
新ダイワ製品総合カタログ
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最新価格は
電子カタログで▶

★ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
★安全と快適作業のために やまびこ純正部品・純正アクセサリーをご使用ください。

（株）やまびこは一般社団法人JBRCに加盟し、リサイクルを実施しています。使用済みの小形充電式電池のリサイクルに御協力下さい。（http://www.jbrc.com）

安全に関するご注意
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IDG3100M
■単相100V  ■3.1kVA（50/60Hz）
■質量：168kg
希望小売価格（税込）¥897,600

IDG3100MC 
■単相100V  ■3.1kVA（50/60Hz）
■質量：179kg
希望小売価格（税込）¥961,400

EGY6000TE 
■三相200V：5.0/6.0kVA（50/60Hz）
■単相100V：1.5/1.5kVA （50/60Hz）
■質量：94kg
希望小売価格（税込）¥627,000

IEG900M-Y
■単相100V  ■0.9kVA（50/60Hz）
■質量：12.7kg
希望小売価格（税込）¥183,700

IEG2000M-Y 
■単相100V  ■2.0kVA（50/60Hz）
■質量：32kg
希望小売価格（税込）¥392,700

IEG2801M
■単相100V  ■2.8kVA（50/60Hz）
■質量：61kg
希望小売価格（税込）¥469,700

IEG900BG-M 
■単相0.9kVA（50/60Hz）
■質量：22kg
希望小売価格（税込）¥185,900

IEG2501
■単相100V  ■2.5kVA（50/60Hz）
■質量：29.5kg
希望小売価格（税込）¥299,200

IEG2500
■単相100V  ■2.5kVA（50/60Hz）
■質量：29kg
希望小売価格（税込）¥325,600

IEG4000M-Y 
■単相100V  ■ 4.0kVA（50/60Hz）
■質量：94kg
希望小売価格（税込）¥701,800

IEG5500M-Y
■単相100V：55A

単相100/200V：27.5A（50/60Hz）
■5.5kVA（50/60Hz） ■質量：97kg
希望小売価格（税込）¥770,000

IEG900PG-M 
■単相0.9kVA（50/60Hz）
■質量：20kg
希望小売価格（税込）¥207,900

IEG1601ME 
■単相100V  ■1.6kVA（50/60Hz）
■質量：22kg
希望小売価格（税込）¥259,600

IEG1600M-Y 
■単相100V  ■1.6kVA（50/60Hz）
■質量：20kg
希望小売価格（税込）¥276,100

IEG2800M
■単相100V  ■2.8kVA（50/60Hz）
■質量：68kg
希望小売価格（税込）¥493,900

IEG2201M-PG 
■単相2.2kVA（50/60Hz）
■質量：56kg
希望小売価格（税込）¥477,400

IEG1800M-Y 
■単相100V  ■1.8kVA（50/60Hz）
■質量：25kg
希望小売価格（税込）¥311,300

IEG1000-M
■単相100V  ■1.0kVA（50/60Hz）
■質量：21kg
希望小売価格（税込）¥180,400

EG2600 
■単相100V  ■2.2/2.6kVA（50/60Hz）
■質量：43kg
希望小売価格（税込）¥205,700

※市販(別売)のイワタニ
カセットボンベ( パワー
ゴールド、ジュニアを除
く)燃料を本体に装着
してご使用ください。

※LPガス容器の接続は
有資格者が行う必要
がある場合があります。
詳しくは最寄りのガス販
売店にご相談ください。

リコイル不要で
エンジンスタート

エンジン発電機小型

リチウムイオン蓄電池
（ポータブル電源）

ガ ス 一般発電機

インバータ発電機

三相発電機

ガソリン

ガソリン

ガソリン
ディーゼル

ブタンガス燃料 プロパンガス燃料 プロパンガス燃料

エレクトリックスタート

ＵＰＳ機能付 
オイルガード付

SLG2300
■ 定格出力：2.0kW  ■ バッテリー容量：2,264Wh
■出力ポート、AC100V、USB、DC12V 
■質量：27kg
希望小売価格（税込）¥385,000

リチウムイオンバッテリー
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SMB241LLG-F 
■ 40W×6灯、28,800lm
希望小売価格（税込）¥1,625,800

EMB306LIE-F 
■50W×6灯、40,800lm 
希望小売価格（税込）¥1,109,900

オイルガード、200Ｖ/400Ｖ切替機能付

DGM80BMK
■三相7/8kVA（50/60Hz）■単相３線
4.5/5kVA（50/60Hz） ■乾燥質量：335kg
希望小売価格（税込）¥1,435,500

DGM250MK
■三相20/25kVA（50/60Hz）
■単相３線12/15kVA（50/60Hz） 
■乾燥質量：625kg
希望小売価格（税込）¥3,716,900

DGM25MKC-D 
■三相20/25kVA（50/60Hz）
■単相３線12/15kVA（50/60Hz） 
■乾燥質量：680kg
希望小売価格（税込）¥4,037,000

DGM150BMK
■三相12.5/15kVA（50/60Hz）■単相３線
7.5/9kVA（50/60Hz） ■乾燥質量：405kg
希望小売価格（税込）¥2,433,200

DGM450MK
■三相37/45kVA（50/60Hz）
■単相３線22/27kVA（50/60Hz） 
■乾燥質量：1035kg
希望小売価格（税込）¥4,092,000

DGM130MK
■三相11/13kVA（50/60Hz）■単相３線
6.5/7.5kVA（50/60Hz） ■乾燥質量：570kg
希望小売価格（税込）¥2,494,800

