
働きやすい楽しさをおとどけする

平成27年4月作成

530669

SINCE 1895

草刈機から防除機ま
でトータルに取り揃え

、

作業環境に応じた最
適機器をご提供いた

します。

ベテランの営業マンが、
お客様の立場にたって

最適機器をご提案いたします。
お気軽にご相談ください。

●仕様は製品改良のため､予告なく変更することがあります｡
●メーカー希望小売価格（税込：税率8％）は､予告なく価格変更することがありますのでご了承願います｡

〈カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください〉

特 約 店

丸山製作所では、
「グリーン＆クリーン」をテーマに

環境負荷低減活動に
取組んでいます。

このカタログは
環境に配慮した
植物油インクで
印刷しています。

北海道〔営〕☎（011）892-5251
帯　広〔事〕☎（0１５５）６６-９８０６
●東北支店
秋　田〔営〕☎（018）823-2201
北東北〔営〕☎（019）638-6071
南東北〔営〕☎（023）655-6531
宮　城〔事〕☎（023）655-6531
福　島〔営〕☎（0248）83-2241
●関東甲信越支店
北関東〔営〕☎（0289）76-5388
茨　城〔営〕☎（029）824-2191
千　葉〔営〕☎（0475）52-8711
新　潟〔営〕☎（0258）47-1451
甲　信〔営〕☎（0263）54-2824
山　梨〔出〕☎（055）298-4129
静　岡〔営〕☎（054）643-9541

●西日本支店
名古屋〔営〕☎（0568）23-6121
北　陸〔営〕☎（076）249-8480
大　阪〔営〕☎（072）634-5421
中　国〔営〕☎（082）962-6912
岡　山〔出〕☎（0868）54-3466
四　国〔営〕☎（0875）27-8000
●九州支店
福　岡〔営〕☎（0942）27-5866
熊　本〔営〕☎（096）380-6262
南九州〔営〕☎（099）243-8177
宮　崎〔事〕☎（0986）58-6008

量販店営業部 ☎（0475）55-3420
特　販　課 ☎（03）3252-2288

お客様相談窓口〈丸山サポートセンター〉      　 0120-898-114無料通話

●東日本統括部
東京・千葉営業所
メンテナンスグループ
東 北 営 業 所
●西日本統括部
西日本 営 業 所
西日本営業所〔名古屋事務所〕
九 州 営 業 所
量 販 店 推 進 課

●産機営業企画部
産機東北事務所
産機東京営業所
産機名古屋営業所
産機大阪営業所
産機九州事務所

☎（022）748-4515
☎（03）3252-2283
☎（0568）23-6248
☎（072）634-3741
☎（0942）27-5447

☎（0475）52-8755
☎（03）3252-2287
☎（022）748-4515

☎（072）634-3741
☎（0568）23-6226
☎（0942）27-5447
☎（0475）52-8755

働きやすい楽しさをおとどけする 高圧ポンプから精密洗浄装置までニーズに合わせてシステム設計

 本社/東京都千代田区内神田3-4-15 〒101-0047 TEL（03）3252-2281（営・代表）
http://www.maruyama.co.jp

本社/東京都千代田区内神田3-4-15 〒101-0047
http://www.maruyamaexcell.co.jp

【産機事業部代表】☎（03）3252-2283
【防災事業部代表】☎（0475）52-8755

産
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部
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丸山の造園緑地管理
機器
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Outdoor
Power

