
販売

決算SALE

※価格は全て税抜（外税）、送料別で表示しています。予告なくチラシ内容に変更が出る場合がございます。ご了承ください。

20
kg

121,800s121,800s121,800s税抜
3/31まで

希望小売価格 203,000（税抜き）希望小売価格 203,000（税抜き）
▼

手頃なボディサイズと発電出力を両立

■鉛バッテリー（直流 12V）の充電ができます。
　（密閉式を除く）
■並列運転キットA( 別売 ) で最大 3.0kVAま
で発電可能

防音型/〈 インバータ〉
ガソリンエンジン発電機

GE-1600SS-IV

周波数 50/60Hz
出力 1.6kVA
電圧 100V
電流 16A
コンセント 20A×2個
相数 単相（2線式）
力率 1.0
エンジン ヤマハ MZ80V3-20i
燃料 無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク 4.2L
連続運転時間 10.5h (1/4負荷時)
 4.2h　(定格負荷時）
寸法 全長×全幅×全高 490×280×445mm
乾燥質量 20kg
騒音値 音響パワーレベル LwA
 86dB
 騒音指定 : 超低騒音型

交流（AC）20Aコンセント×2
（合計16Aまで）

50Hz/60Hz
1.6
kVA切替

連続運転時間

4.2～10.5 時間
並 列

（税込133,980円）

（税込176,000円）

交流（AC）20Aコンセント×2
（合計18Aまで）

GE-1800SS-IV

25
kg

幅広く使える 1.8kVA
電動工具やモータなど
起動電流を必要とする機器にも対応

50Hz/60Hz
1.8
kVA切替

連続運転時間

4.2～10.5 時間
並 列

防音型/〈 インバータ〉
ガソリンエンジン発電機

周波数 50/60Hz
出力 1.8kVA
電圧 100V
電流 18A
コンセント 20A×2個
相数 単相（2線式）
力率 1.0
エンジン ヤマハ MZ80V3-20i
燃料 無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク 4.7L
連続運転時間 10.5h(1/4負荷時)
 4.2h(定格負荷時)
寸法 全長×全幅×全高 555×300×470mm
乾燥質量 25kg
騒音値 音響パワーレベル LwA
 92dB
 騒音指定 : 超低騒音型

希望小売価格
225,000（税抜き）
希望小売価格
225,000（税抜き）▼

■並列運転キット(別売）で最大3.6kVA発電可能
■直流 12Vアクセサリソケット付
■ブーストシステムで、モータ起動がスムーズに
■デジタルマルチメータ搭載 160,000s160,000s160,000s税抜

3/31
まで

脚カバー(チャップス)

日本の山と人に配慮した心地良さを追及。優れた防護性能と作業性を両立した
脚カバー（チャップス）！
ウエストと脚部は、取り外しと調整が容易なバックル式です。
■サイズ：フリー　(胴囲：75～100cm 長さ：90cm) ■質量：700ｇ
■チェーンソー防護ズボンの義務化 規格適合品
■ASTM（米国材料試験協会）規格適合

990276-00010

簡単脱着で、手軽に扱いやすい。
ソーチェンに繊維が絡みつくことで切創事故を低減します。

2019年8月に
労働安全衛生規制の
一部が改正

改正内容

チェーンソーによる伐木作業を行う事業者に
労働社の下肢を防護する保護衣を着用させることが義務化され
労働者においても着用が義務付けられました。

税
抜14,000円

義務化対応保護衣

税込
15,400円

チェンソー防護パンツ

■通気性にも優れ、山林作業も快適に行えます。
■Mサイズ [適応胴回 約72～85cm・股下 約72cm]-230
■Lサイズ  [適応胴回 約80～92cm・股下 約74cm]-210
■2Lサイズ[適応胴回 約88～100cm・股下 約77cm]-190
■3Lサイズ[適応胴回 約97～108cm・股下 約79cm]-170
実際の商品のお色味と異なって見える場合が御座います。
予めご了承下さい。