DGM600MK
■三相50/60kVA（50/60Hz）
■単相３線30/36kVA（50/60Hz）
■乾燥質量：1170kg
希望小売価格（税込）¥4,964,300

DGM150UMK
■三相12.5/15kVA（50/60Hz）■単相３線
7.5/9kVA（50/60Hz） ■乾燥質量：680kg
希望小売価格（税込）¥2,868,800

DGM1000MI-D
■三相80/100kVA（50/60Hz）
■単相３線47/58kVA（50/60Hz） 
■乾燥質量：1950kg
希望小売価格（税込）¥7,771,500

PDGM1000I
■三相80/100kVA（50/60Hz）■単相３線
33/40kVA＜47/58kVA＞（50/60Hz）
■乾燥質量：1550kg
希望小売価格（税込）¥12,210,000

PDGM600I
■三相50/60kVA（50/60Hz）■単相３線
13.5/16kVA＜30/36kVA＞（50/60Hz）
■乾燥質量：1150kg
希望小売価格（税込）¥10,560,000

PDGM350Y
■三相30/35kVA（50/60Hz）■単相３線
8/10kVA（50/60Hz） ■乾燥質量：690kg
希望小売価格（税込）¥8,360,000

200Ｖ/400Ｖ切替機能付

DG1500MI3 
■ 三相125/150kVA（50/60Hz） ■ 乾燥質量：2210kg
希望小売価格（税込）¥9,548,000

SL430LIDG 
■250W×4灯、168,000lm
希望小売価格（税込）¥2,994,200

4灯

DG2201MI3 
■ 三相200/220kVA（50/60Hz） ■ 乾燥質量：3250kg
希望小売価格（税込）¥16,830,000

DG3001MK3 
■ 三相270/300kVA（50/60Hz） ■ 乾燥質量：4510kg
希望小売価格（税込）¥24,359,500

DG1250MI3 
■三相100/125kVA（50/60Hz）
■乾燥質量：1820kg
希望小売価格（税込）¥8,085,000

200Ｖ/400Ｖ切替機能付

オイルガード、200Ｖ/400Ｖ切替機能付

200Ｖ/400Ｖ切替機能付

三相3線式のPDGシリーズは
25kVA〜180kVAまで取り揃えています。
※＜　＞内は一般非常用の値です。

HTL305LF-M 
■9W×3灯、3,450lm
希望小売価格（税込）
¥85,800

3灯

SML211LBG 
■110W×2灯、22,000lm
希望小売価格（税込）¥920,700

2灯

SL430LIDG SML211LBG

SBL800LIDG-F 
■800W×1灯、130,000lm
希望小売価格（税込）¥2,762,100

SMB46EIE-9YF 
■ 400W×1灯、38,000lm
希望小売価格（税込）¥981,200

SBL134IDG-F 
■1000W×1灯、110,000lm
希望小売価格（税込）¥2,479,400

エンジン発電機（ディーゼル）

バルーン投光機 プロジェクター投光機

ハイブリッド投光機

大型

メタルハライド

[ 可搬形 ] 三相４線式 [ 防災設備用 ] マルチ発電機（三相・単相3 線同時出力）

[ 可搬形 ] マルチ発電機（三相・単相3線同時出力／切替不要）

２極

4 極

4 極

全光タイプ

LED

LED

LEDハイブリッド

SBL800LIDG-F

SMB241LLG-FEMB306LIE-F

※反射タイプもあります。

全光タイプ

メタルハライド
※反射タイプもあります。

バッテリー

ディーゼル

ディーゼル

バッテリー

ガソリン

ディーゼル

ディーゼル

ガソリン

バッテリー

SL223IDGC 
■ 400W×2灯、66,000lm
希望小売価格（税込）¥1,915,100

2灯
ディーゼル

SL433IDGC 
■ 400W×4灯、132,000lm
希望小売価格（税込）¥2,361,700

4灯
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DGW400MP-GSW     
■１台5役 ①CO2半自動溶接：340/350A（50/60Hz）

②手棒溶接：370/390A（50/60Hz）
③ガウジング：390/400A（50/60Hz）
④三相交流電源：12/15kVA（50/60Hz）
⑤単相交流電源：9/9kVA（50/60Hz） 

■質量：513kg
希望小売価格（税込）¥4,116,200

オイルガード付

DGT300MC-W   
〈TIG溶接〉■4〜300A
〈手棒溶接〉■4〜250A

■使用溶接棒：2.0〜5.0㎜
〈発電〉■単相3kVA(50/60Hz)

■質量：380kg
希望小売価格（税込）¥2,968,900

オイルガード付

HDW310M-IW     
〈溶接〉■20〜310A

■使用溶接棒：2.0〜6.0mm
〈発電〉■単相3.0kVA(50/60Hz)

