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680670DHC180L5 京セラ充電式クリーナー

各 種 京 セ ラ 電 動 工 具

仕様
集じん容量：ダストバッグ 0.5L
　　　　　　紙パック 0.33L
連続使用時間：弱 45 分、中 35 分、強 20 分
吸込仕事率：90W
電池パック：B-1850LA（リチウムイオン）
　　　　　　18V、容量 5000mAh
充電器：UBC-1802L（入力電源 100V）
質量：1.5kg
サイズ：長さ 970×幅 121×高さ 188mm

付属品
・電池パック・充電器・延長管（ノズルホルダ付）
・ワイドノズル・スキマノズル
・紙パック（10 枚入り）・ダストバッグ（本体取付）
・サイクロン式ユニット（ロック付）・逆止板

680649

白
（本体のみ）

※充電器・電池パックは
　付属していません。

白

680663

680656

黒
（本体のみ）

黒

4650800
京セラクリーナースタンド

AVC51
京セラ集じん機

18Vリチウム
イオン 5,000mAh

吸込仕事率 90W

・ブラスレスモーター搭載で
   業界トップクラスの吸引力
   と静音性を両立
・分離性能が良いサイクロン
   式ユニット
・工具無しで簡単に分解、水
   洗いできる

・軽量コンパクトで肩掛け使用も可能
・ホースの差換えでブロワー使用も可能

※充電器・電池パックは
　付属していません。

乾湿両用 プラスチックタンク

乾燥５L液体５L

仕様
風量：1.2m3/min
真空度：16kPa
吸込仕事率：80W
集じん容量：乾燥 5L 液体 5L
電源：単相 100V
電流：11A
消費電力：1050W
電源コード：5m
質量：4kg
サイズ：長さ 350×幅 285×高さ 370mm

付属品
・ホース（Φ28×1.8m）
・カートリッジフィルタ（本体取付）
・フィルタロック（本体取付）
・湿式用スポンジフィルタ
・延長管・床ブラシ・スキマノズル
・肩掛けバンド
・ジョイントハンドル
・パイプアダプタ・コードフック

AVC51W
京セラ集じん機

カーフレンド vol.38カーフレンド vol.38

付属品
・ホース（Φ28×1.8m）
・カートリッジフィルタ（本体取付）
・フィルタロック（本体取付）
・湿式用スポンジフィルタ
・延長管・床ブラシ・スキマノズル
・肩掛けバンド
・ジョイントハンドル
・パイプアダプタ・コードフック
・アダプタ（6種類）

仕様
連動コンセント出力：（強）100 ～ 150W（弱）100 ～ 700W
重量：4.2kg
サイズ：長さ 350×幅 285×高さ 390mm
電源コード：5m
風量：（強）1.2ｍ3/min（弱）0.8m3/min
真空度：（強）16kPa （弱）9kPa
吸込仕事率：（強）80W（弱）40W
集じん容量：乾燥 5L、液体 5L
電源：単相 100V
電流：（強）11A、（弱）7.5A
消費電力：（強）1050W（弱）490W

・軽量コンパクトで肩掛け使用も可能
・ホースの差換えでブロワー使用も可能
・電動工具用連動コンセント付

乾湿両用 プラスチックタンク

乾燥５L液体５L

連動コンセント 3Pプラグ対応

AVC1150
京セラ集じん機

付属品
・ホース（Φ38×1.8m）
・乾式用カートリッジフィルタ（本体取付）
・フィルタロック（本体取付）
・湿式用スポンジフィルタ
・ホース接続ハンドル
・延長管・床ブラシ・スキマノズル
・キャスタ

乾湿両用 プラスチックタンク

乾燥 15L液体 12L

仕様：
風量：3.0m3/min
真空度：25kPa
吸込仕事率：280W
集じん容量：乾燥 15L、液体 12L
電源：単相 100V
電流：12A
消費電力：1150W
電源コード：5m
質量：6.5kg
サイズ：長さ 345×幅 350×高さ 435mm

・カートリッジフィルタ仕様
・排水に便利なドレン付

AVC1250
京セラ集じん機

付属品
・ホース（Φ38×1.8m）
・乾式用カートリッジフィルタ（本体取付）
・フィルタロック（本体取付）
・湿式用スポンジフィルタ
・ホース接続ハンドル
・延長管・床ブラシ・スキマノズル
・キャスタ

乾湿両用 プラスチックタンク

乾燥 21L液体 18L

仕様：
風量：3.0m3/min
真空度：25kPa
吸込仕事率：280W
集じん容量：乾燥 21L、液体 18L
電源：単相 100V
電流：12A
消費電力：1150W
電源コード：5m
質量：7.0kg
サイズ：長さ 345×幅 350×高さ 505mm

・カートリッジフィルタ仕様
・排水に便利なドレン付

AVC125W
京セラ集じん機

AVC125RS
京セラ集じん機

付属品
・ホース（Φ38×2.5m）
・乾式用カートリッジフィルタ（本体取付）
・フィルタロック（本体取付）
・湿式用スポンジフィルタ
・布フィルタ
・ホース接続ハンドル
・延長管・床ブラシ・スキマノズル
・ポリ袋（10 枚入）・アダプタ（6種類）

