
シモダトンボ伸縮式 標準タイプ

引板1枚プレゼント！
スペアがもう１本ついてくる

税
抜

税
抜13,000円 10,000円
2/28 まで

SH001

●重量：約1,300g(木製60cm引板取付時)／長さ：最短96cm
最長158cm／本体部分材質：アルミ／引板部分材質：ブナ、アルミ、
スチールステンレス他から選択

注文No.01 シモダトンボ伸縮式 ロングタイプ
税
抜

税
抜13,500円 11,000円
2/28 まで

SH011

●重量：約1,400g(木製60cm引板取付時)／長さ：最短111cm
最長188cm／本体部分材質：アルミ／引板部分材質：ブナ、アルミ、
スチールステンレス他から選択

注文No.02 シモダトンボ伸縮式 標準タイプSP
税
抜

税
抜14,000円 12,000円

2/28 まで

SH001S

●重量：約1,350g(木製60cm引板取付時)／長さ：最短96.5cm
最長158cm／本体部分材質：アルミ／引板部分材質：ブナ、アルミ、
スチールステンレス他から選択／付属品：内蔵型スクレーパースキャ
ップ SH151-07: 長さ150mm×幅40mm×厚さ30mm

注文No.03

選べる引板ラインナップ

①木製50cm
寸法：W500×H80×t13mm
材質：ブナ製　質量：約300g
※取付け用ネジ別売り

②木製60cm
寸法：W600×H85×t13mm
材質：ブナ製　質量：約400g
※取付け用ネジ別売り

③木製65cm
寸法：W650×H85×t13mm
材質：ブナ製　質量：約450g
※取付け用ネジ別売り

④アルミ製50cm
寸法：W500×H60×t20mm
材質：アルミ製　質量：約195g
※取付け用ネジ同胞

⑤アルミ製60cm
寸法：W600×H60×t20mm
材質：アルミ製　質量：約235g
※取付け用ネジ同胞

⑥スチール製60cm
寸法：W600×H60×t20mm
材質：スチール製 質量：約580g
※取付け用ネジ同胞

⑦ステンレス製60cm
寸法：W600×H60×t20mm
材質：ステンレス製 質量：約525g
※取付け用ネジ同胞

～2/28( 水 ) まで 

下記よりご希望の引板をお選びください。番号のお間違えのないよう、ご注意ください。

キャンペーン期間中、１枚引板プレゼント！
※プレゼントの引板は、ご注文商品と同じ引板になります。
別の引板はお選び頂けません。ご了承ください。
対象商品は「伸縮式シモダトンボ ( 注文番号 01~03)」になります。
※シモダトンボ５本セット、デルタスクレーパーは対象外商品です。
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最短
96cm

最短
158cm

最短
111cm

最短
188cm

最短
158cm

シモダトンボ木製 5本セット
税
抜18,500円
2/28 まで

SH0435

●重量：約1,300g(木製60cm引板取付時)／長さ：160cm／
本体ポール部分材質：ポプラ製／引板部分材質：ブナ製 幅：60cm

注文No.0４ デルタスクレーパー デルタスクレーパー伸縮式
税
抜6,000円

2/28 まで

●重量：約1,220g ／長さ：1670mm ／幅 600mm
本体部分材質：アルミ／ブレード部分材質：リボン鋼（青研磨）

IS130101 税
抜10,000円
2/28 まで

●重量：約1,400ｇ／長さ：1,100 ㎜～1,630 ㎜／幅 600mm
本体部分材質：アルミ／ブレード部分材質：リボン鋼（青研磨）

IS130105

特別
価格

注文No.0５ 注文No.06

５本
セット

×５本
取り回しがラクラク
短めタイプ

ブナ製引板(W60cm)

  お買い得
固定式
ポール

デルタ
フレーム

引板
交換可

丸型
グリップ

固定式
ポール

デルタ
フレーム

引板
交換可

丸型
グリップ

木製
ポール

引板
交換可

角型
グリップ

ワンタッチで
伸縮自在

New

New路面に付着した汚れを
素早く除去！
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20182018
シモダトンボ

舗装関係商品
　　　　　　 その他
キャンペーン期間キャンペーン期間
2018.01.10(水)～2018.02.28(水)2018.01.10(水)～2018.02.28(水)