■質量：344kg
希望小売価格（税込）¥3,492,500

オイルガード付

EGW2800MI  
〈溶接〉■DC40〜135A ■ 使用溶接棒：2.0〜3.2mm
〈発電〉■単相100V ■2.8kVA（50/60Hz）

■質量：61kg
希望小売価格（税込）¥546,700

DGW4X2DM-W    
〈溶接〉■（1人）75〜320/95〜340A

（2人）40〜185/50〜195A
■ 使用溶接棒：（1人）2.6〜6.0mm（2人）2.0〜4.0mm

〈発電〉■三相10.4/11.4kVA、
単相8.3/9.1kVA（50/60Hz）  

■質量：367kg
希望小売価格（税込）¥2,458,500

オイルガード付

DGW400DMC-W    
〈溶接〉■（1人）95〜390/110〜400A

 （2人）50〜200/60〜210A
■ 使用溶接棒：（1人）2.6〜8.0mm（2人）2.0〜4.0mm

〈発電〉■ 三相12.0/15.0kVA、単相9.0/9.9kVA（50/60Hz） 
■質量：396kg
希望小売価格（税込）¥3,056,900

DGW400DMC-RCW    
〈溶接〉■（1人）95〜390/110〜400A

（2人）50〜200/60〜210A
■ 使用溶接棒：（1人）2.6〜8.0mm（2人）2.0〜4.0mm

〈発電〉■三相12.0/15.0kVA、
単相9.0/9.9kVA（50/60Hz）  

■質量：396kg
希望小売価格（税込）¥3,181,200

DGW201M   
〈溶接〉■60〜180A/50〜200A

■使用溶接棒：2.0〜4.0mm
〈発電〉■単相100V ■ 3.0/3.5kVA（50/60Hz）

■質量：212kg
希望小売価格（税込）¥1,247,400

DGW300M   
〈溶接〉■ 35〜280/40〜300A・エコ30〜280A/30〜300A

■ 使用溶接棒：2.0〜6.0mm・エコ2.0〜6.0mm
〈発電〉■ 三相8kVA/9.9kVA、単相6.4kVA/8kVA（50/60Hz）

■質量：270kg
希望小売価格（税込）¥1,809,500

EGW160M-I  
〈溶接〉■DC30〜160A ■ 使用溶接棒：2.0〜3.2mm
〈発電〉■単相100V ■3.2kVA（50/60Hz）

■質量：79kg
希望小売価格（税込）¥693,000

EGW190M-I   
〈溶接〉■DC30〜190A ■ 使用溶接棒：2.0〜4.0mm
〈発電〉■100V ■3.5kVA（50/60Hz）

■質量：96kg
希望小売価格（税込）¥859,100

EGW135 
〈溶接〉■DC40〜135A ■ 使用溶接棒：2.0〜3.2mm
〈発電〉■100V ■1.8kVA（50/60Hz）

■質量：49kg
希望小売価格（税込）¥513,700

EGW190M-IRC 
〈溶接〉■DC30〜190A ■ 使用溶接棒：2.0〜4.0mm
〈発電〉■単相100V ■3.5kVA（50/60Hz）

■質量：97kg ※リモコン収納ボックス付の場合：99.4㎏

希望小売価格（税込）¥983,400

EGW190M-IST  
〈溶接〉■DC30〜190A ■ 使用溶接棒：2.0〜4.0mm
〈発電〉■単相100V:2.5kVA×2（50/60Hz）、

単相200V:5.0kVA(50/60Hz)
■質量：100kg
希望小売価格（税込）¥902,000

EW130  
■ 溶接：DC40〜130A
■ 使用溶接棒：2.0〜3.2mm
■質量：34kg
希望小売価格（税込）¥270,600

EW130D  
■ 溶接：DC40〜130A
■ 使用溶接棒：2.0〜3.2mm
■質量：34.5kg
希望小売価格（税込）¥299,200

SBW140L-MF  
■110A・150A（切替）
■ 使用溶接棒：2.6〜3.2mm
■ 単相100V ■330VA（50/60Hz）
■質量：33kg
希望小売価格（税込）¥323,400

SBW130D  
■80A・130A（切替）
■ 使用溶接棒：2.0〜3.2mm
■ 単相100V ■1.5kVA（50/60Hz）
■質量：60kg
希望小売価格（税込）¥301,400

SBW170D   
■出力切替：（本数アップ）150A
　（特性アップ）80A・140A・170A（切替）
■ 使用溶接棒：2.0〜4.0mm
■ 単相100V ■1.5kVA（50/60Hz）
■質量：79kg
希望小売価格（税込）¥410,300

STW202D  
■単相200V
■7.3kVA［4.8kW］（50/60Hz）
■ 溶接電流：・直流 TIG 5〜200A
                 ・手棒 5〜150A
■ 使用率：20％ ■ 質量：9kg
希望小売価格（税込）¥674,300

STW202A 
■単相200V
■7.3kVA［5.4kW］（50/60Hz）
■ 溶接電流：・交流 TIG 10〜200A
                 ・直流 TIG 4〜200A
■ 使用率：25％ ■ 質量：15kg
希望小売価格（税込）¥829,400

ワイヤレスリモコン付
単相3線出力端子付

エンジンスタータ＆バッテリー充電機能付

点付け溶接専用

Φ6㎜ 一人用の
DGW340M-W
もあります。

インバータ発電
付の（-IW）もあり
ます。

在庫確認

ガソリンエンジン発電機兼用溶接機

ディーゼルエンジン発電機兼用溶接機

バッテリー溶接機 電気TIG溶接機

溶接専用機

スーパーウェルダー TIG溶接機ハイブリッド溶接機 炭酸ガス溶接機

オイルガード付
オイルガード付

マルチマイティ

在庫確認

ワンダスティック
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EC90   
■最大切込深さ：70mm
■ 排気量：35.5cm3  ■質量：7.5kg 
希望小売価格（税込）¥278,300