乾湿両用 プラスチックタンク

乾燥 12L液体 9L

連動コンセント 3Pプラグ対応

仕様
連動コンセント出力：（強）100 ～ 150W（弱）100 ～ 700W
質量：6.7kg
サイズ：長さ 358×幅 332×高さ 430mm
電源コード：5m
風量：（強）3.0m3/min（弱）1.6m3/min
真空度：（強）25.3kPa（弱）11kPa
吸込仕事率：（強）280W（弱）60W
集じん容量：乾燥 12L、液体 9L
電源：単相 100V
電流：（強）12A（弱）7.9A
消費電力：（強）1150W（弱）740W

仕様
連動コンセント出力：（強）100 ～ 150W（弱）100 ～ 700W
質量：6.7kg
サイズ：長さ 358×幅 332×高さ 430mm
電源コード：5m
風量：（強）3.0m3/min（弱）1.6m3/min
真空度：（強）25.3kPa（弱）11kPa
吸込仕事率：（強）280W（弱）60W
集じん容量：乾燥 12L、液体 9L
電源：単相 100V
電流：（強）12A（弱）7.9A
消費電力：（強）1150W（弱）740W

・排水に便利なドレンキャップ付
乾湿両用 プラスチックタンク

手元スイッチ

乾燥 12L液体 9L

付属品
・ホース（Φ38×1.8m）
・乾式用カートリッジフィルタ（本体取付）
・フィルタロック（本体取付）
・湿式用スポンジフィルタ
・ホース接続ハンドル
・延長管・床ブラシ・スキマノズル
・ポリ袋（10 枚入）・単 4形乾電池×2

仕様：
風量：3.0m3/min
真空度：25.3kPa
吸込仕事率：280W
集じん容量：乾燥 12L、液体 9L
電源：単相 100V
電流：12A
消費電力：1150W
電源コード：5m
質量：6.6kg
サイズ：長さ 358×幅 332×高さ 430mm

・排水に便利なドレンキャップ付
・ハンドルスイッチ（リモコン式）
方式：電波式　電源：単 4乾電池（2本）

3070277
カートリッジフィルター

サイズ：20.5×20.4×18.9cm
重量：370g

・一般ごみ、乾式用

3070317

カートリッジフィルターウォッシャブル

サイズ：20.1×19.9×18.9cm
重量：400g

・水洗いができるフィルター

乾湿両用で湿式では
スポンジフィルター不要
一般ゴミ、乾湿両用

30700217

カートリッジフィルターHEPA
・排気をよりきれいにできる

HEPA＆乾湿両用
乾式ではプレフィルター
粉じん用フィルター
紙パック等と併用して
ください。

30700057

紙パック（5枚入り）

サイズ：幅 400×高さ 250×マチ 90mm
最大集じん容量：5L（集じん機により容量が違います）

紙パックごとゴミを
捨てることが出来ます。
吸水には使用できません
一般ゴミ、粉じん用

DID11XR
京セラ充電式インパクトドライバー

DID10XR
京セラ充電式インパクトドライバー

仕様
ネジ締め能力：小ネジM4～M8
　　　　　　　普通ボルトM5～M14
　　　　　　　高力ボルトM5～M12
最大締付：165N・m
回転数：（強）0～ 2900min-1（中）0～ 2000min-1
　　　　（弱）0～ 900min-1( テクスモード）0～ 2900min-1
　　　　（ロックオンモード）0～ 2500min-1
打撃数：（強）0～ 4400min-1（中）0～ 3300min-1
　　　　（弱）0～ 1500min-1（テクスモード）0～ 1800min-1
電池パック：18V　1500mAh/6000mAh、リチウムイオン
回転数：（強）0～ 2900min-1（中）0～ 2000min-1（弱）0～ 900min-1
充電時間：24 分（1500mAh 時）47 分 (6000mAh 時）
質量：1.1kg（1500mAh 時）1.4kg(6000mAh 時）
サイズ：長さ 99.4×幅 79×高さ 217mｍ（1500mAh 時）
　　　　長さ 99.4×幅 79×高さ 237mm(6000mAh 時）

付属品
・キャリングケース
・電池パック各 1個（1500/6000mAh）
・充電器 BC-1800L
・ベルトフック（本体取付）

・クラス最短 99.4mmの
　ショートボディ
・５つのモード（強・中・弱
　テクス・ロックオン）切換
　えは片手でできるサイドボ
　タン
・電池パックは 1500mAh と
　6000mAh 各１個付

・クラス最強の締付トルク 1
　80N・m
・５つのモード（強・中・弱
　テクス・ロックオン）切換
　えは片手でできるサイドボ
　タン
・106mmのショートボディ

