40V MAX＊コードレスツールシステム
Vol.2

Oregon® コードレスツールシステム
即時起動

快適性と制御

低騒音

•スターターを引く手間要らず
•暖機運転不要
•ガソリンの混合不要

•人間工学設計

•エンジンと比較して静か

•軽量とバランス性
•振動が少ない

•切断・刈り込み作業も静か
•起動が早く、長く操作できる

ゼロ・エミッション

ダウンタイムが少ない

•環境に優しい

•エンジンと比較してメンテナンスが容易

•ガソリン臭がしない

生垣の刈込

HT600

EX600

庭の清掃
HT250

EG600
※日本での取り扱いはありません。

BL300

＊作業負荷なしで測定された完全充電バッテリー電圧は40Vです。
公称電圧は、使用されるバッテリーに応じて36ボルトまたは37ボルトになります。
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優れた庭がここから始まる
一つのバッテリーで、
一つの強力なシステム

CS300

木の切断
PS250
EX600
PS600

草刈り
ST275-GSL

ST600

LM300

LM400

コードレスツールシステム
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リチウムイオンバッテリーパック
Oregon®バッテリーパックは、仕事
を行う上で必要な動力を提供します。
当社のプレミアムセル技術は、長い作

プレミアムセル技術

充電量の維持

軽量のプレミアムセルは、信頼性の高
い性能とエネルギー容量を両立します。

数ヶ月間保管しても、充電量を維持し
ます。

定電力で、減衰しない電力

一定の容量

充電により、一定の電力を維持します。

バッテリーの寿命を通じて、充電量を
一定にするための充電器のメンテナン
スや、完全放電は必要ありません。

業時間を保証します。特別な構造によ
り、当社のバッテリーは堅牢で、耐久
性の高いものとなっています。

B600E

C750

4.0Ah バッテリーパック

ラピッド バッテリー チャージャー

¥23,300（税別）
¥25,164（税込）
稼働時間例

4.0Ah=500カット

直径5cm～7.5cmの木をPS250でカットした場合

ラピッド バッテリー チャージャーで充電すると、
約60分で充電完了。

577654 バッテリーパック、4.0Ah、モデルB600E
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¥23,300（税別）
¥25,164（税込）

¥13,300（税別）
¥14,364（税込）
ラピッド バッテリー チャージャーにより、充電時間は短く
なります。
熱と過電圧から保護する電気回路構成により、Oregon®バッ
テリーパックの損傷を防ぎ、安全な充電を提供します。
・すべてのOregon®リチウムイオンバッテリーパック向け
に設計。
・B600E 4.0Ahバッテリーパックを約60分で充電可能。

577652 ラピッド チャージャー、モデルC750

¥13,300（税別）
¥14,364（税込）

コードレスマルチアタッチメントシステム
時間とお金の節約をしたいホームオー
ナー様向けに設計された多機能で強力
なシステムです。Oregon®マルチア
タッチメントシステムは、必要なアタ
ッチメントのみを選択し、あなたの庭
に応じてカスタマイズされたシステム
を提供します。Oregon®のアタッチ
メントはパワーヘッドとシームレスに
連携し、ブラシレスモーターは持続可
能なパワーを提供します。ほんの数秒
で、木の枝払いから花壇の周りの草刈
りに切り替えることができます。

パワフル

多機能

• ブラシレスモーターは、パワーとトルク

を向上し、高効率化を実現します。
•広い庭をトリミングする十分なパワーを
備えています。
•リチウムイオンバッテリーの性能により
作業が安定します。

•Oregon®の交換可能なアタッチメントを
使用する1つのシステムです。
•重労働作業から高精度の作業にスムーズ
に切り替えることができます。
•1つのツールを数秒で別のツールに交換
することができます。

効率性

収納性

• 単一の電源で使用できるため、複数のガ

•ガレージや倉庫において、省スペースで
収納することができます。
•トラックの荷台や貨物スペースに簡単に
収めることができます。
•軽量で簡単に移動できます。

ソリンエンジンを維持する必要はありま
せん。
•Oregon®の40V MAX＊バッテリーを使用
してください。

1個のパワーヘッド
4個のアタッチメント

ポールソー
ヘッジトリマー

刈払機

エッジャー
※日本での取り扱いはありません。

コードレスツールシステム
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PH600 マルチアタッチメント