φ226mmブレード付

EC7412S-CD  
■最大切込深さ：110mm
■ 排気量：73.5cm3  ■質量：9.7kg 
希望小売価格（税込）¥377,300

φ320mmブレード付

ECD7412S-CD 
■最大切込深さ：130mm
■ 排気量：73.5cm3  ■質量：12.7kg 
希望小売価格（税込）¥509,300

ECD7414S-CD  
■最大切込深さ：150mm
■ 排気量：73.5cm3  ■質量：12.6kg 
希望小売価格（税込）¥539,000

ECLD7412S-CD  
■最大切込深さ：130mm
■ 排気量：73.5cm3  ■質量：13.1kg 
希望小売価格（税込）¥529,100

ECL7412S-CD  
■最大切込深さ：110mm
■ 排気量：73.5cm3  ■質量：10.2kg 
希望小売価格（税込）¥391,600

ECL7414S-CD   
■最大切込深さ：130mm
■ 排気量：73.5cm3  ■質量：10.6kg 
希望小売価格（税込）¥422,400

EC7414S-CD   
■最大切込深さ：130mm
■ 排気量：73.5cm3  ■質量：10.1kg 
希望小売価格（税込）¥408,100

φ360mmブレード付

φ320mmブレード付

MCD260Ⅱ-CD   
■最大切込深さ：100mm
■単相100V  ■15A  ■質量：9.8kg 
希望小売価格（税込）¥361,900

φ260mmブレード付

φ360mmブレード付

φ320mmブレード付 φ320mmブレード付 φ360mmブレード付

MCD305-CD   
■最大切込深さ：122mm
■単相100V  ■15A  ■質量：11kg 
希望小売価格（税込）¥435,600

φ305mmブレード付

エンジンカッター

電動カッター
集塵タイプ

混 合 燃 料

分 離 潤 滑

集塵タイプ

集塵タイプ

ガソリンと 2 サイクルオイルを自動混合する分離潤滑装置搭載

スタンダードタイプ

スタンダードタイプ

業界初※

12㌅or14㌅ブレード装着可能
※ダイヤモンドブレード専用の集塵式エンジンカッター
　において（2020年10月調べ）ダイヤモンドブレード専用

ダイヤモンドブレード専用

ダイヤモンドブレード専用

ダイヤモンドブレード&レジノイド砥石

ダイヤモンドブレード&レジノイド砥石
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ケガキ線合わせ楽々!

 

 

特に、角パイプやＣチャンネル、アングルなど、縦幅と横幅で切削長が大きく変化する
材料に効果を発揮します。

粗いのこ刃でも薄肉材の切断が可能です。
オイルシリンダー切込みスピード調整式はスプリング荷重調整式に比べ、のこ刃の
切込みスピードが設定できるため、刃底に落ち込まず、粗い刃でも薄肉材を切断する
ことができます。

フレーム
可動ボタン

刃の底まで落下薄肉切断材
ゆっくりとした
切込みスピード

刃底に
落ちない

切込みスピード
調整ダイヤル

●フレーム可動ボタンで上げ下げが
素早く行えます。

　一般的な従来のオイルシリンダー式
ではフレームが素早く上げられない欠
点を解決しました。（特許取得済）
●任意の位置でフレームが固定でき
ます。フレーム可動ボタンを離すと、
その位置で止まります。

※従来機比（RB18)：□１００㎜パイプで約４０％、φ６“ライニング管で約２０％のカット数増。

よりスピーディーで高精度な切断に加え、のこ刃1本の切断カット数アップ※も
実現しました。

L120S-N   
■ 最大切断：φ100mm □70×100/200×60mm
■単相100V  ■15A  ■質量：14kg
希望小売価格（税込）¥66,000

L140S-N   
■ 最大切断：φ120mm □90×110/200×80mm
■単相100V  ■15A  ■質量：15.5kg
希望小売価格（税込）¥72,600

L150   
■ 最大切断：φ145mm □150×100mm
■三相200V  ■12/10A（50/60Hz） 
■質量：32kg
希望小売価格（税込）¥269,500

RB18
■最大切断：φ185mm □175mm
■単相100V  ■ 4.8/4.4A（50/60Hz）
■200W  ■質量：54kg
希望小売価格（税込）¥385,000

RB18-CV
■最大切断：φ180mm □150mm
■単相100V  ■ 4.8/4.4A（50/60Hz）
■200W  ■質量：47kg
希望小売価格（税込）¥324,500

RBH120
■最大切断：φ120mm □115mm
■単相100V  ■7.0A  ■質量：6.5kg
希望小売価格（税込）¥136,400

RB180FV-HA
■最大切断：φ185mm □175mm
■単相100V  ■ 4.8/4.4A  ■200W
■質量：52kg
希望小売価格（税込）¥487,300

LA120-C  
■最大切断：φ115mm □90×90mm
■単相100V  ■15A  ■質量：17.5kg
希望小売価格（税込）¥100,100

B18NⅡ-D
■最大切込み深さ：60mm  ■単相100V
■14A  ■質量：4.3kg
希望小売価格（税込）¥154,000

B11N-F  
■最大切込み深さ：21mm  ■単相100V
■6.5A  ■質量：2.7kg
希望小売価格（税込）¥84,700

B18NⅡ-F  
■最大切込み深さ：60mm  ■単相100V
■14A  ■質量：4.4kg
希望小売価格（税込）¥93,500

コンター機能付

RB180FV
■最大切断：φ185mm □175mm
■単相100V  ■ 4.8/4.4A（50/60Hz）
■200W  ■質量：49kg
希望小売価格（税込）¥397,100

RB120FV
■最大切断：φ120mm □105mm
■単相100V  ■ 4.8/4.4A（50/60Hz）
■200W  ■質量：22kg
希望小売価格（税込）¥258,500

RB120CV
■最大切断：φ120mm □95mm
■単相100V  ■ 4.8/4.4A（50/60Hz）
■200W  ■質量：20kg
希望小売価格（税込）¥242,000