特集



＜新春販売キャンペーンについて＞

●送料・消費税について
※消費税は別途頂戴いたします。お確かめください。
※送料は別途となります。
※商品によって配送方法が異なりますので、
　各営業所または担当にご確認ください。

●返品について
※お客様の都合による返品、交換はできませんので予めご了承ください。
※品質チェックには万全を期して出荷していますが、
　万が一発送ミスや配送上の破損などで不良品が届いた場合、
　良品と交換しますので速やかにご連絡ください。

●商品について
※商品は、在庫状況により予告なく販売終了することがございます。
　あらかじめご了承下さい。
※写真は商品イメージです。印刷の関係上、実際の色と異なる場合がございます。

●ご注文方法について
※ご注文は、別紙「FAX 専用ご注文用紙」をご利用下さい。
※右の記入例をご参照の上、お客様情報とご注文日、注文商品数を
　ご記入の上、FAXしてください。
※注文番号をお確かめの上、お間違えのないようご注意ください。

420 -12【Husqvarna】
幅広い素材に対応！ 12 乾式㌅

エンジンカッター用

乾式ダイヤモンドブレード

エンジンカッター用
乾式ダイヤモンドブレード 3枚セット

420-12300 420

●ダイヤモンドプレート ( 乾式 ) 汎用タイプ● パ ワ ー カ ッ タ ー 用 ダ イ ヤ モ ン ド ブ レ ー ド 
 ● コ ン ク リ ー ト ２ 次 製 品 の 切 断 に 。 （ ア ス フ ァ ル ト や 鉄 の 切 断 に は 適 し て い ま せ ん ）
●寸法　 外 径 : 3 0 5mm  刃 厚 : 3 . 2mm  穴 径 : 3 0 . 5mm  チ ッ プ 高 さ : 8 . 0   ● 質 量 : 1 . 3 5 k g
●メーカーHusqvarna　ハスクバーナゼノア ( 株 )

注文No.08

コンクリート二次製品の
切断に最適！
メーカー：ハスクバーナ・ゼノア（株）
※画像はイメージです。

3枚セット

税
抜35,000円
2/28 まで

オーダーメイドリペアスプレー

●お客様支給カラーをスプレーに充填いたします。　●最低塗料４kg/1 ロットから充填を承ります。
●4kg で作れる本数：300ml 缶約 30 本または 420ml 缶約 22 本　●色の打合わせ後 15~20 日での
お届けとなります。　●成分：ラッカー系塗料

注文No.07

税
抜40,000円
2/28 まで

①,⑦ 各１

１

●注文番号 01～03は、引板
No. よりご希望の引板の番号
をご記入ください。複数で別
の引板をご希望の場合は記
入例を参照してください。

●ご注文日をご記入ください。

●中古販売商品は、数量限
定の為、在庫終了次第予告
なく販売を終了することがご
ざいます。ご了承ください。

●300ml 缶または
420ml 缶をお選び下
さい。

2018     1    31

2

03-1234-5679
03-1234-5678

西尾　春太
ニシオ　シュンタ

新春西尾レントオール(株)
シンシュンニシオレントオール（カ

東京都千代田区●丁目●ー●●　秋葉原●●ビル●階
トウキョウトチヨダク●チョウメ●ー●●　アキハバラ●●ビル●カイ

午前中着にできますか /スプレーカラー要相談

秋葉原ダイビル前作業所
104     z0032

●お客様情報記入欄に、貴
社名、ご担当者様名、電話
番号、FAX番号、お届け先、
お届け先作業所名を必ずご
記入ください。

●お届け日のご相談など、
ございましたら、連絡事項
欄にご記入ください。

お問い合わせは、
下記キャンペーン対象営業所の担当まで

■首都圏第 1営業部

板橋営業所 〒174-0041 東京都板橋区舟渡 4-13-17 …………………………………………………TEL 03-3967-0240 FAX 03-5916-7530
新木場営業所 〒136-0082 東京都江東区新木場 1-16-4 …………………………………………………TEL 03-3522-2408 FAX 03-3522-2410
江戸川営業所 〒132-0002 東京都江戸川区谷河内 1-9-24 ………………………………………………TEL 03-6638-2401 FAX 03-6638-2403
羽田営業所 〒144-0042 東京都大田区羽田旭町 14-6 第 3髙橋ﾋﾞﾙA203 号 ………………………TEL 03-3744-2402 FAX 03-3744-2409
八王子営業所 〒192-0032 東京都八王子市石川町３２０８-１ …………………………………………TEL 042-642-6142 FAX 042-642-6128
横浜営業所 〒231-0801 神奈川県横浜市中区新山下 2-12-37 ………………………………………TEL 045-628-3350 FAX 045-621-7157
厚木営業所 〒243-0021 神奈川県厚木市岡田 2-6-10 …………………………………………………TEL 046-226-7290 FAX 046-226-7288