X800000 税
抜18,000円

国際規格ISO(11393-2クラス1)に準拠した
防護機能に軽さと快適性を兼ね備えた防護パンツ

義務化対応保護衣

税込
19,800円

チェンソー防護パンツ

■通気性にも優れ、山林作業も快適に行えます。
■Sサイズ   [胴囲:72～76cm 股下:71～76cm]MP000101S
■Ｍサイズ [胴囲:76～81cm 股下:74～79cm]MP000102S
■Lサイズ   [胴囲:81～87cm 股下:77～82cm]MP000103S
■XLサイズ [胴囲:87～93cm 股下:80～85cm]MP000104S
実際の商品のお色味と異なって見える場合が御座います。
予めご了承下さい。

MP000101S 税込
23,100円

税
抜 21,000円

登山ウエアで培われた高い技術を有するモンベル社
のノウハウが生かされた新基準の防護パンツ

義務化対応保護衣

■寸法（長さ×幅×高さ）：259×188×209mm　■本体乾燥質量：1.7kg
■モーター方式：DCブラシレスモーター
■推奨バッテリー：50Vリチウムイオンバッテリー1P
■付属バッテリー：1Pバッテリー
■1充電あたりの作業量目安：およそ212カット（角材50mm）
■スロットル方式：ロックアウト付トリガー ■ガイドバー種類：カービングバー
■バーサイズ：25m　■チェンタイプ：25AP-60E　■オイルタンク：0.12L
■チェンオイル：やまびこ純正チェンオイル
■3軸合成：4.3m/s2

希望小売価格
税抜￥84,000チェンソーBCS510T/25HC25 税

抜75,800円
3/31 まで

バッテリーチェンソー
期間限定
特別価格

軽量＆高出力　ハンドルソー
低振動・低騒音・排ガスゼロ
BCS510T/25HC25
本体乾燥質量
1.7kg

75,800s75,800s

1Pバッテリー
充電器付属50Vハイパワー

バッテリー

税込
83,380円

税抜

■寸法（長さ×幅×高さ）：459×219×262mm　■本体乾燥質量：3.1kg
■モーター方式：DCブラシレスモーター
■推奨バッテリー：50Vリチウムイオンバッテリー2P
■付属バッテリー：2Pバッテリー
■1充電あたりの作業量目安：およそ71カット（杉丸太φ200mm）
■スロットル方式：ロックアウト付トリガー
■ガイドバー種類：スプロケットノーズバー ■バーサイズ：35m　
■チェンタイプ：90PX-52E　■オイルタンク：0.38L
■チェンオイル：やまびこ純正チェンオイル ■3軸合成：3.9m/s2

希望小売価格
税抜￥100,000チェンソーBCS56V/200 税

抜90,000円
3/31 まで

税込
99,000円

バッテリーチェンソー
期間限定
特別価格エンジンチェンソーと変わらないタフさ

低振動・低騒音・排ガスゼロ
BCS56V/200

2Pバッテリー
充電器付属

本体乾燥質量
3.1kg

50Vハイパワー
バッテリー

90,000s90,000s
税抜

※納期にお時間かかる場合がございます。担当営業所にご確認下さい。202103_3101_701_CP-1

お問い合わせは、キャンペーン対象営業所の担当まで▶▶

●このチラシは、2021年3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。

営業担当：

※価格は全て税抜（外税）、送料別で表示しています。

20212021

20213月1日～2021年3月31日期間 月 水

特集



期間限定特別販売決算SALE　 期間：2021/03/01( 月 )～2021/03/31( 水 )

カセットボンベ2本で
1.1 時間運転可能

GE-900B2

カセットボンベタイプ
キャリー型発電機

19.5
kg

150,000s150,000s150,000s税抜
3/31まで

周波数 50/60Hz
出力 0.9kVA
電圧 100V
電流 9.0A
相数 単相（2線式）
力率 1.0
エンジン ホンダ GXH57T
燃料 ブタン（カセットボンベ）
寸法 全長×全幅×全高 365×442×944mm
乾燥質量 19.5kg
騒音値 音響パワーレベル LwA
 86dB
 騒音指定：超低騒音型