コンター機能付 コンター機能付 コンター機能付

鉄工用チップソー付

鉄工用チップソー付

LA305-C  
■最大切断：φ118.3mm □90×90mm
■単相100V  ■15A  ■質量：19.5kg
希望小売価格（税込）¥148,500

鉄工用チップソー付
鉄工用チップソー付

バンドソー

チップソーカッター

ライトカッター

防塵カッター
集塵タイプ

オイルシリンダー切込みスピード調整式

スプリング荷重調整式

2段変速 [ 低速/高速 ]

コンクリート用ブレード付レジノイド砥石付 レジノイド砥石付
レジノイド砥石付
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JE730MCV-Y310A 
■ 吐出圧力：6.9MPa  ■ 吐出量：30L/min  ■ 質量：88kg
希望小売価格（税込）¥936,100

JE730MC-Y310A 
■ 吐出圧力：6.9MPa  ■ 吐出量：30L/min  ■ 質量：86kg
希望小売価格（税込）¥909,700

JE730MCV-Y320A 
■ 吐出圧力：6.9MPa  ■ 吐出量：30L/min  ■ 質量：88kg
希望小売価格（税込）¥950,400

JE730MC-Y320A 
■ 吐出圧力：6.9MPa  ■ 吐出量：30L/min  ■ 質量：86kg
希望小売価格（税込）¥924,000

JE730MCV-Y420A 
■ 吐出圧力：6.9MPa  ■ 吐出量：30L/min  ■ 質量：88kg
希望小売価格（税込）¥972,400

JE730MC-Y420A 
■ 吐出圧力：6.9MPa  ■ 吐出量：30L/min  ■ 質量：86kg
希望小売価格（税込）¥946,000

JE1514MD-Y330B 
■ 吐出圧力：14.7MPa
■ 吐出量：13.6L/min
■質量：86kg
希望小売価格（税込）¥887,700

JE1514MDV-Y330B 
■ 吐出圧力：14.7MPa
■ 吐出量：13.6L/min
■質量：88kg
希望小売価格（税込）¥915,200

JE530T-E 
■ 吐出圧力：4.9MPa
■ 吐出量：28L/min  ■質量：82kg
希望小売価格（税込）¥861,300

JEM820S-E320LA 
■ 吐出圧力：7.8MPa
■ 吐出量：20L/min  ■質量：50.5kg
希望小売価格（税込）¥650,100

JEM1512S-E320HA 
■ 吐出圧力：14.7MPa
■ 吐出量：12L/min  ■質量：50.5kg
希望小売価格（税込）¥633,600

SP451 
■ 全揚程：8m  
■最大吐出量：100L/min
■単相100V  ■ 400W
■質量：12kg 
希望小売価格（税込）
¥60,500

GPF5001-GP 
■ 全揚程：27m  
■最大吐出量：620L/min
■出力：3.6kW
■質量：24.1kg 
希望小売価格（税込）
¥115,830

GPF4001-GP
■ 全揚程：35m  
■最大吐出量：350L/min
■出力：3.6kW
■質量：25.5kg 
希望小売価格（税込）
¥93,610

GP252 
■ 全揚程：35m  
■最大吐出量：115L/min
■出力：0.8kW 
■質量：5kg 
希望小売価格（税込）
¥47,520

口径50mmワンタッチカプラー付、口径50mmワンタッチカプラー付、口径40mmワンタッチカプラー付、口径25mm
JMH814P

JE730MCV

JE730MC

JM820P-320LA 
■ 吐出圧力：7.8MPa
■ 吐出量：15.7/18.8L/min（50/60Hz）
■ 三相200V  ■ 3.7kW  ■ 質量：103kg
希望小売価格（税込）¥878,900

JM2015P-320HA 
■ 吐出圧力：19.6MPa
■ 吐出量：11.3/13.6L/min（50/60Hz）
■ 三相200V  ■ 5.5kW  ■ 質量：121kg
希望小売価格（税込）¥990,000

JM530TP 
■ 吐出圧力：4.9MPa
■ 吐出量：30/36L/min（50/60Hz）
■ 三相200V  ■ 3.7kW  ■ 質量：124kg
希望小売価格（税込）¥811,800

JM706-R 
■ 吐出圧力：3〜7.5MPa
■ 吐出量：3.5〜6.0L/min
■ 単相100V  ■1450W  ■ 質量：8.4kg
希望小売価格（税込） オープン価格

JMH813 
■ 吐出圧力：3〜8MPa  ■ 吐出量：13L/min
■ 三相200V  ■2.2kW  ■ 質量：115kg
希望小売価格（税込）¥532,400

3/8”Ｘ20m、噴射ガン付

1/4”Ｘ10m
噴射ガン付

JMH814P 
■ 吐出圧力：7.8MPa  ■ 吐出量：14L/min
■ 三相200V  ■ 2.2kW  ■ 質量：152kg
希望小売価格（税込）¥1,018,600

3/8”Ｘ20m、噴射ガン付

JMH1512P 
■ 吐出圧力：14.7MPa  ■ 吐出量：12L/min
■ 三相200V  ■3.7kW  ■ 質量：174kg
希望小売価格（税込）¥1,411,300

3/8”Ｘ20m、噴射ガン付

JMH1018P 
■ 吐出圧力：9.8MPa  ■ 吐出量：18L/min
■ 三相200V  ■3.7kW  ■ 質量：174kg
希望小売価格（税込）¥1,251,800

3/8”Ｘ20m、噴射ガン付

JMH1210P 
■ 吐出圧力：11.7MPa  ■ 吐出量：10L/min
■ 三相200V  ■ 2.2kW  ■ 質量：152kg
希望小売価格（税込）¥1,034,000

