18DSL形
―

希望小売 面格¥19,300(税 別)

蓄電池 充電器別売
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リチウムイオン電池   1 急速充電器

BSL 1830C      I UC 18YDL
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コードNo 0033‐9781
¥17,400          1 ¥17,000
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安全上の ご注意

Fヽ』66090/1S0900112015

マルチボルト蓄電池

―BSL 36A18   MU=lrLT

電圧 18V
容量 5 0Ah

コーードNo 0037-1749
¥24,500
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*お買い上げヨから2三間また ,「 充電亘数 1500国以内の電 rlを 保言[し ます。

(た た し いすれか先に到lilろ までの期間)取薇説明善に従つた正常■■■馬11態て故障したう含

「俣証書記ヨ内容に基づき保証いたします.詳 しく|よ 、保証書をこ確訂くださ||.

釘頭の大きさに注意 してください.

市販の丸釘は、頭の大きいものや 小さいものか混入 していることがあります。

蓄電池 の回収 にご協 力をお願 いいた します。
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人dBPCに 参画し、コ ードレスエ具に

使●れてし
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使用済み0蓄 電池ず,り すイクルに取り組■てし|ま す.■れ入りますが、こ■用済

み●蓄電地を最寄りの日J電動工具販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

● 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」,

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。:■1″FI
工機ホールディングス (林 〕勝田工場

佐和工場は、品質マネジメントシステ

ムの日際規新 S0000214c1995年
に取得し、更に

'S0900●

2000Jを
2002年に「S0000120081を
2010年 ,こ 、「 S090012015J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。

Jヒ海X首 (011)896-1740
東  ヨヒ(022)288-8676
関 東(03)6738‐ 0872

陸(076)263‐ 4311
音『 (052)533-0231
西(0798)37‐ 2665

中 国(082)504-8282
四 国(087)863-6761
九  州可(092)621-5772

工機ホ…ルデイングス株式会社
日本事業統括本部
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 )

東京(03)5783-0626(代表)〒 108-6020

支  店

お客様相談センター (土 日 祝日を除く900～ 1700)
鰺フリーダイヤル       ●ナビダイヤル

M,0120‐ 20‐8822 ψ 0570‐ 20‐ 0511([雷郵不 児1錦薦&雅引

')修理の受付
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WEBサイトから1多理受付を行つていますのでアクセスしてください.
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打撃数 min■ (回 /分 ) 4,000

使
用
可
能
釘

釘長 さ
最小

最大 90Xl

釘頭径
最 小 φ40
最大 φ88※ 1

釘胴径
最小 φ17
最大 φ411

相手木材 構造材 (SPF材 、杉)、 合板

一充電当たりの作業量κ 本 約500(蓄電池 BSL1830C使用時 3)

モーター 直流 モーター

機体寸法 (全 長×全高) 285× 135(蓄電池 BSL1830C装着時※3)

質量 09(蓄電池除く)

標準付属品 保護メガネ

相手木/11 SPF材、杉

(ツ ガ、 1/DF、 集成材などの硬い材料の場合、十分に打ち込めないことがありま■ )

SPF材にN65釘 を打ち込んた場合 (作業量は周囲温度、蓄電池特性や、材料の種類 硬さ 密度

釘長さ 太さにより異なりますので、一応の目安としてください。)

蓄電池は別売部品です .

憑 ばら釘lT機用鋼 (別 売部品 )

種 類 形名 L寸法(mm)I El寸 法 (rn m) 色 価格

スムース H3490 90Xl  1   79※ 1 黄色 2,400
級
⑩
爾
州
脚

ご注意

●掲載 した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタ回グに掲載の価格は、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。

親切と真心サービスの一一電動工具販売店

11,1:i111「
当社は、国内の電動工具メーカー

で最祝に環境マネジメントシス

テムの国肇規格「3014001」 を

1996年 に取得しま t′ た。その後

「 S014001'004Jを 2003年
:こ 、「 301400■ 2015Jを 2017年
に取得しました.

工機ホ→レディングスは、Fun to Shareに 賛同していま魂

国使用釘 (市販釘 )

恭

本カタロクの内容は2018年 7月 現在のものです. SD‐H1502 P‖ nted n」 apan TY― Y(M)
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CORDLESS AUTO HAMMER‐ NH 18DSL

フック付 白色 LEDライト付

種 類 名称 (記号1■ S A 5508) [寸漁い0う D寸法(mmう

スムース
鉄丸釘 (N)/太め鉄丸釘 (CN/
細め鉄丸釘 (BN)/溶 融亜鉛メッキ鉄
丸釘 (Zい (金 物接含用釘)

25-‐ 90Xl 4‐ 88米 1

マルチボルト蓄電池も使用可能!

形名