●このチラシは、2018年1月現在のものです。 ●予告なくチラシ内容に変更が出る場合がございます。2018_3101_501_CP

営業担当：

重機・設備の補修が楽々！
ご希望の色を便利なスプレーに！

ケルヒャー乾湿両用クリーナーNT351/Tact 69000



時短メンテナンス！
155℃の高温スチーム洗浄で
こびりついた合材も
あっという間にキレイ！

20182018

重機の油や合材の洗浄にオススメ！
高い耐久性とパワフル洗浄両立！

キャンペーン期間キャンペーン期間
2018.01.10(水)～2018.02.28(水)2018.01.10(水)～2018.02.28(水)

KM 150/500RD クラシックKM 150/500RD クラシック
搭乗式スイーパー搭乗式スイーパー

HD 9/50 GeHD 9/50 Ge
エンジン式超高圧洗浄機エンジン式超高圧洗浄機

濡れた路面で清掃可能！
プレフィルター標準装備で
エンジンを保護

モルタル・塗装・
スタイロフォーム
の除去に！
小型でさらに
超高圧！
高い洗浄力

200V

低燃費
高性能ボイラー

吐出圧力
最大約190kgf

360度回転
AVSシステム

155℃
高温スチーム

清掃幅
150cm

コンテナ容量
500ℓ

ノンパンク
タイヤ

目詰まり防止
フィルター
掻き落とし機能

ホンダエンジン
22馬力

強力洗浄力
50MPa

高い耐久性

コンパクト
サイズ

税抜
2/28まで

HDS 10/19 M 業務用 温水高圧洗浄機
●質量：178kg ●動力 :３相 200V　●吐出水量：470-1,000L/h　●燃料タンク：25ℓ　　
●吐出圧力：3-19MPa　●ボイラー加熱温度 :30-155℃●モーター入力 /出力：7.8 / 6kW
●洗浄剤タンク (L)：20+10●電源コード：4.5m　●水道ホース：7.5m
●寸法 長さ×幅×高さ (mm) ：1,330×750×1,060　
● ホース・コード類の長さに関して、実寸を±5%の範囲で設定しております。
● 記載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。 

KM150/500 RD クラシック 業務用 搭乗式スイーパー
●アクセサリー込質量：1,394kg ●動力 : ディーゼルエンジン（ヤンマー製）
●コンテナ容量：500ℓ ●エンジン出力：15.8kW
●作業幅 ※:1,500mm  ●登板能力 :18% ●清掃能力：18,000m2/h　
●寸法 長さ×幅×高さ (mm) :2,442×1,570×1,640　
● 記載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。 

HD 9/50 Ge 業務用 エンジン式超高圧洗浄機
●質量：128kg ●動力 : ガソリンエンジン ●吐出水量：500-900L/h　
●エンジン出力：22Hp　●吐出圧力：50MPa　●最高吸水温度：60℃　●ガソリンタンク：15ℓ
●水道ホース :7.5m　●寸法 長さ×幅×高さ (mm) ：930×800×920　
● ホース・コード類の長さに関して、実寸を±5%の範囲で設定しております。
● 記載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。 

定価1,080,000円（税抜）

2/28まで

定価８,000,000円（税抜）

4,500,000s4,500,000s 2/28まで

定価2,200,000円（税抜）

1,520,000s1,520,000s

HDS 10/19 M
業務用温水高圧洗浄機
HDS 10/19 M
業務用温水高圧洗浄機

特集



70,000s70,000s

KM 70/20 CKM 70/20 C
手押し式スイーパー手押し式スイーパー

NT 35/1 Tact 帯電防止 NT 35/1 Tact 帯電防止
乾湿両用掃除機乾湿両用掃除機 

電気を使わず押して歩くだけ！
砂やほこりを簡単回収

汚泥やノロの吸引に！
水を吸う際のフィルター交換不要！

清掃幅700mm

回収量
約20ℓ

重量
23kg

帯電防止機能付き

重量
11.5kg

自動チリ
落とし機能

KM 70/20 C 業務用 手押し式スイーパー
●動力：手押し　●本体質量：21kg　●アクセサリー込み質量：23kg
●作業幅 サイドブラシ未使用 /1 個使用 /1 個使用：480/700mm
●コンテナ容量 /実質回収容量：40L/20L　●清掃能力（理論値）：2800m²/h
●寸法（長さ×幅×高さ）794 x 406 x 927mm
● 記載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。 