JEY1010-L 
■ 吐出圧力：9.8MPa
■ 吐出量：10L/min  ■ 質量：25kg
希望小売価格（税込）¥271,700

JEY1512 
■ 吐出圧力：14.7MPa
■ 吐出量：12L/min  ■ 質量：32kg
希望小売価格（税込）¥487,300

JEY1010 
■ 吐出圧力：9.8MPa
■ 吐出量：10L/min  ■ 質量：31kg
希望小売価格（税込）¥312,400

HMW-100 
■単相100V
■ 洗浄時間：45秒
■消費電力：850W
希望小売価格（税込） オープン価格

在庫確認

エンジン高圧洗浄機

電動高圧洗浄機

温水高圧洗浄機 ポンプ

温水高圧洗浄機

ヘルメット洗浄機

3/8”Ｘ30m、噴射ガン付

3/8”Ｘ10m、噴射ガン付

3/8”Ｘ20m、噴射ガン付

1/2”Ｘ20m、噴射ガン付

フレームタイプ

フレームタイプボディカバータイプ

防音タイプ

3/8”Ｘ20m、噴射ガン付

JEM730-E 
■ 吐出圧力：6.9MPa
■ 吐出量：30L/min  ■ 質量：49.5kg
希望小売価格（税込）¥617,100

セル付、3/8”Ｘ20m、噴射ガン付セル付、3/8”Ｘ20m、噴射ガン付 セル付、3/8”Ｘ20m、噴射ガン付

3/8”Ｘ30m、噴射ガン付

サイクロンストレーナ、3/8”Ｘ30m、噴射ガン付

サイクロンストレーナ、3/8”Ｘ10m、噴射ガン付

サイクロンストレーナ、3/8”Ｘ20m、噴射ガン付

サイクロンストレーナ、1/2”Ｘ20m、噴射ガン付

水タンク,セル付、1/2”Ｘ20m、噴射ガン付

1/4”Ｘ10m、噴射ガン付 1/4”Ｘ10m、噴射ガン付 3/8”Ｘ30m、噴射ガン付

JEY2015 
■ 吐出圧力：19.6MPa
■ 吐出量：15L/min  ■ 質量：59kg
希望小売価格（税込）¥806,300

3/8”Ｘ20m、噴射ガン付 水タンク付、1/2"×20m ホース10m、噴射ガン付
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E2125TS/250(200)SPS4
■エンジン：25cm3  ■質量：2.3kg　
■ 標準バー長さ：25cm（20cm）先細スプロケットノーズ

A4Sチェン
希望小売価格（税込）¥77,000(¥74,800)

E2038(G)SR/400TVP
■エンジン：38.4cm3  ■質量：4.5kg（4.7kg）
■ 標準バー長さ：40cm先端交換式スプロケットノーズ

95TXL
希望小売価格（税込）¥128,700(¥136,400)

E3073(G)DP/600TDP
■エンジン：73.5cm3  ■質量：6.7kg(6.9kg)
■ 標準バー長さ：60cm先端交換式スプロケットノーズ

73DPXチェン
希望小売価格（税込）¥279,400(¥293,700)

E2125TS/250(200)C
■エンジン：25cm3  ■質量：2.3kg　
■ 標準バー長さ：25cm（20cm）カービング 

25APチェン
希望小売価格（税込）¥81,400(¥79,200)

E3043(G)SP/450TBP
■エンジン：42.9cm3  ■質量：4.3kg（4.6kg）
■ 標準バー長さ：45cm交換式スプロケットノーズ

21BPXチェン
希望小売価格（税込）¥155,100(¥171,600)

E757RC/400
■エンジン：73.5cm3  ■質量：6.8kg　
■バー長さ：40cm(根切り専用) 

HG75D60E-30
希望小売価格（税込）¥381,700

E2125S/300SPS
■エンジン：25cm3  ■質量：2.6kg　
■ 標準バー長さ：30cmスプロケットノーズ

25APチェン
希望小売価格（税込）¥75,900

E1427S/300
■エンジン：26.9cm3  ■質量：3.1kg　
■ 標準バー長さ：30cmスプロケットノーズ

25APチェン
希望小売価格（税込）¥81,400

E1145(G)SP/450TBP
■エンジン：44.6cm3  ■ 質量：4.7kg（4.9kg）
■ 標準バー長さ：45cm先端交換式スプロケットノーズ

21BPXチェン
希望小売価格（税込）¥174,900(¥188,100)

E757RC/500W
■エンジン：73.5cm3  ■質量：6.8kg　
■バー長さ：50cm(根切り専用) 

HG75DX72E-36
希望小売価格（税込）¥393,800

E1060D/500TDP
■エンジン：59.8cm3  ■質量：6.2kg　
■ 標準バー長さ：50cm先端交換式スプロケットノーズ 

73DPXチェン
希望小売価格（税込）¥229,900

A101-Ⅱ-300
■消費電力：100V/900W  ■質量：3.2kg　
■ 有効切断長：285mm  チェン：91PX-45E
希望小売価格（税込）¥32,780