パワーヘッド

（バッテリーB600E・チャージャーC750付）

¥53,000（税別）
¥57,240（税込）

604022

マルチアタッチメント パワーヘッドキット PH600
4.0Ahバッテリー、ラピッドチャージャー

¥53,000（税別）
¥57,240（税込）

604021

マルチアタッチメント パワーヘッド PH600
本体のみ

¥20,000（税別）
¥21,600（税込）

仕様
•
•
•
•
•

ブラシレスモーター
速度切り替え可能なトリガー
輸送時のロック機能
ハーネス付属
重量：4.4kg（バッテリーを含む）

PS600 アタッチメント

ポールソー

¥16,800（税別）
¥18,144（税込）
仕様
•
•
•
•
•
•

チェーンタイプ：Oregon® 25AP、1/4”ピッチ
バーの長さ：10インチ（25cm）
長さ：2.02m
エクステンションEX600を接続した長さ：約2.72m
オイルタンク容量：100ml
重量：1.8kg
604027
25AP058E

4.0Ah=最大
500回の切断
5～7cmの素材の場合

マルチアタッチメント ポールソー PS600
交換用チェーン

25AP

100SDAA041 交換用ガイドバー 10インチ

¥16,800（税別）
¥18,144（税込）
¥3,650（税別）
¥3,942（税込）
¥4,400（税別）
¥4,752（税込）

EX600 アタッチメント

エクステンション

¥6,000（税別）
¥6,480（税込）

仕様
• Oregon®マルチアタッチメント ヘッジトリマー・ポールソー用
• 長さ：70cm
• 重量：0.6kg 軽量仕様
604024
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エクステンション EX600
（マルチアタッチメントPS600 ・HT600用）

¥6,000（税別）
¥6,480（税込）

HT600 アタッチメント

ヘッジトリマー

¥15,600（税別）
¥16,848（税込）
仕様
• ブレード長さ：38cm
• 長さ：2.23m
• エクステンションEX600を接続した
長さ：2.93m
• ブレードの刃の間隔：15mm
• ヘッド調整範囲 120度、７段階調整
• 重量：2.5kg 軽量仕様
604025

マルチアタッチメント ヘッジトリマー HT600

595908

交換用ブレードキット

4.0Ah=
45～50分
¥15,600（税別）
¥16,848（税込）
¥3,800（税別）
¥4,104（税込）

ST600 アタッチメント

刈払機

¥12,000（税別）
¥12,960（税込）
仕様
•
•
•
•
•

4.0Ah=

刈幅：約36cm
最大20分
ゲーター・スピードロードヘッド装備
ナイロンコードサイズ：太さ2.0mm ゲーター・スピードロードディスク
5500回転/分
重量：1.6kg 軽量仕様
604028

マルチアタッチメント 刈払機

595897

交換用ヘッド GSLヘッドキット

24-280-03

ST600

交換用コード GSLディスク 2.0mm 3枚入り

コードレスツールシステム

¥12,000（税別）
¥12,960（税込）
¥5,400（税別）
¥5,832（税込）
¥900（税別）
¥972（税込）

7

8

コードレスツールシステム

CS300

チェンソー
（バッテリーB600E・チャージャーC750付）

¥71,800（税別）
¥77,544（税込）

4.0 Ah＝最大400カット
5cm～7.5cmの素材の場合

高性能

Oregon®チェンソーは、起動に手間がかからず、すぐに木や枝の伐採を行
うことができます。ブラシレスモーターは、速度とトルクという強力な組
み合わせを提供します。当社の40V MAX＊バッテリーは、ゼロ・エミッ
ションを保証します。内蔵されたパワーシャープシステムにより、チェー
ンを数秒で目立てできます。