Equipment

名称
コードNo.
本体質量
充電時間
ソーチェン
ガイドバー

メーカー希望小売価格

kg
cm3

mm
（税込）
（税別）

チェンソー まずは手に取って、その良さをお確かめください。

ハイパワー
 ＆エコノミー
ハイパワー
 ＆エコノミー

MCV392D（16）
【エンジン排気量】38.2cm3

【本体質量】4.1kg
【ガイドバー】400mm（16″）
〈コードNo.389508〉
〈メーカー希望小売価格〉

¥101,520（税込）

MCV432D（18）
【エンジン排気量】42.9cm3

【本体質量】4.1kg
【ガイドバー】450mm（18″）
〈コードNo.389533〉
〈メーカー希望小売価格〉

¥152,280（税込）

MCV181BT
389519
2.5
22分

25AP/42E
115

¥61,560
¥57,000

【充電式】
MCV181BT
【充電時間】22分
【本体質量】2.5kg
【ガイドバー】115mm 
 〈メーカー希望小売価格〉

¥61,560（税込）

用途

作業内容

対象樹木（種類/太さ）

使用場所

使用者

機種名

MCV3101T（10）

MCV3100T（C）

MCV3101T（12）

MCV3100（12）

MCV3100（14）

MCV3100PW（14）

MCV3501（14）

MCV3501（16）

MCV392D（16）

MCV432D（18）

排気量（出力）

30cc

30cc

30cc

30cc

30cc

30cc

35cc

35cc

38cc

43cc

バー（インチ）

10

10

12

12

14

14

14

16

16

18

枝打ち

杉・檜/100mm

山林（植林地）

林業

○

○

果樹剪定

果樹/150mm

果樹園

果樹農家

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

庭木・街路樹剪定

各種/100mm

宅地・道路・公園等

農家・造園業者・役所

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

薪切り

各種/300mm

庭等

農家

○

○

○

○

○

○

◎

◎

間伐

杉・檜/200mm

山林（植林地）

農家・林業

◎

◎

◎

◎

地拵・伐採

雑木・ブッシュ/300mm

山林

林業プロ

◎

◎

地拵：植林用の新地を作るため
雑木・ブッシュなどを切り払う。
伐採：パルプ用などに雑木を切
り倒す。

良材生産のため枝を切り落と
し、木の曲がり・節の生成を防
止。

果樹の育成のための剪定。品
種切替えのために根元から切
ることも。

美観維持等の目的で立木の枝
を切り落とす。

風呂・ストーブなどの薪を作る。
玉切りが主体。

植林地の間引き。生育の悪い
木（太さ20cmくらいまで）を
切り倒す。

MCV3100（12）
【エンジン排気量】30.1cm3

【本体質量】3.4kg
【ガイドバー】300mm（12″）
〈コードNo.362771〉
〈メーカー希望小売価格〉

¥75,600（税込）

MCV3100（14）
【エンジン排気量】30.1cm3

【本体質量】3.4kg
【ガイドバー】350mm（14″）
〈コードNo.362772〉
〈メーカー希望小売価格〉

¥77,760（税込）

【10インチバー仕様】
MCV3101T(10)
【エンジン排気量】30.1cm3

【本体質量】3.2kg
【ガイドバー】250mm（10″）
〈コードNo.362789〉
〈メーカー希望小売価格〉

¥73,440（税込）

【12インチバー仕様】
MCV3101T(12)
【エンジン排気量】30.1cm3

【本体質量】3.2kg
【ガイドバー】300mm（12″）
〈コードNo.362790〉
〈メーカー希望小売価格〉

¥75,600（税込）

【カービングバー仕様】
MCV3100T(C)
【エンジン排気量】30.1cm3

【本体質量】3.1kg
【ガイドバー】250mm（10″）
  　　　　　カービングバー
〈コードNo.362709〉
〈メーカー希望小売価格〉

¥77,760（税込）

ガイドバーが
動き、ソーチェ
ンを張ります。

※PAT

チェンケース
ナットをゆる
め、ハンドガー
ドを手前に引
きます。

ソーチェン張りが
カンタン！ 
「eジャスト」

■チェンソーの用途と適合機種一覧　（◎最適/○適）

MCV3501（14）
【エンジン排気量】34.9cm3

【本体質量】4.2kg
【ガイドバー】350mm（14″）
〈コードNo.362793〉