E2125TS/250SPS4

E2038SR/400TVP E3043SP/450TBP E1145SP/450TBP

E2125TS/250C

E350AV/400
■エンジン：35.5cm3  ■質量：4.9kg　
■ 標準バー長さ：40cmハードノーズ 

25APチェン
希望小売価格（税込）¥136,400

在庫確認

チェンソー

ルートカッター 電動チェンソー

E2235S/350
■エンジン：35.2cm3  ■ 質量：3.9kg　
■ 標準バー長さ：35cmスプロケットノーズ 

25APチェン
希望小売価格（税込）¥86,900

E3045S/450TX
■エンジン：45.0cm3  ■質量：5.0kg　
■ 標準バー長さ：45cmスプロケットノーズ

95TXLチェン
希望小売価格（税込）¥105,600

E2048S/400TBP
■エンジン：50.2cm3  ■質量：4.8kg　
■ 標準バー長さ：40cm先端交換式スプロケットノーズ 

21BPXチェン
希望小売価格（税込）¥114,400

E3034S-AC/350VX 
■エンジン：34.4cm3  ■質量：3.8kg　
■ 標準バー長さ：35cmスプロケットノーズ 

91VXLチェン
希望小売価格（税込）¥70,400

E2235S-S/350VX
■エンジン：35.2cm3  ■質量：4.0kg　
■ 標準バー長さ：35cmスプロケットノーズ 

91VXL
希望小売価格（税込）¥89,100

E2050(G)DS/480TBP
■エンジン：50.2cm3  ■ 質量：4.8kg（5.0kg）　
■ 標準バー長さ：48cmスプロケットノーズ 

21BPXチェン
希望小売価格（税込）¥188,100(¥201,300)
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肩掛け式

背負式

SSR2201-PT SSR2500-2T

RA3021-UT(PT,GT)
■エンジン：20.9cm3

■質量：3.6kg（3.4kg ,3.3kg）
■9インチチップソー
希望小売価格（税込）¥62,700

RA3023-PT(GT,UT)
■エンジン：22.8cm3

■質量：4.1kg（3.9kg ,4.4kg）
■10インチチップソー
希望小売価格（税込）¥69,300

RA3026-GT(UT,PT)
■エンジン：25.4cm3

■質量：4.1kg（4.5kg ,4.3kg）
■10インチチップソー
希望小売価格（税込）¥81,400

RM3025-2TD(2RD,PTD,GTD)
■エンジン：22.8cm3

■質量：4.6kg（4.5kg,4.3kg,4.2kg）
■10インチチップソー
希望小売価格（税込）¥82,500

RA3026-UTN2SSR2603-2T

RK2030-PT
■エンジン：28.1cm3  ■質量：9.2kg
■10インチチップソー
希望小売価格（税込）¥96,800

RM3025-PTD(2TD,GTD)15
■エンジン：22.8cm3

■質量：4.4kg（4.7kg ,4.3kg）
■10インチチップソー
希望小売価格（税込）¥84,150

RM3027-2TD(2RD,2WD,PTD,GTD)
■エンジン：25.4cm3

■質量：4.7kg（4.7kg,4.7kg,4.4kg,4.3kg）
■10インチチップソー
希望小売価格（税込）¥91,300

RM3027-GTD(2TD,PTD)15
■エンジン：25.4cm3

■質量：4.3kg（4.8kg ,4.5kg）
■10インチチップソー
希望小売価格（税込）¥92,950

RM3032-PTD(2RD,2WD,2TD)
■エンジン：30.5cm3

■質量：5.6kg（5.8kg,5.8kg,5.9kg）
■10インチチップソー
希望小売価格（税込）¥97,900

SSR2201-PT(2T)
■エンジン：21.2cm3

■質量：4.5kg（4.7kg）
■9インチチップソー
希望小売価格（税込） オープン価格

RM1036-2T
■エンジン：34.0cm3

■質量：6.7kg
■10インチチップソー
希望小売価格（税込）¥101,200

SSR2500-2T(PT)
■エンジン：25.4cm3

■質量：5.0kg（4.8kg）
■10インチチップソー
希望小売価格（税込） オープン価格

SSR2603-2T(PT)
■エンジン：25.4cm3

■質量：4.7kg（4.4kg）
■10インチチップソー
希望小売価格（税込） オープン価格

RA3026-UTN2(PTN2)
■エンジン：25.4cm3  ■質量：4.7kg（4.4kg）
■DS-5Aナイロンカッター
希望小売価格（税込）¥83,600

RK3023SS-PT
■エンジン：22.8cm3  ■質量：7.5kg
■10インチチップソー
希望小売価格（税込）¥93,500

　　　RM350-2E
■エンジン：33.6cm3

■質量：7.1kg
■10インチチップソー
希望小売価格（税込）¥128,700

在庫確認

刈払機

RM3027-GTD15RM3027-2TDRM3025-PTD15 RM3032-PTD

RA3026-GTRA3023-PTRA3021-UT RM3025-2TD

RK3026SS-PT
■エンジン：25.4cm3  質量：8.0kg
■10インチチップソー
希望小売価格（税込）¥100,100

RK1121-PT
■エンジン：20.9cm3  ■質量：6.2kg
■9インチチップソー
希望小売価格（税込）¥77,000

RK3023-PT
■エンジン：22.8cm3  ■質量：7.1kg
■10インチチップソー
希望小売価格（税込）¥85,800

RK3026-BW
■エンジン：25.4cm3  ■質量：7.7kg
■10インチチップソー
希望小売価格（税込）¥92,400
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背負タイプ

HT2211S-600B
■エンジン：21.2cm3  ■質量：4.3kg　
■ブレード長：580mm
希望小売価格（税込）¥84,920

HT2211S-750HB
■エンジン：21.2cm3  ■質量：4.6kg　
■ブレード長：710mm
希望小売価格（税込）¥89,100

HT2211S-1000B
■エンジン：21.2cm3  ■質量：4.7kg　
■ブレード長：955mm
希望小売価格（税込）¥100,980

ESK815-SC
■エンジン：21.2cm3  ■タンク容量：15L
■ 圧力：1.0〜1.1MPa(10〜11kgf/cm2）
希望小売価格（税込）¥57,090