付属品
・キャリングケース
・電池パック B-1860LA（２個）
・充電器 BC-1800L
・ベルトフック（本体取付）

仕様
ネジ締め能力：小ネジM4～M8
　　　　　　　普通ボルトM5～M16
　　　　　　　高力ボルトM5～M14
最大締付：180N・m
回転数：（強）0～ 2900min-1（中）0～ 2100min-1
　　　　（弱）0～ 1000min-1( テクスモード）0～ 2900min-1
　　　　（ロックオンモード）0～ 2500min-1
打撃数：（強）0～ 4100min-1（中）0～ 2400min-1
　　　　（弱）0～ 1200min-1（テクスモード）0～ 1600min-1
電池パック：18V、6000mAh、リチウムイオン
充電時間：47 分
質量：1.5kg（電池パック含）
サイズ：長さ 106×幅 79×高さ 240mｍ

18V
リチウム
イオン 6,000mAh 最大締付トルク 180N・m

18V
リチウム
イオン 1,500/6,000mAh 最大締付トルク 165N・m
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各 種 京 セ ラ 電 動 工 具

18Vリチウム
イオン 5,000mAh
最大締付トルク 170N・m

カーフレンド vol.38カーフレンド vol.38

DID182L5
京セラ充電式インパクトドライバー

仕様
ネジ締め能力：小ネジM4～M8
　　　　　　　普通ボルトM5～M16
　　　　　　　高力ボルトM5～M14
最大締付：180N・m
回転数：（強）0～ 2900min-1（中）0～ 2100min-1
　　　　（弱）0～ 1000min-1( テクスモード）0～ 2900min-1
　　　　（ロックオンモード）0～ 2500min-1
打撃数：（強）0～ 4100min-1（中）0～ 2400min-1
　　　　（弱）0～ 1200min-1（テクスモード）0～ 1600min-1
電池パック：18V　5000mAh、リチウムイオン
充電時間：84 分
質量：1.5kg（電池パック含）
サイズ：長さ 117×幅 79×高さ 238mｍ

付属品
・キャリングケース
・電池パック B-1850L（２個）
・充電器UBC-1802L
・ベルトフック（本体取付）

・５つのモード（強・中・弱
　テクス・ロックオン）で作
　業が快適

DID1806L5
京セラ充電式インパクトドライバー

仕様
ネジ締め能力：小ネジM4～M8
　　　　　　　普通ボルトM5～M14
　　　　　　　高力ボルトM5～M12
最大締付：170N・m
回転数：0～ 2500min-1
打撃数：0～ 3000min-1
電池パック：18V　5000mAh、リチウムイオン
標準充電時間：84 分
質量：1.7kg
サイズ：長さ 157×幅 58×高さ 236mｍ

付属品
・キャリングケース
・電池パック B-1850L（２個）
・充電器UBC-1802L
・ベルトフック

・小型・高効率４極モーター搭載

18Vリチウム
イオン 5,000mAh
最大締付トルク 180N・m

DID1417L5
京セラ充電式インパクトドライバー

仕様
ネジ締め能力：小ネジM4～M8
　　　　　　　普通ボルトM5～M14
　　　　　　　高力ボルトM5～M12
最大締付：140N・m
回転数：0～ 2500min-1
打撃数：0～ 3000min-1
電池パック：14V　5000mAh、リチウムイオン
標準充電時間：50 分
質量：1.6kg
サイズ：長さ 168×幅 61×高さ 241mｍ

付属品
・キャリングケース
・電池パック B-1450L（２個）
・充電器 BC-1400L

・軽量コンパクトで
   ハイパワー

14.4Vリチウム
イオン 5,000mAh
最大締付トルク 140N・m 18V

リチウム
イオン 5,000mAh 最大締付トルク 190N・m

DIW182L5
京セラ充電式インパクトレンチ

付属品
・キャリングケース
・電池パック B-1850L（２個）
・充電器UBC-1802L
※写真のソケットは別販売品です

・ブラシレスモーター採用でコン
　パクト、狭いところの作業に最
　適
・締め付ける部材に応じて、3段
　階にトルクを調整

仕様
締付能力：普通ボルトM8～M16
　　　　　高力ボルトM8～M14
最大締付トルク：（強）190N・m（中）140N・m
　　　　　　　　（弱）100N・m
回転数：（強）0～ 2700min-1（中）0～ 1750min-1
　　　　（弱）0～ 1500min-1
打撃数：（強）0～ 3800min-1（中）0～ 3300min-1
　　　　（弱）0～ 2880min-1
電池パック：18V　5000mAh、リチウムイオン
充電時間：84 分
質量：1.5kg
サイズ：長さ 124×幅 79×高さ 238mｍ
ソケット差込口：12.7mm（ピンタイプ式）