〈メーカー希望小売価格〉

¥86,400（税込）

MCV3501（16）
【エンジン排気量】34.9cm3

【本体質量】4.2kg
【ガイドバー】400mm（16″）
〈コードNo.362792〉
 〈メーカー希望小売価格〉

¥88,560（税込）
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Outdoor
Power

Equipment刈払機 掲載商品の他にも取り揃えています。ご相談ください。

手元操作の自走式です。

軽量&
ecoエンジン搭載タイプ
MB248EU-DX
〈両手ハンドル〉
【エンジン排気量】24cm3

【本体質量】4.6kg
【チップソー】φ230mm
〈コードNo.364430〉
   〈メーカー希望小売価格〉

  ¥65,880（税込）

低振動＆
ecoエンジン搭載
MB261EU-DX
〈両手ハンドル〉
【エンジン排気量】26cm3

【本体質量】5.7kg
【チップソー】φ255mm
〈コードNo.364433
〈メーカー希望小売価格〉

¥72,360（税込）　

ハイパワーエンジン
搭載モデル!
MB328U-DX
〈両手ハンドル〉
【エンジン排気量】32cm3

【本体質量】6.2kg
【チップソー】φ255mm
〈コードNo.364464〉
〈メーカー希望小売価格〉

¥75,600（税込）

取り回しのよい
軽量タイプ
MBS231E
〈背負式ループハンドル〉
【エンジン排気量】23cm3

【本体質量】8.9kg
【チップソー】φ230mm
〈コードNo.364105〉
 〈メーカー希望小売価格〉

¥82,080（税込）　

ハイパワーエンジン
搭載モデル！
MBS328
〈背負式ループハンドル〉
【エンジン排気量】32cm3

【本体質量】8.7kg
【チップソー】φ255mm
〈コードNo.364176〉
〈メーカー希望小売価格〉

¥83,700（税込）　

プロ向けハード仕様
MB261ESU
〈両手ハンドル〉
【エンジン排気量】26cm3

【本体質量】5.8kg
【チップソー】φ255mm
〈コードNo.364296〉
 〈メーカー希望小売価格〉

¥82,080（税込）　　

MB301ESU
〈両手ハンドル〉
【エンジン排気量】30cm3

【本体質量】5.8kg
【チップソー】φ255mm
〈コードNo.364297〉
〈メーカー希望小売価格〉

¥84,240（税込）　　

乗用タイプ

走行タイプ

※上記は参考値です。（刃物：チップソー）　運転時間は対象物や作業状況によっては変わりますのでご了承ください。

草刈機

MGA135
【刈幅】800mm
【刈高】80mm（無段階調節）
【エンジン出力】12kW｛16PS｝
【刈刃方式】回転式/フリーナイフ
               （両面刃付）
〈コードNo.387576〉
〈メーカー希望小売価格〉

¥694,440（税込）

MGA165
【刈幅】880mm
【刈高】10～80mm（無段階調節）
【エンジン出力】11.9kW｛16PS｝
【刈刃方式】回転式/フリーナイフ
               （両面刃付）
〈コードNo.387084〉
〈メーカー希望小売価格〉

¥761,400（税込）

パワーや乗り心地だけではありません。

MGA187
【刈幅】975mm
【刈高】0～130mm（21段階）
【エンジン出力】13.4kW｛18.3PS｝
【刈刃方式】回転式/フリーナイフ
               （両面刃付）
〈コードNo.387455〉
 〈メーカー希望小売価格〉

¥861,840（税込）

MGA228
【刈幅】975mm
【刈高】0～150mm（21段階）
【エンジン出力】16.4kW｛22PS｝
【刈刃方式】回転式/フリーナイフ
               （両面刃付）
〈コードNo.387456〉
〈メーカー希望小売価格〉

¥894,240（税込）

MGA229
【刈幅】975mm
【刈高】0～150mm（21段階）
【エンジン出力】16.4kW｛22PS｝
【刈刃方式】回転式/フリーナイフ
               （両面刃付）
〈コードNo.387458〉
 〈メーカー希望小売価格〉

¥1,023,840（税込）

不整地に強い
クローラモア
MF-651
【刈幅：650mm
【刈高：0～80mm（無段階調節）
【エンジン出力:5.9kW｛8.0PS｝
〈コードNo.391063〉
〈メーカー希望小売価格〉

¥527,040（税込）

芝刈りから雑草刈りまで幅広く使える歩行モア
MGW620
【刈幅】620mm
【刈高】0～70mm（無段階調節）
【エンジン出力】4.6kW｛6.3PS｝
〈コードNo.387069〉
 〈メーカー希望小売価格〉