移動も楽々♫
キャリー型

■並列運転キット(別売 )で最大 1.8kVAまで発電可能

交流（AC）15A
コンセント×2

（合計9Aまで）

（税込165,000円）

※納期にお時間かかる場合がございます。担当営業所にご確認下さい。

180,000s180,000s180,000s税抜
3/31まで

希望小売価格
210,000（税抜き）
希望小売価格
210,000（税抜き）▼

GE-2500-IV2
29
kg

1人でも車に積み降ろしできる
軽量設計

周波数 50/60Hz
出力 2.5kVA
電圧 100V
電流 25A
コンセント 15A×2個、30A×1個
相数 単相（2線式）
力率 1.0
エンジン ヤマハ MZ175
燃料 無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク 9.0L
連続運転時間 13.2h(1/4負荷時)
 6.1h(定格負荷時)
寸法 全長×全幅×全高 487×395×425mm
乾燥質量 29kg
騒音値 音響パワーレベル LwA
 92dB
 騒音指定 : 超低騒音型

交流（AC）15A
コンセント×2

交流（AC）30A
コンセント×1

（合計25Aまで）

50Hz/60Hz
2.5
kVA切替

連続運転時間

6.1～13.2 時
間

パイプフレーム型/<インバータ＞
ガソリンエンジン発電機

（税込198,000円）

ハンディブロア
便利なブロワ＆バキューム兼用機
EBV262S

■寸法（長さ×幅×高さ）：330×280×345（mm)   ■本体乾燥質量：4.3kg
■排気量：25.4cm³　■エンジン始動方式：Softスタート
■スロットル方式 ：トリガーレバー＆クルーズコントロールレバー　
■風量：10.9m3/min■最大風速：72.6m/sec 
■使用燃料混合比[レギュラーガソリン：2サイクルエンジンオイル]＝50：1
※やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD
■燃料タンク容量：0.5L　■スパークプラグ：BPM8Y

オープン価格EBV262S 税
抜35,000円
3/31 まで

風量
10.9m3/min

最大風速
72.6m/sec

期間限定
特別価格

排気量
25.4cm3

35,000s

ハンディブロア
便利なブロワ＆バキューム兼用機
EBV262S

■寸法（長さ×幅×高さ）：330×280×345（mm)   ■本体乾燥質量：4.3kg
■排気量：25.4cm³　■エンジン始動方式：Softスタート
■スロットル方式 ：トリガーレバー＆クルーズコントロールレバー　
■風量：10.9m3/min　■最大風速：72.6m/sec 
■使用燃料混合比[レギュラーガソリン：2サイクルエンジンオイル]＝50：1
※やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD
■燃料タンク容量：0.5L　■スパークプラグ：BPM8Y

オープン価格EBV262S 税
抜36,800円
3/31 まで

風量
10.9m3/min

最大風速
72.6m/sec

期間限定
特別価格

排気量
25.4cm3

36,800s36,800s
税抜

税込
40,480円

税抜

ハンディブロア
期間限定
特別価格

耐久性に優れるプロ仕様
EB3026

■寸法（長さ×幅×高さ）：324×233×355（mm)  ■本体乾燥質量：3.8kg
■排気量：25.4cm³　■エンジン始動方式：リコイルスタータ
■スロットル方式 ：トリガーレバー＆クルーズコントロールレバー　
■風量：12.9m3/min　■最大風速：76.7m/sec 
■使用燃料混合比[レギュラーガソリン：2サイクルエンジンオイル]＝50：1
※やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD
■燃料タンク容量：0.6L　■スパークプラグ：BPMR8Y

希望小売価格
税抜￥49,500EB3026　 税

抜41,800円
3/31 まで

風量
12.9m3/min

最大風速
76.7m/sec

軽量
3.8kg

排気量
25.4cm3

41,800s41,800s
税抜

税込
45,980円

背負タイプブロア
大風量の背負タイプ
EB781

■寸法（長さ×幅×高さ）：375×490×475（mm)  ■本体乾燥質量：10.2kg
■排気量：63.3cm³　■エンジン始動方式：リコイルスタート
■スロットル方式 ：トリガーレバー＆クルーズコントロールレバー　
■風量：21.5m3/min　■最大風速：104.6m/sec 
■使用燃料混合比[レギュラーガソリン：2サイクルエンジンオイル]＝50：1
※やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD
■燃料タンク容量：2.02L　■スパークプラグ：BPM8Y