DDM1410L1
京セラ充電式ドライバードリル

仕様
穴あけ能力：鉄工 13mm、木工 25mm
ネジ締め能力：木ネジ径 6.2×長さ 50mm
最大トルク：高速 9N・m　低速 34N・m
クラッチ数：20 段
チャック能力：1.5 ～ 13mm
回転数：（高速）0～ 1100min-1（低速）0～ 300min-1
電池パック：14.4V　1500mAh、リチウムイオン
充電時間：27 分
質量：1.4kg
サイズ：長さ 189×幅 60×高さ 227mｍ

付属品
・キャリングケース
・電池パック B-1450L（２個）
・充電器 BC-1400L

・軽量コンパクトボディ

14.4Vリチウム
イオン 1,500mAh
最大トルク 34N・m ドリルモード

DD181L5
京セラ充電式ドライバードリル

仕様
穴あけ能力：鉄工 13mm、木工 38mm
ネジ締め能力：木ネジ径 10×長さ 90mm
最大トルク：高速 22N・m　低速 80N・m
クラッチ数：21 段
チャック能力：1.5 ～ 13mm
回転数：（高速）0～ 2200min-1（低速）0～ 600min-1
電池パック：18V　5000mAh、リチウムイオン
充電時間：84 分
質量：1.9kg
サイズ：長さ 171×幅 79×高さ 260mｍ

付属品
・補助ハンドル
・ベルトフック
・電池パック B-1850LA（２個）
・充電器UBC-2802L
・キャリングケース

・高出力のブラシレス分割
   コアモーターにより、コ
   ンパクト＆スピーディ＆
   高トルクを実現

リチウム
イオン 5,000mAh
最大トルク 80N・m ドリルモード

18V

DPD181L5
京セラ充電式振動ドライバードリル

仕様
穴あけ能力：鉄工 13mm、木工 38mm
ネジ締め能力：木ネジ径 10×90mm
チャック能力：1.5 ～ 13mm
最大トルク：80N・m
回転数：（高速）0～ 2200min-1（低速）0～ 600min-1
打撃数：（高速）0～ 33000min-1（低速）0～ 9000min-1
電池パック：18V　5000mAh、リチウムイオン
充電時間：84 分
質量：2.0kg
サイズ：長さ 178×幅 79×高さ 260mｍ

付属品
・補助ハンドル
・ベルトフック
・キャリングケース
・電池パック B-1850LA（２個）
・充電器UBC-2802L
・キャリングケース

・高出力のブラシレス分割
   コアモーターにより、コ
   ンパクト＆スピーディ＆
   高トルクを実現
・振動モードでモルタル、
   ブロックの穴あけも

リチウム
イオン 5,000mAh
最大トルク 80N・m ドリルモード

18V

AID140
京セラインパクトドライバー

仕様
ネジ締め能力：小ネジM4～M10
　　　　　　　ボルトM6～M14
　　　　　　　高力ボルトM6～M12
最大締付：140N・m
回転数：0～ 2700min-1
打撃数：0～ 3300min-1
電源：単相 100V
電流：4.2A
消費電力：360W
質量：1.2kg
サイズ：長さ 195×幅 72×高さ 200mｍ

付属品
・キャリングケース
・+ドライバビット
  （No.2×65）

・見やすい 3灯式 LEDライト付
・ワンタッチビット装着
・真芯打撃で強力インパクト
・クラス最短・最軽量
・便利なベルトフック付

最大締付トルク 140N・m

AD650
京セラ電気ドリル

仕様
最大穴あけ能力：鉄工 6.5mm、木工 9mm
チャック能力：0.5 ～ 6.5mm
回転数：4000min-1
電源：単相 100V
電流：2.0A
消費電力：190W
質量：0.9kg
サイズ：長さ 186×幅 55×高さ 145mｍ

付属品
・チャックハンドル
・ベルトフック

・高精度のテーパー
   チャック採用
・ベルトフック付
・アルミダイカスト
   製ギヤケース採用

AD1002
京セラ電気ドリル

仕様
最大穴あけ能力：鉄工 10mm、木工 21mm
チャック能力：1.5 ～ 10mm
回転数：1300min-1
電源：単相 100V
電流：4.0A
消費電力：390W
質量：1.6kg
サイズ：長さ 320×幅 80×高さ 148mｍ

付属品
・チャックハンドル
・補助ハンドル・軽量 1.6kg

・連続作業に
   便利なスイッチ
   ロックボタン付

AD1300VR
京セラ電気ドリル

仕様
最大穴あけ能力：鉄工 13mm、木工 30mm
チャック能力：1.5 ～ 13mm
回転数：0~1100min-1
電源：単相 100V
電流：6.7A
消費電力：610W
質量：2.1kg
サイズ：長さ 352×幅 80×高さ 153mｍ