¥287,280（税込）

MGW721
【刈幅】700mm
【刈高】0～70mm（無段階調節）
【エンジン出力】5.1kW｛7.0PS｝
〈コードNo.387087〉
〈メーカー希望小売価格〉

¥332,640（税込）

※

4WD

草刈パワーベルト付

草刈パワーベルト付

草刈パワーベルト付

草刈パワーベルト

背負式タイプの
スタンダードモデル！
MBS261E
〈背負式ループハンドル〉
【エンジン排気量】26cm3

【本体質量】9.1kg
【チップソー】φ255mm
〈コードNo.364106〉
 〈メーカー希望小売価格〉

¥84,240（税込）　

モデル

MB248EU-DX

MB261ESU

MB261EU-DX

MB301ESU

MB328U-DX

MBS231E

MBS261E

MBS328

本体質量（kg）

4.6

5.8

5.7

5.8

6.2

8.9

9.1

8.7

エンジン排気量（cm3）

24

26

26

30

32

23

26

32

燃料タンク容量（L）

0.55

0.6

0.6

0.6

1.0

1.0

1.0

1.1

満タン運転時間（分）

80

90

90

90

70

120

120

80

管理緑地

◎

◎

◎

○

○

◎

◎

○

草地

△

◎

◎

◎

◎

△

◎

◎

山林

△

◎

○

◎

◎

△

◎

◎

※

※草刈パワーベルトはDX仕様にのみ標準付属します。
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Outdoor
Power

Equipmentヘッジトリマー 確かな腕には確かなツール。 エンジンブロワー現場の清掃や除塵作業に欠かせない一品。

チッパー

マルチカッター 作業機を付け替え、様々なシーンで活躍。

バキュームキット
（BL3210専用）を
ご用意しています。

〈コードNo.287745〉
〈メーカー希望小売価格〉

¥10,800（税込）　

最大粉砕径60mm
普及コンパクトタイプ！
HNJ-62ML
【エンジン】4.6kW（6.3PS）
【常用処理能力】1.3m3/h
〈コードNo.389532〉
〈メーカー希望小売価格〉

¥600,480（税込）

最大粉砕径110mm
オールランドタイプ
HNJ-82B
【エンジン】5.8kW（8.0PS）
【常用処理能力】1.6m3/h
〈コードNo.389537〉
〈メーカー希望小売価格〉

¥1,058,400（税込）

大型ホッパーと大型ローラで
取込性能が大幅に向上!
SR3000-2
【最大粉砕径】180mm
【エンジン】22.3kW（30.3PS）
               ディーゼルエンジン
〈コードNo.714690〉
 〈メーカー希望小売価格〉

¥3,645,000（税込）

セル
付

最大粉砕径130mm
本格仕様＆高性能の上位モデル！
MDC-132B
【エンジン】9.5kW（13.0PS）
【常用処理能力】4.0m3/h
〈コードNo.389516〉
〈メーカー希望小売価格〉