チェンソーの革新的なブラシレスモーターは、高出力と
トルクを両立します。工具のいらないテンショナーによ
り、チェーンを迅速、かつ容易に調整できます。

パワーシャープシステム内蔵

577646

チェンソーキット CS300-A7
4.0Ahバッテリー、ラピッドチャージャー

¥71,800（税別）
¥77,544（税込）

作業現場ですぐに目立てができます。

577645

チェンソー

¥41,800（税別）
¥45,144（税込）

人間工学設計

560510

交換用チェーン
パワーシャープチェーン砥石付き 16インチ用

CS300

本体のみ

160SDEA041 交換用ガイドバー 16インチ

¥5,800（税別）
¥6,264（税込）
¥5,060（税別）
¥5,465（税込）

ツールのヒント
チェンソーのチェーンを正しく締めた状態にしましょう
チェンソーのチェーンは継続して使用すると次第に緩んでいくため、適切
なチェーン張りは定期的メンテナンスの重要項目の一つです。ただし、チ
ェンソーのチェーンを過度に締め付けないことも重要です。過度に締め付
けたチェーンは場合によっては壊れ、稼動時間および性能を大幅に低減
させます。マニュアルの指示に従い、緩んだチェーンを締め付けてくださ
い。手袋をはめた手でガイドバーに沿ってチェーンをスムーズに滑らせる
ことができる場合は、チェーンの張力は適切です。CS300は、チェーン
張り作業を迅速かつ容易にするツールレステンショニングシステムを装備
しています。

重量は、わずか約5.4kgであり、快適に操作できるよう
に重量を平均的に分散させる設計になっています。

仕様
•
•
•
•
•

重量：約5.4kg（バッテリーを含む）
バーの長さ：16インチ（40cm）
タンク容量が約116gの自動潤滑システム
チェーン速度: 毎秒14.2ｍ（無負荷時）
チェーンタイプ：パワーシャープチェーン

パワーシャープ目立てシステム
内蔵のパワーシャープ目立てシステムにより、切れ味の落ちたチェーンに
よるダウンタイムが少なくなります。3秒から5秒レバーを引くだけで、
チェーンの切れ味が戻ります。パワーシャープは作業現場ですぐに目立て
できます。

コードレスツールシステム
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LM300

芝刈機

（バッテリーB600E・チャージャーC750付）

¥68,000（税別）
¥73,440（税込）

4.0 Ah =最大500m2
使用環境により異なります。

小規模から中規模の庭に最適

LM300は広大な芝地を迅速かつ効率的に刈ります。即時起動と6段階に刈
高を調整することにより、あらゆる季節のあらゆる芝生の種類で作業を行
うことができます。ブラシレスモーター、バッテリー、集草ボックスによ
り、庭を簡単かつ効率的に清掃することができます。
芝刈機キット LM300
4.0Ahバッテリー、ラピッドチャージャー

¥68,000（税別）
¥73,440（税込）

603868

芝刈機

¥40,000（税別）
¥43,200（税込）

582045

交換用ブレードキット

603869

LM300

本体のみ

¥2,000（税別）
¥2,160（税込）

LM300は即時起動し、芝刈りをより容易にします。ブラ
シレスモーターは、高トルク、高品質のカット、および
長時間稼動を提供します。

軽量と最適なバランス
LM300は軽量（バッテリー付きでわずか16.3kg）で、
花壇の周りを刈るのに最適です。

仕様
•
•
•
•
•

ツールのヒント
異なる刈り取りパターンにより、芝生を健全化

ブラシレスモーター
刈幅 40cm（16インチ）
集草ボックス 50リットル
6段階の刈高調整
重量 16.3kg（バッテリーを含む）

芝生を健全化するために、庭を色々な方向から刈りましょう。たとえばあ
る日、芝を横方向に刈った場合、次回、同じエリアを縦方向に刈ります。
このように芝刈りのパターンを分散させることにより、芝生の見栄えを良
くします。草は、草刈りされる方向に傾く傾向があります。異なる芝刈り
パターンを選択することにより、土壌の圧縮を減らすこともできます。
LM300は軽量の芝刈機であり、使用が容易で、どの方向にも操作できま
す。

刈幅
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40cm（16インチ）
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刈高調整が簡単