付属品
・チャックハンドル
・補助ハンドル

・正逆バリアブルスイッチ採用
・連続作業に便利なスイッチ
   ロックボタン付

・正逆バリアブルスイッチ採用
・連続作業に便利なスイッチ
   ロックボタン付

APD201VR
京セラ振動ドリル

付属品
・チャックハンドル
・補助ハンドル
・ストッパ
・キャリングケース

・堅牢なアルミダイカス
   ト製ギヤケース、イン
   ナーケースを採用
・ラビリンス構造により
    防じん性能アップ
仕様
穴あけ能力：コンクリート 20mm、鉄工 13mm、木工 40mm
チャック把握径：1.5 ～ 13mm
無負荷回転数：（高速）0～ 2700min-1（低速）0～ 1350min-1
打撃数：（高速）0～ 43200min-1（低速）0～ 21600min-1
電源：単相 100V　電流：7.6A
消費電力：720W　質量：2.7kg　サイズ：長さ 350×幅 86×高さ 214mｍ

仕様
穴あけ能力：コンクリート 20mm、鉄工 13mm、木工 40mm
チャック把握径：1.5 ～ 13mm
無負荷回転数：（高速）0～ 2700min-1（低速）0～ 1350min-1
打撃数：（高速）0～ 43200min-1（低速）0～ 21600min-1
電源：単相 100V　電流：7.6A
消費電力：720W　質量：2.7kg　サイズ：長さ 350×幅 86×高さ 214mｍ
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3819841

3819843 3819844

3819846

3819847

3819850

3819842

3819849

3819848

38198523819851

3819845

各 種 京 セ ラ 電 動 工 具

18V

リチウム
イオン 6,000mAh

丸形ヘッド

カーフレンド vol.38カーフレンド vol.38

DG11XR
京セラ充電式ディスクグラインダー

仕様
握り径：48mm
砥石径：100mm
回転数：（高速）8000min-1
　　　　（中速）6000min-1
　　　　（低速）3000min-1
電池：リチウムイオン 18V　6000mAh
充電器：BC-1800L
質量：1.9kg
サイズ：長さ 311×幅 117×高さ 129mｍ

付属品
・カニ目スパナ
・補助ハンドル
・電池パック・充電器
・キャリングケース
※写真の砥石は別販売品です。

・AC機並みのパワーでコンクリート切断に
・切断時の切込深さ 25mm
・操作性の良い軽量・コンパクト

14.4V

18Vリチウム
イオン 5,000mAh
丸形ヘッド

DG1810L5
京セラ充電式ディスクグラインダー

仕様
握り径：58mm
砥石径：100mm
回転数：10000min-1
電池：リチウムイオン 18V
         　5000mAh
充電器：UBC-1802L
質量：2.1kg
サイズ：長さ 307×幅 117×高さ 122mｍ

付属品
・カニ目スパナ
・電池パック・充電器
・キャリングケース
※写真の砥石は別販売品です。

・細握りΦ58mm

リチウム
イオン 5,000mAh
丸形ヘッド

DG1410L5
京セラ充電式ディスクグラインダー

仕様
握り径：58mm
砥石径：100mm
回転数：9500min-1
電池：リチウムイオン 14.4V
         　5000mAh
充電器：BC-1400L
質量：2kg
サイズ：長さ 310×幅 118×高さ 120mｍ

付属品
・カニ目スパナ
・電池パック・充電器
・キャリングケース
※写真の砥石は別販売品です。

・扱いやすい軽量ボディ
・細握りΦ58mm

京セラディスクグラインダー
RG112

丸形ヘッド

仕様
握り径：52mm
砥石径：100mm
回転数：12000min-1
電流：7.5A
消費電力：730W
質量：1.5kg
サイズ：長さ 287×幅 117×高さ 88mｍ

付属品
・カニ目スパナ
※写真の砥石は別販売品です。

・低いギヤヘッドで狭い所も入り込める
・防じん性に優れたラビリンス構造

極細 最大出力 980W

参照ページ

P74
脱着コードは付属しておりません。
脱着コードはこちらをご参照下さい。

京セラディスクグラインダー
RG1262

丸形ヘッド

仕様
握り径：56mm
砥石径：125mm
回転数：9500min-1
電流：8.1A
消費電力：790W
質量：1.8kg
サイズ：長さ 271×幅 139×高さ 94mｍ

付属品
・カニ目スパナ
・補助ハンドル
※写真の砥石は別販売品です。

・最大出力 1100W
・軽く扱いやすいコンパクトボディ
・クラスで最も低いギヤヘッド

低速型 最大出力 1,100W
参照ページ

P74

脱着コードは付属しておりません。
脱着コードはこちらをご参照下さい。

京セラディスクグラインダー
AG111

丸形ヘッド

仕様
握り径：52mm
回転数：12000min-1
電流：7.5A
消費電力：730W
質量：1.5kg
サイズ：長さ 279×幅 117×高さ 88mｍ

付属品
・カニ目スパナ
※写真の砥石は別販売品です。

極細 最大出力 980W

・低いギヤヘッドで狭い所も
   入り込める
・防じん性に優れた
   ラビリンス構造

京セラミニサンダー
AS550M

仕様
パット寸法：75×105mm
ペーパー寸法：（クランプ式）75×140mm
　　　　　　　（マジック式）75×107mm
回転数：12000min-1
電流：1.8A
消費電力：170W
質量：0.92kg
サイズ：長さ 124×幅 72×高さ 127mｍ