¥1,447,200（税込）

取り回しに便利なハンディタイプ！
BL3210
【エンジン排気量】30.1cm3

【本体質量】4.6kg
【風量※】13m3/min
【風速】40.7m/sec
〈コードNo.395812〉
〈メーカー希望小売価格〉

¥64,800（税込）

枝打ちした多量の木もこれで容積縮小、そしてリサイクル。

形式

HNJ-62ML
HNJ-82B
MDC-132B

1.3

1.6

4

◎

◎

◎

△

◎

◎

◎

◎

60

110

130

最大粉砕径
（mm）

常用処理能力
（m3/h）

果樹剪定枝
（生木）

繊維質の強い枝
（梅、桃、桑、等）

竹
（乾燥）

※1）枝の乾燥状況により最大粉砕径は変わりますので、目安としてご使用ください。
※2）枝の乾燥状況により処理能力は変わりますので、目安としてご使用ください。

作業機を付け替え
様々なシーンで活躍します。
MC2600RS
エンジン排気量：26cm3

〈コードNo.363790〉
〈メーカー希望小売価格〉

¥55,080（税込）　

MC
-T（
カル
チ）

〈コードNo.363854〉
〈メーカー希望小売価格〉

¥32,400（税込）

MC
-P（
プル
ーナ
ー）

〈コードNo.363855〉
〈メーカー希望小売価格〉

¥38,880（税込）

〈コードNo.363853〉
〈メーカー希望小売価格〉

¥44,280（税込）

MC
-S（
ナイ
ロン
カッ
ター
）

〈コードNo.363852〉
〈メーカー希望小売価格〉

¥21,600（税込）

 MC
-HT
S（ト
リマ
ー）

玉造に最適な両刃タイプ！
リターン式ハンドル採用。
両刃タイプヘッジトリマー
MHT235DS-60R
【エンジン排気量】23cm3

【本体質量】4.7kg
【刈幅】550mm
〈コードNo.362286〉
〈メーカー希望小売価格〉

¥68,040（税込）

生垣に便利な片刃タイプ！
片刃タイプヘッジトリマー
MHT230S-75
【エンジン排気量】23cm3

【本体質量】5.4kg
【刈幅】700mm
〈コードNo.362188〉
   〈メーカー希望小売価格〉

  ¥78,840（税込）

スプリング防振機構採用！
玉造に便利な両刃タイプ。
低振動ヘッジトリマー
MHT235DSV-60R
【エンジン排気量】23cm3

【本体質量】5.2kg
【刈幅】550mm
〈コードNo.362287〉
〈メーカー希望小売価格〉

¥73,440（税込）

ワンタッチで
ハンドルを左
右90°回転さ
せることがで
きます。

ワンタッチで
ハンドルを左
右90°回転さ
せることがで
きます。スプ

リング防振機構

お求めやすいショルダータイプ！
GKBL3500
【エンジン排気量】30.1cm3

【本体質量】6.2kg
【風量※】8.5m3/min
【風速】59m/sec
〈コードNo.395834〉
〈メーカー希望小売価格〉

¥60,480（税込）

ハイパワーを実現！
トリガー式スロットルレバー採用！
BL8500SP
【エンジン排気量】64.7cm3

【本体質量】9.5kg
【風量※】20.3m3/min
【風速】90.7m/sec
〈コードNo.395845〉
 〈メーカー希望小売価格〉

¥111,240（税込）

※風量はエンジン定格回転時の送風性能測定値です。

※1 ※2

ブロア
ー付

ブロア
ー付
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Outdoor
Power

Equipment背負式防除機 タイプが選べる背負式お手軽防除機。 セット動噴タイプが選べる手軽な防除機。

MSE-51H
【質量】33.6kg
【エンジン】25cm3（4サイクル）
【薬剤タンク容量】50L
【吸水量】7.5L/min
【噴霧ホース】φ6mm×50m
【ノズル】スーパージェットミニ（M型）噴口
〈コードNo.353015〉
〈メーカー希望小売価格〉

¥153,360（税込）

人力防除機

背負動噴（エンジンタイプ）

バッテリー動噴

背負動噴（バッテリータイプ）

MHD15P
【薬剤タンク容量】15L
【圧力】0.3～0.5MPa
         ｛3～5kgf/cm2｝
【ノズル】縦型2頭口・
           グラッパー（除草剤用）
〈コードNo.388336〉
 〈メーカー希望小売価格〉

¥17,820（税込）

MSB1500Li
【薬剤タンク容量】15L
【連続作業時間】0.75～5h
【最高圧力】1.0MPa
               ｛10kgf/cm2｝
【ノズル】ワイドノズル2頭口・
　　　  除草ノズル
〈コードNo.353036〉
〈メーカー希望小売価格〉

 ¥79,920（税込）

スイン
グ

タンク
スイン

グ

タンク

スイン
グ

タンク

MS2200BLi-15
【薬剤タンク容量】15L
【連続作業時間】0.67～5h
【最高圧力】2.0MPa｛20kgf/cm2｝
【ノズル】ワイドノズル2頭口・
           マルみえーるノズル
〈コードNo.353063〉 
〈メーカー希望小売価格〉