50リットルの集草ボックス

LM400

芝刈機

（バッテリーB600E×2個・チャージャーC750付）

¥108,000（税別）
¥116,640（税込）

4.0 Ah =最大650m2
使用環境により異なります。

高性能

Oregon®の新型LM400芝刈機は、どんな住宅の庭も刈ることができる能
力を備えています。LM400の丈夫なスチール製デッキは、エンジン式芝
刈機のような屈強な外観になっていますが、排気ガスや過度な騒音を出し
ません。LM400は1つのバッテリーのみで稼働できますが、2つまで搭載
可能です。LM400は垂直格納が可能なため、ガレージ内での収納スペー
スを最小限に抑えることができます。
604030

芝刈機キット LM400
4.0Ahバッテリー（2個）、ラピッドチャージャー

604029

芝刈機

596866

交換用ブレードキット

LM400

本体のみ

¥108,000（税別）
¥116,640（税込）
¥60,000（税別）
¥64,800（税込）
¥4,000（税別）
¥4,320（税込）

ツールのヒント
シャープなブレードで、より多くの芝をより短時間で刈ります。
鋭い刃によって、庭をきれいにすることができるため、整った庭は鋭利な
ブレードから始まります。このため、摩耗の兆候があった場合は、ブレー
ドを研いでください。芝が引き裂かれていたり、芝の色が、灰色がかった
茶色になったりしているのは、使用中のブレードが切れなくなっているサ
インです。LM400の約50cmの刈幅は、より少ない通過回数でより多くの
芝を刈るように設計されていることを意味します。ブレードは、必要に応
じて研ぎ直すか、または交換してください。

垂直収納

より少ない通過回数でより多くの芝を刈ることができま
す。LM400の約50cm（20インチ）の刈幅により、大
きな庭で、広範囲に芝刈りを行うことができます。

3種類の芝刈りオプション
芝刈の処理は3つの方法が選択できます：
1.付属のバッグで芝を収集。
2.右側の排出口から芝を排出。
3.マルチングプラグを選択して、刈った芝を芝刈機の後
方へ排出。

仕様
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ブラシレスモーター
鉄製デッキ
刈幅 約50cm（20インチ）
集草バッグ 60リットル
重量 26kg（バッテリー1個装着時）
垂直格納が可能
長時間の使用に対応する2個バッテリー
6段階の刈高調整
集草／サイド排出／マルチング

デュアルバッテリー:
1個または2個のバッテリーで駆動

サイドに排出

コードレスツールシステム
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BL300

コードレス ブロワー
（バッテリーB600E・チャージャーC750付）

¥55,000（税別）
¥59,400（税込）

4.0Ah＝最大90分
最も低いトリガー設定で使用した場合
高速時 15分
ターボ使用時 ８分

低騒音

Oregon®コードレスブロワーにより、広い範囲において、容易に落ち葉
やゴミを掃除することができます。このブロワーは、優れた空気量(最大
14.35m3/m)と速度(最大58.56m/s)の組み合わせにより、最高のゴミ清
掃機となっています。低デシベルの騒音、人間工学設計、携帯性という特
性により、このブロワーは、日常の作業にとって、理想的なツールとなっ
ています。
577649

ブロワーキット BL300－A7
4.0Ahバッテリー、ラピッドチャージャー

¥55,000（税別）
¥59,400（税込）

577648

ブロワー

¥26,500（税別）
¥28,620（税込）

BL300

本体のみ

ツールのヒント
BL300を使うことで、ほとんどの場合、ほうきと熊手が不要になります。
庭等の落ち葉や倉庫、トラックの荷台や各種機械周りなどのゴミを容易に
清掃ができ、尚且つ雨どいや排水路の堆積物も除去します。BL300は低騒
音で強力であり、軽量で持ち運び可能であるため、たいていの場所で使用
することができます。
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高性能
革新的なブラシレスモーターと軸流ファンにより、高い
性能と効率を両立します。速度調節が可能なトリガーに
より、ユーザーは、作業に必要とされる電力のみを使
用するように調節できます。このコードレスブロワー
は、14.35m3/mの空気を放出します。

人間工学設計

用途は落ち葉の掃除にとどまりません

バランスが良い

BL300は、パワフルで低騒音な清掃とゴミ除去のソ
リューションを提供します。ターボモードにおいても
64.6dB（第三者測定）という低騒音で、ご近所の迷惑
となることなく、仕事を完了させることができます。