付属品
・木工用ペーパー（＃100）
・木工用ペーパーマジック式
   （＃100）各１枚

・小型・軽量・片手で楽々操作
・ペーパー着脱が簡単なマイク
   ロスティックパッド（クラン
   プ式も使用可能）

京セラ充電式パワーミキサー
DPM180L5

仕様
電源：18V､5000mAh、リチウムイオン
無負荷回転数：800min-1
スクリュー径：150mm
連続使用時間：60 分（低粘度材料かくはん時）
質量：3.2kg
サイズ：長さ 885×幅 93×高さ 206mｍ

付属品
・リング付ステンレスダブルスクリュー（径 150mm）
・電池パック B-1850LA・充電器UBIC-1802L・ステンレスシャフト（長さ 500mm）
・補助ハンドル・防じんカバー・スクリュー取付けネジ（長さ 45mm）
・両口スパナ（10×13・17×19mm）・六角ボルト（M10×15）

・電源が取れない場所でのかくはん作業に
・連続作業時間約 60分
・かくはん時の塗料付着を防ぐカバー付

18V

リチウム
イオン 5,000mAh

中速型

京セラパワーミキサー
APM1011F

仕様
回転数：1000min-1
電源：単相 100V　電流 9.3A
消費電力：860W　質量：2.5kg
サイズ：長さ 885×幅 86×高さ 138mｍ

付属品
・リング付ステンレスダブルスクリュー（フッ素コート：径 150mm）
・ステンレスジョイント（フッ素コート）
・防じんカバー
・ステンレスシャフト（フッ素コート：長さ 500mm）
・スクリュー取付ネジ（フッ素コート）
・補助ハンドル・両口スパナ（10×13・17×19）
・ナベ小ネジ（M4×10）

・フッ素コートのスクリューとシャフトの採用で
    使用後のメンテナンスが簡単
・パワフル 860W

中速型

京セラ充電式集じん兼用丸ノコ
DNW11XR

付属品
・レーザースリットチップソー（外径 165mm）
・六角棒レンチ 5mm（本体収納）
・充電器 BC-1800L　・電池パック B-1860LA　２個
・キャリングケース

・AC機並みのパワーでスピーディに切断
・ダストボックスを取り外して使用できる
・切粉の排出方向を変更できる

仕様
ノコ刃径：165mm
最大切込深さ：（90°）66mm（45°）44mm（5°左傾斜切断時）61mm
回転数：4100min-1
電池パック：18V、6000mAh、リチウムイオン　充電時間：47 分　質量：3.3kg
サイズ：長さ 287×幅 201×高さ 258mｍ
※電池パック、ダストボックス取付け時の値です。

仕様
ノコ刃径：165mm
最大切込深さ：（90°）66mm（45°）44mm（5°左傾斜切断時）61mm
回転数：4100min-1
電池パック：18V、6000mAh、リチウムイオン　充電時間：47 分　質量：3.3kg
サイズ：長さ 287×幅 201×高さ 258mｍ
※電池パック、ダストボックス取付け時の値です。

18V

リチウム
イオン 6,000mAh
最大切込深さ 66mm

京セラ卓上切断機
ATS225

付属品
・220mmチップソー
・集じん袋・ストッパ定規
・バイス・ノズル・スパナ
・補助スタンド×2

・テーブル回転角度：左右 0～ 45°
・ノコ刃傾斜：左 0～ 45°
仕様
ノコ刃外径：220mm
ノコ刃内径：25.4mm
切断能力：（テーブル回転 0°傾斜 45°）37×140mm
　　　　　（テーブル回転 0°直角）60×140mm
　　　　　（テーブル回転 45°傾斜 45°）15×102mm
　　　　　（テーブル回転 45°直角）60×140mm
回転数：5300min-1
電源：単相 100V
電流：11A
消費電力：1050W
質量：8.2kg
サイズ：長さ 460×幅 420×高さ 400mｍ

京セラディスクグラインダー
AG1261

丸形ヘッド

仕様
握り径：56mm
砥石径：125mm
回転数：9500min-1
電流：8.1A
消費電力：790W
質量：1.8kg
サイズ：長さ 263×幅 139×高さ 96mｍ

付属品
・カニ目スパナ
・補助ハンドル
※写真の砥石は別販売品です。

・最大出力 1100W
・軽く扱いやすいコンパクトボディ
・クラスで最も低いギヤヘッド

低速型 最大出力 1,100W
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3819853

3819855 3819856

3819858

3819859

3819862

3819854

3819861

3819860

3819857

3819863 3819864

各 種 京 セ ラ 電 動 工 具

18Vリチウム
イオン 6,000mAh

カーフレンド vol.38カーフレンド vol.38

18Vリチウムイオン

最大切込深さ 52mm京セラ卓上スライド丸ノコ
ATSS192

付属品
・190mmチップソー
・集じん袋・スパナ
・締付ハンドル・クランプ

・レーザーマーカー付で墨線あわせが簡単
・持ち運びしやすい軽量コンパクト設計
・引き込み力に優れたチップソー

仕様
ノコ刃外径：190mm
切断能力：（テーブル回転 0°傾斜 45°）38×220mm
　　　　　（テーブル回転 0°直角）51×220mm
　　　　　（テーブル回転 45°傾斜 45°）38×152mm
　　　　　（テーブル回転 45°直角）51×152mm
回転数：5000min-1　電源：単相 100V
電流：11.6A　消費電力：1100W
質量：10.5kg　コード：1.8m
サイズ：長さ 750×幅 420×高さ 480mｍ
テーブル回転角度範囲：0～左右 47°　ノコ刃傾斜角度範囲：0～左 45°