¥99,360（税込）

MS039D-15
【エンジン】19.8cm3（2サイクル）
【薬剤タンク容量】15L
【圧力】～0.8MPa｛～8kgf/cm2｝
【ノズル】ワイドノズル1頭口・
           除草ノズル
〈コードNo.353001〉
〈メーカー希望小売価格〉

¥69,768（税込）

形式

MS029M
MS029MR
MS2200B-TR50
MS072EHR-A
MSE-51H

可動方式

手持式

手持式

手押式

手持式

手押式

最高圧力
（MPa{kgf/cm2}）

モーターor
エンジン

吸水量
（L/min）

庭木 住宅地 公園・緑地 低い街路樹

モーター［AC100V］

モーター［AC100V］

モーター

エンジン

エンジン

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

△

△

3.5{35}

3.5{35}

2{20}

3{30}

3{30}

2.9/3.5（50/60Hz）

2.9/3.5（50/60Hz）

2.2

7.1

7.5

MS029M
【質量】8.5kg
【モーター】250W/100V
【吸水量】2.9/3.5L/min（50/60Hz）
【最高圧力】3.5MPa｛35kgf/cm2｝
【噴霧ホース】φ7.5mm×10m
【ノズル】ペットズームノズル
〈コードNo.353719〉
〈メーカー希望小売価格〉

¥56,160（税込）

MS029MR
【質量】13kg
【モーター】250W/100V
【吸水量】2.9/3.5L/min（50/60Hz）
【最高圧力】3.5MPa｛35kgf/cm2｝
【噴霧ホース】φ6mm×20m
【ノズル】ペットズームノズル
〈コードNo.353718〉
〈メーカー希望小売価格〉

¥75,600（税込）

MS072EHR-A
【質量】12.3kg
【エンジン】25cm3（4サイクル）
【吸水量】7.1L/min
【最高圧力】3.0MPa｛30kgf/cm2｝6段切替
【噴霧ホース】φ6mm×50m
【ノズル】自在ノズル、除草DLノズル
〈コードNo.353651〉
 〈メーカー希望小売価格〉

¥136,080（税込）

MS2200B-TR50
【質量】34.6kg
【薬剤タンク容量】50L
【連続作業時間】45～420分
【充電時間】4時間
【吸水量】2.2L/min
【最高圧力】2.0MPa｛20kgf/cm2｝
【噴霧ホース】φ6mm×50m
【ノズル】ワイドノズル2頭口、除草ノズル
〈コードNo.353030〉
 〈メーカー希望小売価格〉

¥177,120（税込）

※インバータ発電機以外の発電機の使用はできません。

※

※
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Outdoor
Power

Equipment洗浄機 外壁や作業機の洗浄など様々なシーンで活躍。長時間作業に最適。

肥料散布機 粒状肥料が散布できます。

発電機 電源のない屋外でとても便利!

最高圧力
（MPa{kgf/cm2}）

モーターor
エンジン

吸水量
（L/min）

庭木 住宅地 公園・緑地 街路樹

エンジン

モーター

エンジン

エンジン

エンジン

○

○

○

○

○

△

○

△

△

△

○

○

○

○

○

○

△

○

○

○

3.5{35}

3.5{35}

4{40}

5{50}

5{50}

14.5

7.2/8.6（50/60Hz）

25

30

30

MS171EMRA
【質量】46kg
【エンジン】1.6kW
【吸水量】14.5L/min
【最高圧力】3.5MPa｛35kgf/cm2｝
【噴霧ホース】φ7.5mm×30m
〈コードNo.358119〉
〈メーカー希望小売価格〉

¥345,600（税込）

MSV415R2SL（8.5）
【質量】135kg
【エンジン】3.4KW
【吸水量】30L/min
【最高圧力】5.0MPa｛50kgf/cm2｝
【噴霧ホース】φ8.5mm×130m
〈コードNo.358416〉
〈メーカー希望小売価格〉