コードレスブロワーは、長時間の使用を考慮して設計さ
れています。快適なハンドルと付属のハーネスにより、
広範囲の作業に使用できます。

仕様
•
•
•
•

重量：約4kg（バッテリーを含む）
空気吐出量：最大14.35m3/mの空気出力
空気吐出速度：最大58.56m/s
速度切り替え可能なトリガー

ハーネス取り付けリング
（ハーネスは付属しています）

ターボボタンと可変トリガー

ST275

刈払機
（バッテリーB600E・チャージャーC750付）

¥55,000（税別）
¥59,400（税込）

4.0 Ah＝概算30～40分
切断する植物やユーザーの技術によって異なります。

縁刈りにも対応

特許を取得した刈払機のギア駆動技術により、切りにくい植物を切断し、
敷地をきれいにすることができます。

刈払機の向きを変え、エッジガイドの角度を変えること
で、縁刈りにも対応できます。

584963

刈払機キット ST275－A7 GSL
4.0Ahバッテリー、ラピッドチャージャー

¥55,000（税別）
¥59,400（税込）

高トルクと高出力

582108

刈払機

¥26,500（税別）
¥28,620（税込）

581647

交換用ヘッド

特許を取得した刈払機のギア駆動技術は、密集して生え
た植物を切断するために高い性能とトルクを提供しま
す。

24-280-03

ST275 GSL

本体のみ

¥5,400（税別）
¥5,832（税込）

GSLヘッドキット

交換用コード GSLディスク 2.0mm 3枚入り

¥900（税別）
¥972（税込）

人間工学設計
快適さと長時間使用を考慮した設計です。

ツールのヒント

仕様

回転数を調整することで効率が上がります
ST275では引き具合の調整可能なトリガーを採用しており、庭などでの
様々な作業に対応するために作業に応じた強さでトリガーを引く事で回転
速度を制御することができます。柔らかい草を刈るには適度な強さでトリ
ガーを引き、堅い草を刈るときだけ十分にトリガーを引く事によりナイロ
ンコードの消耗を抑え、刈り取り作業が効率化します。

ゲーター・スピードロード

• 重量：約4.3kg（バッテリーを含む）
• 刈幅：直径 約33cm
• 無負荷時速度：6250回転/分
• ゲータースピードロード装備
（トリマーヘッド/2.0mmライン）

ヘッド

早い
かつてないナイロンコードの交換システム。コードの交換時間が通常約180秒から、わずか約20秒
へ短縮できます。

簡単
コードの交換が簡単。誰でもすばやく交換が可能です。
ヘッドを開く→ディスクをセット→ヘッドを閉じる

長持ち
熱処理されたディスクは磨耗に強く、一般的なナイロンコードの約２倍の耐久性を発揮します。

コードレスツールシステム
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PS250

ポールソー
（バッテリーB600E・チャージャーC750付）

¥71,800（税別）
¥77,544（税込）

4.0Ah＝最大500カット
5cm～7.5cmの素材の場合

延長可能な範囲

Oregon®ポールソーは、すべてのトリミングや剪定作業を、パワフルかつ
正確に行えます。伸縮シャフトにより、全長は220～310cmの範囲で調
整できます。プレミアムバッテリーパックとミッドマウント型モーターに
より、長寿命と長時間の作業における快適性が可能になっています。

577643

ポールソーキット PS250－A7
4.0Ahバッテリー、ラピッドチャージャー

¥71,800（税別）
¥77,544（税込）

577642

ポールソー

¥41,800（税別）
¥45,144（税込）

90PX034E

PS250

交換用チェーン

本体のみ

¥2,850（税別）
¥3,078（税込）

90PX

¥4,100（税別）
¥4,428（税込）

084MLEA041 交換用ガイドバー 8インチ

ツールのヒント
小枝と接触する前に、ポールソーが最高速度に達するようにします。軽く
圧力をかけて、まず下部の大枝を剪定してから、上部の大枝に移動しま
す。続いて、まず長い大枝の端部を切断してから、幹に近い小枝を剪定し
ます。
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ミッドマウント型モーター
ミッドマウント型モーターにより、ポールソーの重量配分
が手元側にかかります。これにより、重量負担を軽減する
ことができ、届きにくい場所の伐採が容易になります。
これは、人間工学を考慮した設計により可能になります。