京セラ防じんスチールカッター
ASC520

付属品
・147mmレーザースリットチップソー（鉄工・ステンレス用）
・ボックススパナ（10mm）・ソーガイドフェンス

・一般軟鋼材、ステンレス、非鉄金属
   金属系建材などの切断に
・100V クラスでも最も軽い質量 3.8kg
・全長はクラス最短のコンパクトボディ

仕様
ノコ刃外径：147mm
最大切込深さ：52mm
回転数：3300min-1　電源：単相 100V
電流：12.5A　消費電力：1150W　質量：3.8kg　
サイズ：長さ 321×幅 270×高さ 231mｍ

京セラ高速切断機
AC3561

付属品
・355mm切断砥石
・両口スパナ

・鉄パイプ、アングル、軽量鉄工などの切断
・クイックバイス付

仕様
砥石径：355mm
最大切断能力：
（丸形鋼材 90°）径 120mm
（丸形鋼材 45°）径 102mm
（四角形鋼材 90°）幅 120×高さ 120mm
（四角形鋼材 45°）幅 102×高さ 102mm
（長角形鋼材 90°）幅 75×高さ 211mm
（長角形鋼材 45°）幅 75×高さ 130mm
回転数：3550min-1　電源：単相 100V
電流：15A　消費電力：1450W　質量：17kg　
サイズ：長さ 586×幅 290×高さ 658mｍ

京セラ高速切断機
AC3051

付属品
・305mm切断砥石
・両口スパナ

・鉄パイプ、アングル、軽量鉄工などの切断
・クイックバイス付

仕様
砥石径：305mm
最大切断能力：
（丸形鋼材 90°）径 105mm
（丸形鋼材 45°）径 90mm
（四角形鋼材 90°）幅 95×高さ 95mm
（四角形鋼材 45°）幅 80×高さ 80mm
（長角形鋼材 90°）幅 75×高さ 150mm
（長角形鋼材 45°）幅 75×高さ 100mm
回転数：4200min-1　電源：単相 100V
電流：15A　消費電力：1450W　質量：16.5kg　
サイズ：長さ 586×幅 290×高さ 658mｍ

京セラ充電式小型レシプロソー
DRJ11XR

付属品
・レシプロソーブレードNo.90
・充電器 BC-1800L・電池パック B-1860LA
・ブレードホルダー 3種類
・集じんアダプタキット
・キャリングケース・六角棒レンチ（3mm）
（レシプロソー刃用 /ツールレス /ジグソー刃用）

・フィードバック制御機能でスムーズな切断を実現
・作業にあわせて 3段階でストローク数を調節
・3段階のストローク数でロックオンができる
・3種類のブレードホルダー付
　（ツールレス /レシプロソー刃用 /ジグソー刃用）
・集じん機と接続ができる集じんアダプタキット付

仕様
切断能力：塩ビパイプ 120mm　木材 55mm　軟鋼材 3.5mm
ストローク数：高速 0～ 3900min-1　中速 0～ 3600min-1　低速 0～ 3300min-1
ストローク量：10mm　電池パック：18V、6000mAh　リチウムイオン
充電時間：47 分　質量：1.8kg　サイズ：長さ 349×幅 79×高さ 123mｍ

吊下型
京セラリモコンウインチ

AWI62RC

付属品
・リモコン 1個
・スイベルフック（本体取付）
・単 4形アルカリ乾電池 2個
・ストラップ（リモコン取付）

・作業に合わせて 2段階の吊揚速度が選べる
・ウインチ本体 1台を 2個のリモコンで操作可能
　※標準付属のリモコンは 1個です

仕様
最大吊揚荷重：60kg　揚程：20m
吊揚速度：（高速）46cm/s（低速）16cm/s
電源：単相 100V　電流 6A　消費電力：550W
電源コード：5m　質量：9.7kg　
サイズ：奥行 205×幅 250×高さ 360mm

吊下型
京セラウインチ

AWI62

付属品
・操作スイッチ（コード 10m）
・ワイヤーロープ（Φ4mm×15m）
・スイベルフック（本体取付）

・小型軽量タイプ
・加速防止、逆巻防止、ブレーキ付

仕様
最大吊揚荷重：60kg　
揚程：14m
吊揚速度：46cm/s
電源：単相 100V　
電流 6A　消費電力：550W
電源コード：5m　質量：9.7kg　
サイズ：奥行 205×幅 250×高さ 360mm