ブレード長
710mmも
ございます

在庫確認

在庫確認

高枝プルーナ高枝ヘッジトリマー ヘッジプルーナ

高耐久ブレード

※電動ヘッジトリマーは
　含まれません

SH351W
■消費電力：100V/320W  ■質量：1.8kg　
■ブレード長：350mm
希望小売価格（税込）¥21,120

ヘッジトリマー

エンジン動力噴霧機

DH2211S-600T
■エンジン：21.2cm3  ■質量：4.7kg　
■ブレード長：580mm
希望小売価格（税込）¥80,520

HTK3023
■エンジン：22.8cm3  ■質量：8.7kg　
■ブレード長：732mm
希望小売価格（税込）¥122,100

P1025-250PX
■エンジン：22.8cm3  ■質量：4.8kg　
■ 切断長：250mm
希望小売価格（税込）¥103,400

AH230
■エンジン：22.5cm3  ■質量：5.7kg　
■ 有効刈幅：365mm
希望小売価格（税込）¥102,300

E1427S-300FBP
■エンジン：26.9cm3  ■質量：3.1kg　
■ガイドバー長さ：300mm
希望小売価格（税込）¥93,500

SH18-460
■消費電力：100V/450W  ■質量：3.1kg　
■ブレード長：460mm
希望小売価格（税込）¥52,800

電動ヘッジトリマー
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BHM80-DC3S
■エンジン：5.8kW（8.0PS）
■ 刈幅：650mm  ■ 刈高：フリー0〜80mm
希望小売価格（税込）¥867,900

SFM521
■最大処理径：300mm  ■最大処理長：490mm  
■モーター：100V/1.5kW  ■質量：39kg
希望小売価格（税込）¥126,500

WM-560D 
■単相100V
■ 最大吐出量：0.4/0.5L/min（50/60Hz）
■消費電力：310/350W（50/60Hz）
■ 噴霧量：0.4/0.5L/min  ■ 質量：44.7kg
希望小売価格（税込）¥440,000

季節商品につき在庫確認

水タンク一体型

モア 薪割機

ミスト

CFR300-M3
■エンジン：2.2kW（3.0PS）
■ 耕幅：500mm  ■ロータリー：一軸正逆転１段
希望小売価格（税込）¥212,300

CAR251-MU1
■エンジン：2.2kW（3.0PS）
■ 耕幅：540mm
希望小売価格（税込）¥125,840

CRR631-M1
■エンジン：4.6kW（6.3PS）
■ 耕幅：550mm  ■ロータリー：正逆転1段
希望小売価格（税込）¥287,100

管理機

パワーブロワ

EB3026
■エンジン：25.4cm3  ■質量：3.8kg　
■ 風量：12.9m3/分
希望小売価格（税込）¥61,600

EB221S
■エンジン：21.1cm3  ■質量：3.1kg　
■ 風量：10.0m3/分
希望小売価格（税込）¥69,300

EB263
■エンジン：25.4cm3  ■質量：3.6kg　
■ 風量：12.8m3/分
希望小売価格（税込）オープン価格

EBV262S
■エンジン：25.4cm3  ■質量：4.3kg　
■ 風量：10.9m3/分
希望小売価格（税込）オープン価格

EB590
■エンジン：58.2cm3 ■質量：9.4kg　
■ 風量：14.7m3/分
希望小売価格（税込）¥101,200

EB781
■エンジン：63.3cm3  ■質量：10.2kg　
■ 風量：21.5m3/分
希望小売価格（税込）¥127,050

EB3083
■エンジン：79.9cm3  ■質量：10.6kg　
■ 風量：30.3m3/分
希望小売価格（税込）¥151,250

在庫確認



新ダイワ製品総合カタログ
2023年 4月

最新価格は
電子カタログで▶

表紙の花写真：梨（左上）、桃（右上）、りんご（左下）、ミカン（右下）
◎掲載している写真は撮影および印刷の諸条件により、実際の色とは多少異なる場合があります。
◎記載の希望小売価格・仕様は2023年4月1日現在のものです。表示価格（税込）には消費税10％が含まれております。
◎記載の表示価格には配送費・付帯工事費・組立工賃・使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。別途、申し受けいたします。

★ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
★安全と快適作業のために やまびこ純正部品・純正アクセサリーをご使用ください。

（株）やまびこは一般社団法人JBRCに加盟し、リサイクルを実施しています。使用済みの小形充電式電池のリサイクルに御協力下さい。（http://www.jbrc.com）

安全に関するご注意

No.SD0001-9K202304

新ダイワブランド  
サイトはこちら▼

URL http://www.yamabiko-corp.co.jp/

北海道支社
東 北 支 社
東日本支社
中 部 支 社
西日本支社
九 州 支 社

011-891-2249（代）
022-288-0511（代）
0428-32-1091（代）
052-502-4111（代）
086-296-5911（代）
092-573-5361（代）　　

国内販売会社

営 業 本 部
〒198-0025 東京都青梅市末広町1-7-2

URL https://yamabiko-japan.co.jp/
０４２８－３２－６１８１（代）

詳しくは新ダイワブランドサイト［http://www.yamabiko-corp.co.jp/shindaiwa/］または、お買い求めいただいた販売店ならびに、やまびこジャパン（株）各支社にお問い合わせください。

このラベルが貼付された製品は（社）日本
陸用内燃機関協会が定めた排出ガス自
主規制に適合しています。