人間工学設計
ミッドマウント型モーターに加えて、ポールソーの重量
は、バッテリーを含めて、わずか約6kgであるため、バ
ランスが良く、疲労も軽減されます。快適さを向上させ
るため、ハーネスも付属されています。

仕様

木の小枝を適切に切断する方法

スリムでコンパクトなヘッド

伸縮シャフトの調整により、全長は最短220cmからプラ
ス90cmの310cmまで無段階で延長できます。

ミッドマウント型モーター

コードレスツールシステム

• 重量：約6kg（バッテリーを含む）
• チェーン速度: 毎秒14.4ｍ
• チェーンタイプ：90PX、 3/8”ピッチ、
.043”（1.1mm）ゲージ
• バーの長さ：8インチ（20cm）

調整可能な伸縮シャフト

枝打ちフック

HT250

ヘッジトリマー
（バッテリーB600E・チャージャーC750付）

¥56,800（税別）
¥61,344（税込）

4.0 Ah = 最大100分
切断する植物やユーザーの技術によって異なります。

HT250は、高く広範囲の生垣、および列状の小さな生垣を整えるのに十
分な軽さです。レーザーカットされたブレードは、植物の健全性を維持し
ながら、きれいにそして正確な形状で刈ることができます。

577640

ヘッジトリマーキット HT250
4.0Ahバッテリー、ラピッドチャージャー

¥56,800（税別）
¥61,344（税込）

577639

ヘッジトリマー

¥26,400（税別）
¥28,512（税込）

560726

交換用ブレードキット

HT250

本体のみ

¥10,900（税別）
¥11,772（税込）

ツールのヒント
作業が容易なハンディタイプ

約60cm（24インチ）のレーザー
カットブレード
レーザーカットブレードにより、切断面がきれいにな
り、植物の生育に悪影響を与えません。

人間工学設計
大きくて快適なハンドル。

仕様
•
•
•
•
•

重量：4.4kg（バッテリーを含む）
ストローク数：最大2750回/分
約2cmの枝まで切断可能
低騒音
速度切り替え可能なトリガー

HT250は重心が安定していて手元で作業がしやすく、手軽に生垣や樹木
の剪定をすることができます。また、約60cmの長いブレードで短時間に
広い面を均一に刈ることができます。

プレミアムブレード技術
他社製品よりも優れたプレミアムブレード技術で設計されています。
頑丈で耐久性の高いHT250のブレードは、トリミングや造形に最適です。

コードレスツールシステム
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《 アクセサリー 》

ツールバッグ

品名

品番

（CS300＆BL300用）

551276

¥9,000

593441

¥7,000

38278

¥2,800

バックパック

ソーチェーン目立てキット

小売価格（税別）

《 安全備品 》
品名
高性能ヘルメット

品番
562413

セーフティグラス

クリアグラス

小売価格（税別）
¥10,302

Q525249

¥1,581

セーフティグラス イエローグラス

Q525250

¥1,581

セーフティグラス ブラックグラス

Q525251

¥1,581

アクティブグローブ

Sサイズ

91305S

¥4,080

アクティブグローブ

Mサイズ

91305M

¥4,080

アクティブグローブ

Lサイズ

91305L

¥4,080

フルレザーグローブ

Mサイズ

539170M

¥2,142

フルレザーグローブ

Lサイズ

539170L

¥2,142

コンビグローブ

Mサイズ

539171M

¥2,142

コンビグローブ

Lサイズ

539171L

¥2,142

チャップス

564134-32

軽量チャップス

575780

バッテリーの回収にご協力をお願いします
弊社では環境保護と資源の有効活用を考えて、バッテリーを回収しております。
恐れ入りますが、使用済みのバッテリーは充電電池リサイクル協
力店へお持ちいただきますようご協力をお願い致します。
リサイクル協力店については、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。
http://www.jbrc.com

¥14,790
¥9,500