京セラ充電式ホットエアガン
DHAG180

付属品
・ノズル 3種類
※電池パック・
　充電器は含みません

・電源がない場所での作業が可能
・AC100V モデルと同等の能力
・塩ビパイプの曲げ加工から加熱包装などに

仕様
風量：200L/min
熱風温度：500℃
連続使用時間：約 19 分（18V5000mAh 電池パック使用時）
電源：DC18V
質量：1.2kg（5000mAh 時）　
サイズ：長さ 165×幅 79×高さ 257mｍ

18Vリチウムイオン
京セラ充電式ファン

DF180

付属品
・ACアダプター
※電池パック・
　充電器は含みません

・作業現場の空気循環、夏場の
　熱中症対策に
・AC電源でも、電池パックで
　も、作業場所を選ばず使える
・角度調節で好みの角度に設定
　できる
・電池パックをつけてもスタン
　ドが折りたため収納に便利

仕様
【本体】
電源：ACアダプター /DC18V
風速調節：2段階（強 /弱）
タイマーセット時間：1時間 /2 時間 /4 時間
対応電池：18V、リチウムイオン電池　
羽根径：230mm
風速：（強）115m/min（弱）85m/min
電池パック使用時の連続使用時間：
1500mAh（強）約 40 分（弱）約 90 分
5000mAh（強）約 160 分（弱）約 360 分
質量：1.9kg（電池パック除く）
サイズ：長さ 124（253）×幅 310×高さ 510mm
（）内の数値はスタンド開状態の数値です
【ACアダプター】
電源：AC100V ～ 240V　50/60Hz
電流：1.2A
電圧：DC15V
電流：2.5A
コード長さ：1.5ｍ

京セラ充電式ブロワ
DBL180

付属品
・ノズル（220mm）
・ベルトフック（本体取付）
※電池パック・
　充電器は含みません

・風量の強弱を簡単に切り換えできるスイッチ付
・電池残量表示付

仕様
ブロワー風量：ノズル有 0～ 1.7m3/min
　　　　　　　ノズル無 0～ 2.3m3/min
ブロワー最大風速：ノズル有 0～ 62.7m/s
　　　　　　　　　ノズル無 0～ 17.2m/s
集じん（真空度）：3.5kPa
連続使用時間：Hi モード（強）35 分 Lowモード（弱）49 分
　※18V、5000mAh 電池パック取付時
電源：DC18V リチウムイオン
質量：1.9kg
サイズ：長さ 564×幅 162×高さ 239mm

18Vリチウムイオン

京セラ電子シングル
アクションポリッシャー

京セラ電子シングル
アクションポリッシャー

APE201

付属品
・補助ハンドル
・片口スパナ（17mm）
・スピンドルネジ（M16）
※アタッチメントは別販売品です

・安定した研磨ができる 100V クラス
・インチングに対応、抜群のトリガ反応速度
・負荷をかけても回転数が落ちない
   フィードバック回路を搭載

仕様
回転数：600 ～ 2000min-1
電流：11.5A　
消費電力：1100W
質量：1.9kg
サイズ：長さ 194×幅 236×高さ 87mｍ

APE2100

付属品
・補助ハンドル
・片口スパナ（17mm）
※アタッチメントは別販売品です

・負荷をかけても回転数が落ちない
   フィードバック回路を搭載
・切れが違う、硬い塗装の磨きに最適
・コンパウンドの性能を最大に引出す！

仕様
回転数：650 ～ 2000min-1
電流：11.7A　
消費電力：1100W
質量：2.4kg
サイズ：長さ 235×幅 100×高さ 235mｍ
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京セラギヤアクションポリッシャー
APEG130

付属品
・補助ハンドル

・磨きキズが出にくい独自の
   ギヤアクション構造
・クラス最高のパワー 910W
・負荷をかけても回転数が落ちない、
   フィードバック回路を搭載

仕様
回転数：200 ～ 660min-1
オービット径：7.7mm
電流：9.5A　消費電力：910W
パッド径：125mm　質量：2.1kg
サイズ：長さ 204×幅 280×高さ 125mｍ

京セラダブルアクションポリッシャー
APED130KT

付属品
・スポンジバフ外径 150mm
  （マジック式）
・手掛けバフ
・自動車用艶出し剤
  （超微粒子コンパウンド）
・マイクロファイバークロス
・収納バッグ

・買ってすぐ使える車磨き専用キットと
   収納バッグ付
・付属のコンパウンド液
   には、磨きと同時に
   光沢と撥水効果も
   あります
仕様
パッド寸法：（径）123mm
回転数：6000 ～ 12000min-1
電流：3.3A　消費電力：300W
コード長さ：5m　質量：1.5kg
サイズ：長さ 226×幅 123×高さ 151mｍ３８,０９０円 ２１,１６０円
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