¥630,720（税込）

MSA415R4C-1（10）
【質量】170kg
【エンジン】3.4kW
【吸水量】30L/min
【最高圧力】5.0MPa｛50kgf/cm2｝
【噴霧ホース】φ10mm×130m
〈コードNo.358477〉
 〈メーカー希望小売価格〉

¥845,640（税込）

MS171MCRA
【質量：】50kg
【モーター】750W/100V
【吸水量】7.2/8.6L/min（50/60Hz）
【最高圧力】3.5MPa｛35kgf/cm2｝
【噴霧ホース】φ7.5mm×30m
〈コードNo.358118〉
〈メーカー希望小売価格〉

¥345,600（税込）

CSH-95-1
【質量】96kg
【エンジン】2.3kW
【薬剤タンク容量】90L
【吸水量】25L/min
【噴霧ホース】φ8.5mm×30m×2本
【 ノズル】鉄砲噴霧口×2本
〈コードNo.318136〉
〈メーカー希望小売価格〉

¥672,840（税込）

セット動噴

MSW912H
【最高圧力】9MPa｛90kgf/cm2｝
【吐出量】720L/h
【モータ】2.2kW/200V
〈コードNo.316090（50Hz）〉
〈コードNo.316091（60Hz）〉
〈メーカー希望小売価格〉

¥496,800（税込）

エンジン防音型
高圧洗浄機
MKF1513GB
【最高圧力】15MPa｛150kgf/cm2｝（調圧可能）
【吸水量】13.0L/min
〈コードNo.367153〉
〈メーカー希望小売価格〉

¥518,400（税込）

機能重視の実力派!
MGH24
AVR発電機
【定格出力】2000/2400W（50/60Hz）
【連続運転時間】10.0h/8.0h（50/60Hz）
〈コードNo.391066（50Hz）〉
〈コードNo.391067（60Hz）〉
〈メーカー希望小売価格〉

¥90,720（税込）

パソコンにも使える
高品位出力と
低騒音・省燃費を実現
MGi25
インバーター発電機
【定格出力】2500W（50/60Hz）
【連続運転時間】18.5h～7.0h
　　　  ｛1/4負荷時～定格、h｝
〈コードNo.391065〉
〈メーカー希望小売価格〉

¥221,400（税込）

乾燥堆肥・米ぬか等、バーク堆肥なども散布可能
MMB-103
【ホッパ容量】100L
〈コードNo.391237〉
〈メーカー希望小売価格〉

¥523,800（税込）

最高圧力15MPa！
エンジンタイプ
MSW1511S-2 
【最高圧力】15MPa
        ｛150kgf/cm2｝（調圧可能）
【吸水量】11L/min
〈コードNo.316163〉
〈メーカー希望小売価格〉

¥193,320（税込）

本格派！ 100Ｖモータタイプ
MKW807MD
【最高圧力】8.0/7.0MPa｛80/70kgf/cm2｝（50/60Hz）
【吸水量】5.5/6.8L/min
〈コードNo.316168（50Hz）〉〈コードNo.316167（60Hz）〉
〈メーカー希望小売価格〉

¥70,200（税込）

DXまくぞー君
【タンク容量】20L
【質量】1.8kg
〈コードNo.388059〉
〈メーカー希望小売価格〉

¥17,280（税込）

MG10L（手動式）
【タンク容量】10L
【質量】2kg
〈コードNo.388060〉
〈メーカー希望小売価格〉

¥11,340（税込）

MKW728B
【最高圧力】6.5MPa｛65kgf/cm2｝
【吸水量】27L/min
〈コードNo.316174〉
〈メーカー希望小売価格〉

¥334,800（税込）

形式

MS171EMRA
MS171MCRA
CSH-95-1
MSV415R2SL（8.5）
MSA415R4C-1（10）

可動方式

手押式

手押式

手押式

自走式

自走式
※音が静かなモーター式は住宅地に最適です。

※

※

※

※

〈コードNo.638850〉
〈メーカー希望小売価格〉¥14,040（税込）　

街路樹の消毒に便利 [ミニ遠距離鉄砲口]
18～21.5L/min：3MPa

車両・機械の
お手入れに！
定置温水タイプ
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