NT 35/1 Tact帯電防止 業務用 乾湿両用クリーナー
●吸引風量：61 L/ 秒　●真空度：230 / 23 (mbar/kPa)　●コンテナ容量 /給水量：34 L/20L
●消費電力最大：1300W●パイプ径：35mm　●騒音値：67dB(A)　●電圧：100 - 100V
●ダストコンテナ材質：樹脂製　●周波数：50 - 60Hz ●電源コード：7m　
●本体質量：11,5kg　●寸法：（長さ×幅×高さ）520x380x580(mm)
● 記載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。 

2/28まで

定価130,000円（税抜）

69,000s69,000s2/28まで

定価100,000円（税抜）

コンパクト /楽々収納
優れた耐久性
洗浄力抜群のパワーノズル100V 360度回転

AVSシステム
常用吐出圧力
8MPa

税抜
2/28まで

HD 4/8 C 業務用 冷水高圧洗浄機
●動力：単相 100V　●吐出水量：400L/h　●吐出圧力：8MPa　●質量：23.7kg
●モーター：入力 / 出力：1.4 / 1.0 kW　●電源コード：5m　●最高給水温度：60℃
●寸法：長さ×幅×高さ 380×360×930(mm)　●水道ホース：6m
● ホース・コード類の長さに関して、実寸を±5%の範囲で設定しております。
● 記載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。 

定価150,000円（税抜）

HD 4/8 CHD 4/8 C
業務用冷水高圧洗浄機業務用冷水高圧洗浄機

お問い合わせは、下記キャンペーン対象営業所の担当まで

■首都圏第 1営業部

板橋営業所 〒174-0041 東京都板橋区舟渡 4-13-17 ……………………………………………… TEL 03-3967-0240 FAX 03-5916-7530
新木場営業所 〒136-0082 東京都江東区新木場 1-16-4 ……………………………………………… TEL 03-3522-2408 FAX 03-3522-2410
江戸川営業所 〒132-0002 東京都江戸川区谷河内 1-9-24 …………………………………………… TEL 03-6638-2401 FAX 03-6638-2403
羽田営業所 〒144-0042 東京都大田区羽田旭町 14-6 第 3髙橋ﾋﾞﾙA203 号 …………………… TEL 03-3744-2402 FAX 03-3744-2409
八王子営業所 〒192-0032 東京都八王子市石川町３２０８-１ ……………………………………… TEL 042-642-6142 FAX 042-642-6128
横浜営業所 〒231-0801 神奈川県横浜市中区新山下 2-12-37 …………………………………… TEL 045-628-3350 FAX 045-621-7157
厚木営業所 〒243-0021 神奈川県厚木市岡田 2-6-10 ……………………………………………… TEL 046-226-7290 FAX 046-226-7288

●このチラシは、2018年1月現在のものです。
●予告なくチラシ内容に変更が出る場合がございます。

2018_3101_502_CP

営業担当：



20182018 キャンペーン期間キャンペーン期間
2018.01.10(水)～2018.02.28(水)2018.01.10(水)～2018.02.28(水)

特集

お問い合わせは、
下記キャンペーン対象営業所の担当まで

■首都圏第 1営業部

板橋営業所 〒174-0041 東京都板橋区舟渡 4-13-17 …………………………………………………TEL 03-3967-0240 FAX 03-5916-7530
新木場営業所 〒136-0082 東京都江東区新木場 1-16-4 …………………………………………………TEL 03-3522-2408 FAX 03-3522-2410
江戸川営業所 〒132-0002 東京都江戸川区谷河内 1-9-24 ………………………………………………TEL 03-6638-2401 FAX 03-6638-2403
羽田営業所 〒144-0042 東京都大田区羽田旭町 14-6 第 3髙橋ﾋﾞﾙA203 号 ………………………TEL 03-3744-2402 FAX 03-3744-2409
八王子営業所 〒192-0032 東京都八王子市石川町３２０８-１ …………………………………………TEL 042-642-6142 FAX 042-642-6128
横浜営業所 〒231-0801 神奈川県横浜市中区新山下 2-12-37 ………………………………………TEL 045-628-3350 FAX 045-621-7157
厚木営業所 〒243-0021 神奈川県厚木市岡田 2-6-10 …………………………………………………TEL 046-226-7290 FAX 046-226-7288