希望小売価格
税抜￥103,000EB781 税

抜94,800円
3/31 まで

風量
21.5m3/min

最大風速
104.6m/sec

期間限定
特別価格

質量
10.2kg

排気量
63.3cm3 94,800s94,800s

税込
104,280円

税抜

背負タイプブロア

期間限定
特別価格

長時間使用に適した背負タイプ
EB590

■寸法（長さ×幅×高さ）：379×478×459（mm）■本体乾燥質量：9.4kg
■排気量：58.2cm³　■エンジン始動方式：リコイルスタータ
■スロットル方式 ：トリガーレバー＆クルーズコントロールレバー　
■風量：14.7m3/min　■最大風速：96.4m/sec 
■使用燃料混合比[レギュラーガソリン：2サイクルエンジンオイル]＝50：1
※やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD
■燃料タンク容量：1.8L　■スパークプラグ：BPM8Y

希望小売価格
税抜￥76,000EB590

　
税
抜59,800円
3/31 まで

風量
14.7m3/min

最大風速
96.4m/sec

質量
9.4kg

排気量
58.2cm3 59,800s59,800s

税込
65,780円

税抜

■寸法（長さ×幅×高さ）：395×235×290(mm)　■呼び寸法：45cm
■本体乾燥質量：4.8kg 　■排気量：50.2cm3 ■始動方式：Softスタート
■使用燃料：混合比[レギュラーガソリン：2サイクルエンジンオイル]＝50：1
※やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD
■燃料タンク容量：0.5L　■オイルタンク：0.28L
■3軸合成値：5.2m/s2　■チェンタイプ ：21BPX-72E

希望小売価格
税抜￥160,000

チェンソーE2050DS/450TBP 税
抜128,000円
3/31 まで

エンジンチェンソー
期間限定
特別価格

新開発の高出力&高耐久エンジンを搭載

E2050DS/450TBP 排気量
50.2cm3

本体乾燥質量
4.8kg税抜

税込
140,800円

■寸法（長さ×幅×高さ）：395×240×280(mm)   ■呼び寸法：40cm
■本体乾燥質量：4.5kg ■排気量：38.4cm3 ■始動方式：Softスタート
■使用燃料混合比[レギュラーガソリン：2サイクルエンジンオイル]＝50：1
※やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD
■燃料タンク容量：0.42L　■オイルタンク：0.21 L 
■3軸合成値：4.9m/s2　  ■チェンブレーキ：慣性作動式
■チェンタイプ ：95TXL68E

希望小売価格
税抜￥106,000

チェンソーE2038SR/400TVP 税
抜89,800円
3/31 まで

エンジンチェンソー
期間限定
特別価格

豊かなトルクと高速域の伸びを両立した
ハイパワーECOエンジン搭載
E2038SR/400TVP 排気量

38.4cm3
本体乾燥質量
4.5kg税抜

税込
98,780円

■寸法（長さ×幅×高さ）：359×240×255(mm) ■本体乾燥質量：4.0kg 
■排気量：35.2cm３ ■始動方式：Super Softスタート
■使用燃料混合比[レギュラーガソリン：2サイクルエンジンオイル]＝50：1
※やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD
■燃料タンク容量：0.3L　■オイルタンク：0.19L
■3軸合成値：4.5m/s2    ■チェンブレーキ：慣性作動式
■チェンタイプ ：25AP76E 

希望小売価格
税抜￥74,000

チェンソーE2135S/350 税
抜62,800円
3/31 まで

エンジンチェンソー
期間限定
特別価格

スーパーソフトスタートでゆっくり引ける！
E2135S/350

排気量
35.2cm3

本体乾燥質量
4.0kg

税抜

税込
69,080円

■寸法（長さ×幅×高さ）：243×201×196(mm)
■本体乾燥質量：2.3kg ■排気量：25cm3　■始動方式：Softスタート 
■点火方式 ：フライホイールマグネト　■点火プラグ：CMR7H　
■燃料タンク容量：0.19L　■オイルタンク：0.14L
■3軸合成値：4.0m/s2　■チェンブレーキ：慣性作動式
■給油方式：クラッチ連動式オートオイラー ■ガイドバーサイズ：25cm　
■チェンタイプ ：25AP-60E ■ガイドバー種類 ：軽量カービングバー

希望小売価格
税抜￥71,000

チェンソーE2125TS/250C 税
抜59,800円
3/31 まで

エンジンチェンソー
期間限定
特別価格

圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
E2125TS/250C 排気量

25cm3
本体乾燥質量
2.3kg

税抜

税込
65,780円

※価格は全て税抜（外税）、送料別で表示しています。予告なくチラシ内容に変更が出る場合がございます。ご了承ください。