●このチラシは、2018年1月現在のものです。　●予告なくチラシ内容に変更が出る場合がございます。2018_3101_504_CP

営業担当：

275,000s275,000s275,000s

型式 HPJ-470ES
外観 移動式開放型
外形寸法（mm） （幅）626×（奥行き）535×（高さ）552
質量｛重量｝ 58kg
構造 三連プランジャポンプ
圧力 6.9MPa
吐出し量 25.4L/min
エンジン型式 空冷4サイクル
連続定格出力 3.4kW/1800min-1
使用燃料 無鉛ガソリン
タンク容量 3.6L
始動方式 セルスタータ方式（リコイル付）
総排気量 181cm3
車輪 ø150×2（固定車）
ホース 吐水：パターンA、B、C、Dのうちいずれか選択
 吸水：3/4B×2.7m ストレーナ付
 余水：1/2B×2.7m
ノズル ハンドチェンジガン
（チップ径） AJG80-30VSA（ø2.3）
 ハンドルで直射・円錐パターンに可変 

パターンA 3/8×20mポンプ側用カプラ付属(１本)
パターンB 3/8×20m量側クイックカップリング付属(１本)
パターンC 1/2×20mポンプ側用カプラ付属(１本)
パターンD 本体のみホースなし

43,000s43,000s43,000s

HPJ-470ES

高圧洗浄機（エンジン仕様）
セルスタータ標準搭載
高圧洗浄機（エンジン仕様）
セルスタータ標準搭載

LB－８００
100V水中ポンプ

LB－８００
100V水中ポンプ

■用途
1.一般土木・建築工事の排水用。
2.雨水・湧水・溜り水の排水用。
3.地下室・各種ピットなどの排水用。
4.一般の揚水・排水用。 ■標準付属品

キャブタイヤケーブル...... 1本
ホースカップリング .......... 1個
ホースバンド .................... 1個

全揚程
１1m

吐出量
0.4kW水中ポンプの

約1.5倍

型式 LB-800
質量 13.1kg
吐出口径 50mm（２インチ）
出力 0.75kW
電圧 単相100V
全揚程 11m
吐出量 0.16m3/min
取扱い液質 雨水・湧水・
 土砂水・工事排水
液温 0℃～40℃

※サクションホースをご使用の場
合には、別途専用のホースバンドを
お使いください。
※３インチタケノコ別売

100V
１馬力(0.75kW)

ワンタッチカプラ

1点吊り構造

U字型ハンドル スイッチ部

揚程５m時
0.27m3/min

吐出量 0.1m³/min時
全揚程１３．２m



20182018 キャンペーン期間キャンペーン期間
2018.01.10(水)～2018.02.28(水)2018.01.10(水)～2018.02.28(水)

特集

お問い合わせは、
下記キャンペーン対象営業所の担当まで

■首都圏第 1営業部

板橋営業所 〒174-0041 東京都板橋区舟渡 4-13-17 …………………………………………………TEL 03-3967-0240 FAX 03-5916-7530
新木場営業所 〒136-0082 東京都江東区新木場 1-16-4 …………………………………………………TEL 03-3522-2408 FAX 03-3522-2410
江戸川営業所 〒132-0002 東京都江戸川区谷河内 1-9-24 ………………………………………………TEL 03-6638-2401 FAX 03-6638-2403
羽田営業所 〒144-0042 東京都大田区羽田旭町 14-6 第 3髙橋ﾋﾞﾙA203 号 ………………………TEL 03-3744-2402 FAX 03-3744-2409
八王子営業所 〒192-0032 東京都八王子市石川町３２０８-１ …………………………………………TEL 042-642-6142 FAX 042-642-6128
横浜営業所 〒231-0801 神奈川県横浜市中区新山下 2-12-37 ………………………………………TEL 045-628-3350 FAX 045-621-7157
厚木営業所 〒243-0021 神奈川県厚木市岡田 2-6-10 …………………………………………………TEL 046-226-7290 FAX 046-226-7288

●このチラシは、2018年1月現在のものです。 ●予告なくチラシ内容に変更が出る場合がございます。2018_3101_503_CP

営業担当：

軽量・コンパクトな防音タイプ（セルスタータ搭載）

SEK-2008SSV

税抜
2/28まで

税抜
2/28まで330,000s330,000s330,000s

高圧洗浄機
エンジン式コンパクト＆カート型

高圧洗浄機
エンジン式防音型
高圧洗浄機
エンジン式防音型

登録番号：CGｰ130007

NETIS登録
国土交通省新技術情報提供システム

軽量・コンパクト設計
高い耐久力と洗浄能力
ホローシャフト直結

定価：130,000円

定価：450,000円



20182018 キャンペーン期間キャンペーン期間
2018.01.10(水)～2018.02.28(水)2018.01.10(水)～2018.02.28(水)

特集

お問い合わせは、
下記キャンペーン対象営業所の担当まで

■首都圏第 1営業部

板橋営業所 〒174-0041 東京都板橋区舟渡 4-13-17 …………………………………………………TEL 03-3967-0240 FAX 03-5916-7530
新木場営業所 〒136-0082 東京都江東区新木場 1-16-4 …………………………………………………TEL 03-3522-2408 FAX 03-3522-2410
江戸川営業所 〒132-0002 東京都江戸川区谷河内 1-9-24 ………………………………………………TEL 03-6638-2401 FAX 03-6638-2403
羽田営業所 〒144-0042 東京都大田区羽田旭町 14-6 第 3髙橋ﾋﾞﾙA203 号 ………………………TEL 03-3744-2402 FAX 03-3744-2409
八王子営業所 〒192-0032 東京都八王子市石川町３２０８-１ …………………………………………TEL 042-642-6142 FAX 042-642-6128
横浜営業所 〒231-0801 神奈川県横浜市中区新山下 2-12-37 ………………………………………TEL 045-628-3350 FAX 045-621-7157
厚木営業所 〒243-0021 神奈川県厚木市岡田 2-6-10 …………………………………………………TEL 046-226-7290 FAX 046-226-7288

●このチラシは、2018年1月現在のものです。　●予告なくチラシ内容に変更が出る場合がございます。201801_3101_505_CP

営業担当：

100,000s100,000s100,000s

ガソリンエンジン発電機ガソリンエンジン発電機

NETIS
国土交通省新技術情報登録システム

登録番号：KTｰ100112

交流（AC）15Aコンセント×2
（合計13.5Aまで）GE-1400SS-IV

20.5
kg

105
kg

300,000s300,000s300,000s
希望小売価格￥690,000（税抜き）希望小売価格￥690,000（税抜き）
▼

希望小売価格 186,000（税抜き）希望小売価格 186,000（税抜き）
▼

限定�台限定�台限定�台

限定�台限定�台限定�台

＊1. エコノミーコントロール（オートパワーセーブ）ON時

GE-1400SS-IV
50/60（ワンタッチ切換）

1.35
100

単相（2線式）
85.8

無鉛レギュラーガソリン
3.5
7.0＊
3.5

490×295×445
20.5

88…超低騒音型指定機

型式
周波数 (Hz)
出力 (kVA)
電圧 (V)
相数

総排気量mL
燃料

燃料タンク L
連続運転時間 1/4 負荷時 h
連続運転時間 定格負荷時 h
全長×全幅×全高mm

乾燥質量 kg
音響パワーレベル LwA dB

ビジネスユース以外にもアウトドアやイベントに！

小型ガソリンエンジン
溶接・発電機
小型ガソリンエンジン
溶接・発電機
GAW-190ES

自動アイドリングストップ標準搭載！

溶接電流範囲 :30～190A
溶 接 棒 :Φ2.0～4.0mm

交流電源 : 単相 100V 3.5kVA

軽量・耐久性抜群オールスチールボディー

自動アイドリングストップ機能
無駄な運転をしないから燃料コスト42%OFF
GAW-190ES 一年間で

燃料消費量　
1,032L節約

   
2.4t削減

対比：従来機GAW-185ES242％OFF!

デジタルエンジンモニタ

ワイドな燃料給油口

耐久性抜群の燃料メータ

充実の親切装備・機能

クラス最高　
最大溶接電流
190A

高性能
インバータ交流電源
3.5kVA

電撃防止

短絡継続保護

溶接特性切替

短絡電流調節


